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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4月（No｡333） 

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

 

兵庫県の「まん延防止等重点措置」が解除されました。しかし、感染者はまだまだ多い状態で 

す。つつじが丘でいえば近隣の小学校・中学校で、感染者が出ています。家庭を中心に感染が続 

く可能性があります。 

それぞれの活動の再開は近隣小学校・中学校・高校の状況を見て連絡していく予定です。 

つつじが丘では感染が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。 

  3回のワクチン接種で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。 

 

１．2022年度役員改選のお知らせ 

    ２０２２年度の本部役員・支部長・生活文化部役員・子供会役員は決まりました。 

支部長・本部役員は５月１5日（日）の総会で承認されます。 

 

2．自治会総会について 

    今年度の自治会総会を5月15日（日）10：00から行います。 

   総会資料は4月29日（金）以降にお配りしますのでご参加をお願いします。 

    日  時  5月15日（日）10：00～ 

    場  所  つつじが丘小学校体育館 

    参加・不参加と委任状は、班長さんから支部長さんへ5月10日（火）まで、 

支部長さんは総務部長さんへ5月12日（木）までに報告をお願いします。 

    支部長さんは、集約した用紙を5月15日（日）9：30までに会場まで持参してくだ 

さい。 

 

３．高齢者向けのＳＮＳ研修会について（報告） 

    3月29日（火）10：00から2時間にわたって、ＳＮＳでおきている詐欺の方法につ 

いて、きめ細かく説明がありました。知らないことがたくさんありみなさんの参考になった 

と思います。いろいろな方法で詐欺をして来るので、これからも続けていこうと思いました。 

 

 

 

 

 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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４．つつじが丘公園の開放について 

    今年度も新型コロナ感染症の感染防止が必要です。 

    しかし、少しでも桜を楽しんでいただくことと、外で散歩をしていただくことを考えて、 

プロムナードを４月の１週間ほどを開放したいと思います。 

 ただ、次のことを守って下さい 

  ① それぞれの人の間隔を開けて密にならないようにする。（約２ｍ） 

  ② 座って食事やおやつは食べない 

  ③ 人が多いときは、長い時間立ち止まらない 

  ④ カギの開いているときだけ、入場が可能です。塀を乗り越えないで下さい 

 

5．子供会からのお知らせ 

地域の皆様にはいつも子供会活動にご理解とご協力を頂き有難うございます。  

令和４年度もコロナウィルス予防と共に子供達の安全を守りながら、 運営していきたい 

と考えています。 子供たちの笑顔と成長のために、子供会役員一同頑張っていきたいと思 

っております。 今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 1.  新旧役員合同つつじが丘公園掃除 ３月１３日（日）大人31名、子供１２名の参加があり 

ました。 ご協力ありがとうございました。 

次回のつつじが丘公園掃除は４月１０日（日）午前9時30分～（雨天中止） 

 

 2.  登校時見守りと挨拶運動について ４月1２日（火）～１８日（月）まで、登校時見守りと 

挨拶運動をいたします。 

 ★登校時 ７時４０分～８時15分頃 通学路に黄色い腕章をした保護者の方々が、横断歩 

道付近で立って下さいます。 子供たちが安心して登校できるように、地域全体で見守って 

いきましょう。 

 3. 「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」 

    兵庫県警サイバー犯罪課のお話を聞きました。子ども達に質問したり、具体的な悩み相 

談などを具体的に話をされましたので、子ども達も真剣に聞いていたようです。 

 

 

 ４.  ６年生を送る会 ３月２７日（日）午前１０時００分より1丁目自治会集会所にて  

「インタ－ネットの正しい利用方法～犯罪防犯講習会」を開催し その後に「６年生を送 

る会」を行いました。 

例年の６年生を送る会では、親子で集まりゲ－ムをしたりスライドショ－を見たりと  

楽しい時間を過ごすのですが、今年度も長時間密に集まることが難しくなっています。 

そこで６年生のみんなでレクレ－ションなど短い時間でしたが楽しいひと時を過ごしまし 

た。 とても素直で明るく、下級生のお世話もいっぱいしてくれた６年生の子供達。 

ご卒業おめでとうございます！そして中学校ご入学めでとうございます！！ 

 

 5.  みんなで作って食べよう ３月２６日（土）ふれあいセンタ－にて開催予定でしたがコロ 

ナウィルスの影響により 残念ながら中止となりました。 
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 6.  今後の行事のお知らせ 例年５月に行っている「つつじっ子まつり」はコロナウィルスの 

影響により 残念ながら今年度も中止する事となりました。 

 

 7. 囲碁・将棋教室 今年度もコロナウィルスの影響により活動は休止中です。 

 

 8 .親子でピンポン 今年度もコロナウィルスの影響により活動は休止中です。 

 

 9.  すくすく広場  

★ 日時：４月15日(金) 午前１０時３０分より 

★ 場所：神戸マツダイベント会場（雨天決行） 

 

 １０.  子供会からのお願い  

 つつじが丘公園東側花壇の球根を植えている部分が踏み荒らされていました。 

      植え込み部分に立ち入られている方がおられましたら注意をお願いします。 

      地域美観の為、ご協力お願い致します。 

 

６．福祉部からのお知らせ 

給食サービスについて 

     「まん延防止等重点措置」は解除されましたが、地域では感染が治ま 

っていません。そのため、３月も配食で実施しました。４月も配食で 

実施します。 

     ※ ４月は２２日（金）の予定です。２００円を徴収します。 

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 

 

７．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 

    兵庫県の「まん延防止等重点措置」が2月２１日（月）で解除になりました。 

まだ、近隣の小学校・中学校・高校にも、感染者が出ています。 

 再開については、４月２日（土）役員会で、近隣の状況を見て判断し、センターのボード 

に掲示します。ただ、感染予防対策が不十分なサークルについては認めない場合があります。 

 再開したときのために、利用届に感染予防対策も記入して提出をお願いします。 

    詳細は、ふれまちだよりを参考にして下さい。 

 

８．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

シニアクラブの総会は５月６日（金）1丁目自治会集会所１０：３０からの予定です。 

会則に沿い新旧役員、サークル代表者には後日改めて出席ご依頼の案内を差し上げますの 

で万障繰り合わせの上よろしくお願いいたします。 

 

（１）４月４日（月）  喫茶「ほっこり」  ふれあいセンター１０：００  飲食は無し 

                      晴れておれば  つつじが丘公園 
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（２）４月４日（月）  囲碁ボール     ふれあいセンター１３：００ 

            同じく１１日、１８日の（月）も 

 

（３）４月５日（火）  健康体操      ふれあいセンター９：３０ 

            同じく１２日１９日の（火）も 

 

（４）４月５日（火）  写経        ふれあいセンター １０：１５ 

 

（５）４月７日（木）  カレーの店（なんじゃもんじゃ） 

 集会所１１：30 テイクアウトのみ 

 

（６）４月８日（金）  ダーツ       ふれあいセンター ９：３０ 

 

（７）４月１２日（火） そろばん      ふれあいセンター１０：１５ 

 

（８）４月１９日（火） 絵手紙       ふれあいセンター １０：１５ 

 

（９）４月２６日（火） 音読        集会所（人数が多いため） １０：１５ 

 

（10）グラウンドゴルフ  毎週土曜日   つつじが丘公園 8：30 （原則） 

 

（11）輪投げ  毎週木曜日        上穂公園 ８：３０ 

 

（12）ラジオ体操  毎日         上穂公園 ６：３０ 

 

（13）男の料理「グランパの城」 4月21日（木） 1丁目自治会集会所 10：00 

シニアクラブ会員外も場合により参加可能です。 

                 詳細は代表者に直接お問い合わせ下さい。 

                 但し、コロナの影響で講義のみのことも有り。 

 

（14）ボランティア「まだまだひよっこ」 

   ４月９日（土）つつじが丘公園 ８：００この日は生活文化部と合同作業です。 

それ以外の活動やトーホー前花壇の手入れについては別途連絡します。 

ボランティア募集中です、シニアクラブ会員外も考慮。 

 

（15）本の貸し出し  ふれあいセンター 

   毎週火曜日に当番でシニアクラブ役員が居ます。一人３冊まで。 

 

※ 以上のサークル活動はコロナの影響で急遽の変更も考えられますが、 

特に室内サークルの再開は、4月2日（土）の役員会の審議の結果で決定します。 

お礼  

本、DVDなど多くの寄贈に感謝申し上げます。 

池波正太郎「鬼平犯科帳」24巻ほか、海堂尊、真保裕一、高樹のぶ子、下重暁子 

斎藤孝などが入りました。 
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９．民生委員児童委員からのお知らせ 

「笑顔の広場」 

・日 時：令和4年４月２7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 

 

コロナ感染拡大の状況により変更になる場合があります。 

 

あんしんすこやかセンターより地域支えあ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。 

※ 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。 

 

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 

近隣の小学校等で、新型コロナウイルス感染症の感染者がでていますが、感染防止対 

策を徹底して再開します。ただ、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。感染予防対策が難しいクラブは引き 

続いて自粛して下さい。 

今年度の新規の募集は、5月からつつじが丘の方に限定したものになりますので、少し 

お待ち下さい。ご協力をお願いします。 

 

市民図書室からのお知らせ 

新型コロナウィルス感染症まん延防止措置が解除されましたが、感染を拡大させないた 

め引き続き十分な警戒が欠かせませんが、市民図書室は4月5日（火）から再開します。 

利用者の皆さまには、感染防止対策のため、マスク着用・消毒。3名以内の入室等ご不 

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。 
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4月の新刊予定 

一般書 

✦真夜中のマリオネット/知念実希人著 

✦ははのれんあい/窪美澄著 

✦月まで三キロ/伊予原新/著 

児童書 

✦かいけつゾロリきょうふのダンジョン/原ゆたか著 

✦山火事のサバイバル２/ポドアルチング文 

✦生きる/谷川俊太郎著 

 

11．つつじが丘CATV管理運営組合のケーブル撤去について 

     ４月から空き家などの旧ＣＡＴＶのケーブルの撤去が必要な場合は、自治会まで連絡し 

て下さい。 

 

１2．お知らせ 

 （1）マイナンバーカードの申請手続きについて 

     神戸市の方からマイナンバーカードの申請手続きのための協力を要請されました。 

    協議の結果次のように決まりました。 

     日 時  5月17日・18日 10：00～15：00 

     場 所  つつじが丘福祉センター（ふれあいセンター）つつじが丘郵便局の北側 

 

（2）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すようお願いします。 

 

 （3）ごみの分別に気をつけましょう 

     ① 今月２丁目の燃えないごみのステーションに、燃えるごみの袋に白いビニール袋 

いっぱいの液体の入った袋が３袋プラスチックの収集日に出されていました。 

回収されなかったので、環境局に連絡を取り確認をしていただいた結果、し尿では 

ないかということでした。病気の方などがおられるとは思いますが、適切な処理を 

お願いします。 

 

     ② 近頃ごみの分別ができていない事が多くなり、残されることが多くなりました。 

      特に容器プラスチックの区別ができていないようです。食べ物や飲み物が残ってい 

る場合は、カラスの攻撃に遭っています。さらっと洗って出してください。 

 



 

- 7 - 

（4）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月の終わりまでに改修をする予定でしたが、資材等の不足で２０２２年度になる 

予定です。ご理解下さい。 

 

13．注意しましょう 

 （1）特殊詐欺に注意しましょう 

       近頃、垂水区で市の職員や警察を名乗る電話で、詐欺を働く者が増加しています。 

      つつじが丘でも、連続した１戸建てに電話がありました。 

       ・名前・銀行の口座番号などを聞いてきた場合は詐欺ですので、必ず他の人に相 

談しましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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４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 ４月  ６・２０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              ５月 ４日（水）   〃 

                     ５～７丁目  ４月１４・２８日（木）   〃 

                                   ５月１２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                           

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

                              ５月 ３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      ４月７・２１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）       ５月 ５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                  ４月 ６・１３・２０・２７日（水）  荒ゴミ置き場 

                                    ５月 ４日（水）     〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日               ４月 ４・１１・１８・２５日（月） 荒ゴミ置き場 

５月 ２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）                       ４月１０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。 


