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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２月（No｡33１） 

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

 

兵庫県に「まん延防止等重点措置」が出されました。全国で7万人を超え、兵庫県でも4,000

人を超えています。つつじが丘でいえば近隣の小学校・中学校・高校すべてで、学級閉鎖や学年

閉鎖・休校が実施されましたが、つつじが丘小学校では再開されています。ただ、検査キットが

不足し、検査をしないで日数のみでの対応となりました。つつじが丘の医者でも熱がある場合は 

検査をしますが、症状だけでは検査もしなくなりました。近隣の検査をする薬局でも検査キット

不足で販売が中止され、感染したかどうかの確認も難しくなっています。 

子どもから高齢者に拡がっても確認ができなくなっています。 

 この状態を受け、「まん延防止等重点措置」の期間については、自治会・ふれあいセンター・ 

学校開放の活動をすべて休止することにしました。再開は状況を見て連絡していく予定です。 

つつじが丘で拡がらないようご協力ください。 

各家庭においても換気・消毒・マスク着用での外出などを徹底して行って下さい。 

   

2回のワクチン接種では重症にはなりにくいようで 

すが感染防止は難しいようです。 

 

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。 

 

1．1丁目集会所の改修について 

    1 月に神戸市からの補助金が振り込まれました。今後は令和 7 年まで毎年、 

集会所の利用状況や光熱費などの報告をすることになっています。 

 通路の手すりも、固定式を設置しました。 

 

2．2丁目の網を使っている燃えるごみのステーションの改修について 

3月の終わりまでには、他のステーションと同じようにシート付きに改修したいと思い 

   ます。 

前よりは重くなりますが、カラスや猫などの被害をなくすための物ですので、ご協力く 

   ださい。 

 

３．高齢者向けのＳＮＳ研修会について 

    ＳＮＳや電話による詐欺事件が毎日のように続いています。 

そのため、つつじが丘では兵庫県警のサイバー対策課から来ていただき、研修会を実施し 

たいと思います。人数は３０名ほどです。 希望者は自治会まで 

    日 時  ３月２９日（火）１０：００～ １丁目自治会集会所 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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４．子供会からのお知らせ 

      一年の中で寒さが厳しく雪も多い季節です。暦の上では「節分」「立春」を迎えると春が 

始まります。季節の変わり目も激しくなるので、体調管理にはくれぐれもお気を付けくだ 

さい。 

 

（１）つつじが丘公園掃除 

     １月９日（日）  参加者 大人６人 子供２人でした。  

寒い中ご協力ありがとうございました。 

     次回は２月１３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 

歯科衛生士さんによる歯磨き指導を予定していましたが、２月は中止することにな 

りました。 

（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） 10：00～ 場所：１丁目自治会集会所 

『６年生を送る会』 

        日 時：3月２７日（日） 講習会終了後 場所：１丁目自治会集会所 

     ※ ともに、コロナ感染予防対策上、６年生のみの対象を予定しています。 

（４）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。 

（５）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 

昨年末に、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あわれている方がいます。 

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≫ 

～昨年度対応～ 

・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した。 

・倉庫の側面に注意書きを掲示する対応をしました。 

        ～今年度追加対応～ 

・倉庫の上に登れないように柵を設置しました。 

皆様のご協力何卒宜しくお願い致します。 
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５．福祉部からのお知らせ 

給食サービスについて 

     １月の配食サービスは、「まん延防止等重点措置」が出されたことと、 

    オミクロン株のまん延で、つつじが丘にも波及しています。 

そのため、１月２８日（金）は中止しました。 

     ※ ２月は２５日（金）の予定です。 

 キッチンカーに来ていただく予定ですが状況を見て連絡いた 

します。 

※ 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。 

     ※ ２月も影響が続くようでしたら中止することもありますので、ご了承ください。 

     ※ ３月は１８日（金）の予定です。 

 

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 

    兵庫県に「まん延防止等重点措置」が1月27日（木）から2月20日（日）まで出さ 

れました。 

また、近隣の小学校・中学校・高校から、感染者が出て学級閉鎖や学年閉鎖や休校になっ 

ています。 

 検査キットは全国的に不足していて、熱のある人も医者に見てもらいにくくなっています。 

また、喉の痛みや咳の症状がある場合では検査もしていただけないような状態です。近くの 

調剤薬局でも検査キットの販売を中止しています。高齢者の重症者も増加し始めています。 

このことを受けて、ふれあいのまちづくり協議会の活動は休止をすることにしました。 

    当番は月曜日から金曜日までおきますが、都合によっては閉める場合もありますので、 

ご承知ください。 

    再開については、状況を見て判断し、連絡いたします。連絡が無い場合は休止が続いてい 

る事になります。しかし、再開したときのために、利用届だけは提出をお願いします。 

 

７．民生委員児童委員からのお知らせ 

「笑顔の広場」 

1月・2月の「笑顔に広場」は「まん延防止等重点措置」が出されていることと、つつじ 

が丘の状況から中止します。 

 

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 

☆ 石アート（ボランティア「まだまだひよっこ」） 

     1月4日は、数字のごろ合わせで石の日だそうです。この日に、トーホー前の花壇に 

石を7～8個置きました。アンパンマン、クレヨンしんちゃん・・・あとは何があるか 

な？子どもたちが気づいてくれたら嬉しいです。  

☆ダーツ 

      １月14日（金）ふれあいセンター９：３０からのダーツ体験の参加ありがとうござ 

いました！初心者、経験者のどちらもが楽しめるようにと、3月にはハンディを付けて 

第1回のダーツ大会を予定していましたが、コロナの影響で難しいようです。 

      練習の再開を待って、年に2回位したいと思います。 

☆つつじが丘公園市民花壇 

     １月１７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。 

    １３名の参加でした。 

  ☆絵手紙 

      絵と手紙で自分の気持ちを表現して楽しんでいます。色を重ねて自分の気に入った色 

を出すのですが、簡単そうに見えてなかなか難しいです。 

 ☆そろばん 

      開始は読み上げ算からです。そろばんに向かい、心静かに全神経を集中すると気持ち 

がシャキッとしてきます。「脳トレーニング」にも良いそうです。 

  ☆写経 

      邪念を払って、筆を持ちます。無心になれます。心が洗われるようなこの静寂が好き 

です。初心者は写経用紙を使用出来ます。   

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。 

「まん延防止等重点措置」や周辺状況のため、２月20日（日）までは休止にしますが、連 

絡があるまでは再開できませんのでよろしくお願いします。 

 

９．つつじが丘CATV管理運営組合からのお知らせ 

     ビラを入れても連絡が取れていない家庭の、旧つつじが丘CATV管理組合のケーブルの 

    撤去を始めます、宅地内には入れないため、宅地外までの撤去になります。ご了承をお願 

いします。 

 

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 

近隣の小学校・中学校・高校で、新型コロナウイルス感染症の感染者がでて、学年閉 

鎖や学級閉鎖・休校が実施されています。このことを受けて、開放事業を「まん延防止

等重点措置」が解除されるまで休止します。ただ、再開については状況を見て連絡した

いと思います。再開された場合でも神戸市の学校開放実施に伴うガイドラインに沿って

実施していただきたいと思います。感染予防対策がしにくいクラブは引き続いて自粛して

下さい。 

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。 
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市民図書室からのお知らせ 

新型コロナウィルス感染症「オミクロン株」の感染拡大に伴い、2022年1月21日 

（金曜日）より、市民図書室は閉室とさせていただきます。また「まん延防止等重点措置」 

も出されました。今後は感染者数の状況をみながら、開室のお知らせをいたします。 

※ 貸出中の本の返却については、再開室まで延長といたしますので、再開次第ご返却くだ 

さいますようお願いいたします。 

※ 2月の新刊案内はおやすみさせていただきます。 

 

利用者の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

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出されるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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広報紙作成者：自治会長 小寺俊彦（2022年２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 ２月  ２・１６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              ３月  2日（水）   〃 

                     ５～７丁目  ２月１０・２４日（木）   〃 

                                   ３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                           

      ２月１日（火）から（火・金）             生ゴミ置き場 

                              ３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      ２月３・１７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）       ３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                  ２月 ２・９・１６・２３日（水）  荒ゴミ置き場 

                                    ３月 ２日（水）     〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日              ２月 ７・１４・２１・２８日（月）  荒ゴミ置き場 

３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） ２月１３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。 


