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つつつつじじがが丘丘自自治治会会ニニュューースス   2022年1月（No｡330） 

                        つつじが丘自治会ホームページ http://www.tutujigaoka-kobe. jp 

 

 

 

 

 

 

 

 本年も 引き 続き 新型コロナの影響は残り 感染予防対策は必要ですが、

今年こ そ 自治会活動、ふれあいのま ち づく り 協議会の活動が広がる よ う

に期待し たいと 思いま す。 

 

今年はオミクロン株が徐々に拡がっているようですが、引き続きつつじが丘の自治会・ふれあ 

 いのまちづくり協議会では、3密回避やマスク着用・手指の消毒を徹底して行っても実施が難し 

い活動と、実施できる活動に分けて対応したいと思います。ご協力をお願いします。 

 活動をするときは 

・手洗いをする 

・触れたところは消毒をする 

・マスクをする 

・大きい声をださない 

・屋内では1ｍ以上屋外では2ｍ以上の間隔を開ける 

などの感染防止対策を必ず取っていただきたいと思います。 

ＷＨＯ（世界保健機関）はワクチンの有効性は40％ぐらいだといっています。 

世界中で2回のワクチン接種をした人でも、毎日たくさんの感染者が出ています。 

日本でもオミクロン株の感染者が増加しています 

これからも3密の回避・マスク着用・手洗い・消毒は欠かせない年になると思われます。 

皆さんのご協力をお願いします。１０歳以下の子どもたちも例外ではありません。 

活動が再開されても感染予防対策は大切です。各自で散歩や運動でフレイル予防・体力保持に 

務めて下さい。 

感染者が自宅療養になったときのために、近所とのコミュニケーションをはかり、感染者が 

出ても、疎外するのではなく協力し合える関係を、作っておくことが必要です。 

お互いの協力で地域を守っていくという考えでいきたいので、ご協力をお願いします。 

 

１．とんどまつり・防災訓練について 

   コロナ禍ではありますが、とんどまつりと防災訓練は必要と思いますので実施します。 

   日 時 ２０２２年１月９日（日） 

      ９：００～１０：３０ とんどまつり 

     １０：００～１１：００ 防災訓練（①天ぷら火災体験 ②水消火器による消火訓練 

                      ③消防署の挨拶④豚汁の試食・保存食の展示試食 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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２．1丁目集会所の改修について 

    12 月 23 日（木）に神戸市の調査がおこなわれました。補助金の申請をして 

います。 

また、電気自動車による電力の供給工事については、今後検討することにしま 

した。 

 通路の手すりも移動式の物を設置していましたが、それを持って歩く方がおら 

れることから、固定式を設置しました。 

 

３．一斉道路清掃について 

１２月１２日（日）に一斉道路清掃をおこないました。ありがとうございました。 

昨年度もボランティアの方による、道路の草取りや落ち葉の清掃がされていました。あり 

がとうございました。これを機に、自宅の周辺の清掃を習慣化していただければありがた 

いと思います。 

 

４．子供会からのお知らせ 

昨年もコロナウイルスに伴い活動の自粛を強いられてきましたが、今年は治療薬の期待 

を込めて、少しでも子供たちにイベント行事が出来たらと願います。コロナウィルスはも 

ちろん風邪のウィルスやインフルエンザなどの様々なウィルスが繁殖しやすい時期です。 

手洗い・うがい・マスクをし、飛沫感染・接触感染対策に努めましょう。 

（１）つつじが丘公園掃除 

     １２月１２日（日）  参加者 大人５人 子供１人でした。  

寒い中ご協力ありがとうございました。 

 次回は１月９日（日）９：３０からです。（雨天中止） 

必ず隣の方と間隔を取り、短時間で終わるようにしましょう。 

   （２）すくすく広場 

      日 時：１月７日(金) １０：３０から 

      場 所：ジェームス山マツダ （雨天決行） 

      ※今回事前の申し込みはいりません。 

（３）今後の予定  

『インターネットの正しい利用方法〜防犯・ネット犯罪講習会〜』 

       講 師：兵庫県警察サイバー犯罪対策課犯罪防犯センター派遣講師(警察官) 

     日 時：3月２７日（日） 場所：１丁目自治会集会所  

 ※コロナ対策上、今年も６年生のみの対象を予定しています 

『６年生を送る会』 

       日 時：3月２７日（日） 場所：１丁目自治会集会所 
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（４）ＡＥＤ講習会について 

       毎年講習会を開催していましたが、コロナ対策をしながら講習を行うことは 

難しいので今年の開催は中止としました。 

（５）子供会からのお願いです  

       ここ近日で、新しくつつじが丘に転居や新居される方々が、おられます。 

      ６年生までのお子様がおられた場合(希望者がいれば、中学１年生も加入出来ます) 

は、子供会役員にご連絡下さい。後日、子供会役員の者がお伺いし、子供会の説明 

と子供会費のお話をさせて頂きます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

（6）つつじが丘の住人から 

      ７丁目西にある公園『桜が谷小公園』にて公園掃除道具用倉庫の上に登り騒いでい 

     るとの連絡がありました。 

近隣住人の仕事内容(夜勤明け等)によっては、昼間寝ている方も 

おられ騒音により睡眠妨害の被害に遭ってる方がいます。 

公園で子供たちが楽しく賑わうのはいい事ですが、倉庫の上に登 

る事の危険な行為と明らかな騒音を出す行為は行き過ぎていると 

思われます。 

≪子供会からの対応として≫ 

・つつじっ子でない場合もありますが、そういった行為を見られた大人の方は子供 

たちに注意をして、やめさせる様にして下さい。 

・子供会だより１月号にもお知らせとして掲載します。 

       皆様のご協力何卒宜しくお願い致します。 

 

５．福祉部からのお知らせ 

給食サービスについて 

     今年も新型コロナウイルスの影響で、３月までは今までと同じように 

配食で実施することになると思います。マスクをしてきていただくよう 

お願いします。 

 １月２８日（金）には配食で実施します。 

第1部  1丁目自治会集会所 １０:３０～１１:００ 

第2部  4丁目つつじが丘ふれあいセンター １１:３０～１２:００ 

※ 弁当になりますので、自己負担は200円になります。200円をご持参ください。 

※ 新型コロナ感染症の感染拡大など、状況が変わった場合変更することがあります。 

     ※ ２月は２５日（金）の予定です。 
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６．つつじが丘ふれあいのまちづくり協議会からのお知らせ 

     活動は順次始まっていますが、オミクロン株の増加傾向から、人数制限（20名程度） 

・マスク着用・3密回避などの感染予防対策が可能であるものは実施、感染予防対策がで 

きないものは活動を自粛します。 

毎月の利用届の提出は必要です。届け出を受け、感染予防対策が難しい場合は、協議し 

自粛していただくこともありますのでご承知おき下さい。 

 

     ①ふれまち事業（１月の予定）（状況の変化よっては変更があります。） 

      ・手話に親しもう 1月１３日（木）10：00～ 自治会集会所 

      ・「にこ・きら」  1月１２日（水）10：00～ ふれあいセンター 

      ・すくすく広場  1月 7日（金）10：30～ ジェームス山マツダ 

 ・笑顔の広場   １月２６日（水）10：00～ 1時間程度 ふれあいセンター 

     ②各サークルへのお願い 

       ・センターの掲示板に実施を認められたセンター利用サークルの予定が掲示されて 

います。 

     ③コロナ感染予防のため、毎月２５日までに次月の利用届を提出して下さい。 

      センターは、月曜日から土曜日は当番を常置します。 

    ※ スリッパは、準備をしておりません。各自持参し、ごみも含めてお持ち帰りいただく 

ことになっています。 

    ※ ふれあいセンターの鍵について、当番がいるときに入館するため、各サークルにはお 

渡ししていませんのでご了承ください。消毒などの管理上の問題がありますので、ご協 

力をお願いします。 

    ※ センターに印刷などで必要な場合は、センターの開館中においでください。 

（自治会ニュース印刷は除く）（消毒などこまめな対応が必要なためです。） 

 

７．民生委員児童委員からのお知らせ 

「笑顔の広場」 

今月から通常通りの開催予定です。 

・日 時：令和４年1月26日（毎月第4水曜日に開催） 

          10:00～（1時間程度） 

・場 所：つつじが丘ふれあいセンター 

あんしんすこやかセンターより地域支え合い推進員の方もお越しいただき、地域の情報や 

お話、お困りごとなどの相談をお受けします。 

各地区担当 民生委員児童委員 

 １・２丁目     石飛 久美子 

    ３・４丁目東  小林 兼一郎 

 ４西・５丁目  𠮷本 純美 

 ６・７丁目   中田 尚美 

 主任児童委員  吉原 安紀 

※ 上記各委員は、福祉関係全般の相談をお受けいたします。また、主任児童委員は、 

子育ての相談もお受けするとともに、小さなお子様がおられるご家庭や、外出が困難な方 

のご相談には訪問も致します。お気軽にご相談ください。 
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８．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

☆バス旅行 

1月8日（土）、垂水区老人会主催の新春恵方初詣でにはつつじが丘から24名参加 

     します。但馬方面の粟鹿神社・出石神社・養父神社へ行きます。 

☆カレーの店（なんじゃもんじゃ） 

      毎月第一木曜日集会所１１：３０からです。1月6日（木）、2月3日（木）、今の 

ところテイクアウトのみの予定です。 

 ☆輪投げ 

      区の後期輪投げ大会は１２１名の参加で、５位に森川さん（5丁目）が入りました。 

     市の大会は中央体育館で実施され、女性男性と別々に順位がつけられ、女性4位に鷲尾 

さん（2丁目）が入りました。 

      輪投げサークルは毎週木曜日に上穂公園で８：３０からです。気軽に見学に来てくだ 

さい。 

   ☆ラジオ体操 

      毎朝上穂公園で６：３０からです。早起きは三文の徳です、頑張りましょう！ 

☆音読 

     1月25日（火）集会所で１０：００からです。この時期大きな声を出すことは出来 

ませんが、感染対策を充分とりながら、表情豊かな眼もとではっきりと発音するように 

しています。和気あいあいと楽しいです。 

☆つつじが丘公園市民花壇 

     １２月20日（月）９：３０から生活文化部の皆さんと一緒に花壇の手入れをしまし 

た。 

同様に1月17日（月）も生活文化部の活動日に参加しますので、ボランティア「ま 

だまだひよっこ」のメンバーは協力をお願いします。 

☆グラウンドゴルフ 

毎月第3土曜日はつつじが丘公園の清掃をしています。 

 ☆ダーツ 

      ダーツにチャレンジをしてみませんか。１月14日（金）ふれあいセンター９：３０ 

から初めての方を対象に丁寧に指導します。（先着順で5名）会場使用料１００円の参 

加費が必要です。 

部員の練習は何時ものようにありますので、集中力精神力の鍛錬で頑張りましょう。 

この他にもシニアクラブのサークルはあります。順番に紹介します。 

 

９．ＣＡＴＶ管理運営組合からのお知らせ 

１２月でCATV管理運営組合のケーブルなどの管理は終了しています。 

テレビ視聴については、ＪＣＯＭ・ＮＴＴ・ｅｏ光などの通信会社と各自で連絡を取り、 

対応をお願いします。 

※ すでに旧つつじが丘TV設備以外でTV電波を受信している方も、旧つつじが丘TV 

  の引き込み線が残っている方は至急連絡をお願いします。 

 全体で84カ所程度が残っているようです。ケーブルを早急に撤去したいと思ってい 

ます。もし連絡が無い場合は、宅地に入らず撤去を進めていきます。ご協力をお願い 

します。 
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10．小学校施設開放運営委員会からのお知らせ 

スポーツクラブからのお知らせ 

神戸市の学校開放実施に伴うガイドラインに沿って実施していただきます。各スポー 

ツクラブは感染予防対策を確実におこなって下さい。感染予防対策がしにくいクラブは 

自粛して下さい。もし感染が拡大した場合は連絡をしますので、ご協力をお願いします。 

今年度は新規の募集はしませんので、ご協力をお願いします。 

市民図書室からのお知らせ 

市民図書室は2021年12月28日（火曜日）から2022年1月４日（火曜日）まで 

おやすみとなります。 

新年は1月6日（木曜日）から開室します。 

1月29日（土曜日）は第5土曜日のために、おやすみです。 

１月の新刊案内 

 一般書 

✦メディコ・ペンナ/蓮見恭子著～三宮が舞台です 

✦二人の嘘/一雫ライオン著～女性判事と元服役囚の恋愛 

✦強運の持ち主/瀬尾まいこ著 

 ～悩んでいるあなたのせなかをポンっと押してくれる あったかい言葉が心 

に響きます‼ 

       児童書 

         ✦おうさまがかえってくる100びょうまえ！/柏原佳世子著～100秒、数える 

だけで進む物語 

✦ふしぎ駄菓子屋銭天堂４/廣嶋玲子著 

           ～その駄菓子屋にライバル店、あらわる 

✦すしぞくかん/さかなのおにいさん かわちゃん著 

～すいぞくかん×おすしの楽しい食育絵本 

 

11．お知らせ 

 （１）集団資源回収事業について 

       １月１日から集団資源回収の中のアルミ缶について変更がありましたので、回収に 

ご協力ください。 

 いままではアルミ缶は１ｋｇ４０円でしたが、７０円に上がります。 

 現在の集団資源回収では、３年ほど前に比べると自治会への収入は半分以下になっ 

ています。 

 特にアルミ缶については、缶びんペットボトルや燃えないごみに出される方がたく 

さんおられましたが、是非集団資源回収でだされるようお願いします。 
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12．年始のごみ収集について 

      年末年始のごみ収集は必ず５：００～８：００に出してください。 

     道路事情と担当の変更などの影響で、収集時間が確定しません。遅れないように収集 

時間を必ず守ってください。 

   年始収集 

燃えるごみ     1月 ４日（火） 

缶・びん・ペットボトル 

市内全域 1月 ５日（水） 

容器包装プラスチック 

                 1月 １０日（月） 

       燃えないごみ、カセットボンベ・スプレー缶 

                 1月 ６日（木） 

       集団資源回収（新聞・雑誌・アルミ缶・古着・古布・ダンボール・牛乳パック） 

         １月最初の回収日です 

          1～4丁目  1月 ５日（水）  5～7丁目  1月１３日（木） 

 

13．気をつけましょう 

 （1）今年はたくさんのごみが越年しました。収集時間を守りましょう 

２０２１年末の年越しごみ袋のリスト 

環境局による１２月２９日の「缶・びん・ペットボトル」の収集は８時頃に実施 

されており１１集積場でごみ袋が未収集になってしまいました。 

「容器包装プラスチック」も１袋あったが「分別不良」での未回収でした。 

「燃えないごみ」が３集積場であったが、当日の収集なので前から排出されてい 

たと思われます。 

      ・３６－１０１ 缶、びん、ペットボトル        ７袋 

      ・３６－１０２ 缶、びん、ペットボトル       ２０袋 

              燃えないごみ             ２袋（内１袋は分別不良） 

      ・３６－１０４ 缶、びん、ペットボトルのごみ袋    ６袋 

 ・３６－２１２ 缶、びん、ペットボトルのごみ袋    １袋 

      ・３６－４０１ 缶、びん、ペットボトルのごみ袋    １袋 

 ・３６－４０３ 缶、びん、ペットボトルのごみ袋    ５袋 

・３６－５０１ 容器包装プラスチックのごみ袋     １袋 

（袋内にはプランターの燃えるごみで分別不良） 

・３６－５１１ 缶、びん、ペットボトルのごみ袋    １袋 

             燃えないごみの袋           ２袋 

・３６－６０６ 缶、びん、ペットボトルのごみ袋   ２３袋 

             缶、びん、ペットボトルのごみ袋と透明ビニール袋  ２袋 

（袋内にはスプレー缶で排出日の間違いで未収集） 

・３６－７０２ 缶、びん、ペットボトルのごみ袋    １袋 

・３６－７１１ 燃えないごみの袋           １袋 
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 （2）不審者に気をつけよう 

       深夜2時頃、5丁目で目出し帽をかぶり、塀を越えている姿が目撃されました。 

      一軒だけでなく隣のお宅も入り込んでいたようです。もし見つけたら、110番に連 

絡しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

広報紙作成者：自治会長 小寺俊彦（2022年1月１日） 

     班長さんへ：自治会ﾆｭｰｽの配布は、必ず各戸に戸別配布（ﾎﾟｽﾄに投函）して下さい。 

今月のゴミ収集・資源ごみ回収・公園清掃 

☆ 新聞、雑誌、ｱﾙﾐ缶、古着、古布     １～４丁目 １月  5・１９日（水） 生ゴミ置き場 

   ダンボール、牛乳パックの資源ごみ回収               2月  2日（水）   〃 

                     ５～７丁目  １月１３・２７日（木）   〃 

                                    ２月１０日（木）   〃 

    資源ごみ回収は、自治会の収益事業ですのでたくさん出して下さい 

☆ 燃えるごみ 火曜日・金曜日                           

      １月４日（火）から（火・金）             生ゴミ置き場 

                              ２月 １日（火） 

☆ 燃えないゴミ（ｶ゙ ﾗｽ類、陶器類）、（小型の家電製品、小型の金属類）、 

ｶｾｯﾄﾎ゙ ﾝﾍ゙ 、ｽﾌ゚ ﾚー 缶   毎月第１・３木曜日      １月６・２０日（木）   荒ゴミ置き場 

  （カセットボンベ・スプレー缶等のガスは空っぽにして見える袋に入れて、 

燃えないごみとは別に出してください）  

（蛍光管の割れていないものは、回収協力店へ）       ２月 ３日（木）     〃 

☆ 缶･ｶ゙ ﾗｽ瓶・ﾍ゚ ｯﾄﾎ゙ ﾄﾙ  ※アルミ缶は資源ごみ回収へ出してください 

   毎週水曜日                  １月 ５・１２・１９・２６日（水）  荒ゴミ置き場 

                                    ２月 ２日（水）     〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日              １月１０・１７・２４・３１日（月）  荒ゴミ置き場 

２月 ７日（月）     〃 

 それぞれ指定袋に入れられて、単体で5ｋｇ以下のものです。入らないものは大型ごみで有料です。 

★公園清掃（自治会）（少し早めに終わって防災訓練に参加下さい） １月 ９日（日）  ９  時 

    ※ごみ出し時間は５：００～８：００です。必ず守って下さい。 

つつじが丘の公園や道路をきれいに利用しましょう！！ 

犬の糞・お菓子の袋や食べかす・タバコの吸い殻などは、必ず自分で持ち 

帰るという習慣をつけましょう 

神戸市では「ぽい捨ての禁止と路上喫煙をしない」が条例で規定されています。 

 


