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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5月（No｡334） 

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

 

兵庫県の感染者はまだまだ多い状態です。 

つつじが丘でも、まだ感染者は出ています。家庭を中心に感染が続く可能性があります。 

活動は再開されても、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．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３０日（土）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。 

 必ずマスクをし、入り口では消毒をし、中では必要の無い会話は、ご遠慮ください。 

 

２．子供会からのお知らせ 

（1） .春の登校見守りと挨拶運動について ４月１２日～１８日の間“春の登校見守りと挨拶運 

   動”を多くの保護者の皆様 のご協力のおかげで無事に終えることができました。ありがと 

うございました。 今回の見守り活動にご協力いただきました保護者の方から多数ご意見を 

いただ きましたので、一部ご紹介いたします。 

 

 ＊ ６年生の子がたくさんの低学年の子たちを見守るように一緒に登校してあげ ている 

姿が良かったです。 ＊きちんと挨拶してくれる子供が多く、朝から気持ちが良かった 

です。  

＊ 信号待ちをする際、歩道の中でも車道に一番近いところで待つ子が多く、危 ないので 

 一、二歩下がるように促した。 

＊ グループになって登校している姿が微笑ましかった。 ＊コーポ前の横断歩道をななめ 

に渡る子がいたが、注意をしたら次の日からは ちゃんと横断歩道を渡ってくれるように 

なったのでよかった。 

＊ 南公園横の通学路付近で、ちょうど子供が通る高さに蜂がずっと飛んでいて危なかっ 

 た。 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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＊ 正門前の道で横断歩道のないところを渡っている子たちがいて、少し危ないと感じま 

した。 

＊ 道の横幅いっぱいに広がって歩いているグループがあったのが気になりまし た。 

 

（2） .ふれあいセンターの利用について ５月より、土曜日午後の子供たちの利用が一部可能と 

なります。利用できるの は、トイレの使用と短時間の休憩（水筒のお茶を飲む程度）利用 

のみ です。ゲームを持ち込んだり、遊んだりといった長時間の滞在はまだできませんので 

ご注意ください。これから暑くなっていきますので、熱中症を防ぐため に上手にふれあい 

センターを利用しましょう。 

 

（3） 子供会からのお願い ＊外出時や人と話すときは、マスクを着用しましょう。 

＊ 公園に出て遊ぶ際は、集団にならないよう間隔をとりながら遊ぶようにしましょう｡ 

＊  お子さんの公園遊びの際に出たゴミは各自持ち帰りをお願いします。 

＊  暑くなってきて、公園などで蜂をよく見かけるようになりました。 

もし蜂を見つけたら、慌てず、騒がず、遠くへ飛び去って行くのを待つか、静かに離れ 

るようにしましょう。蜂の巣を発見したら、近づかないようにし、決して刺激を与えな 

いようにしましょう。 

（4） ラジオ体操の日程 

毎年夏休みに入りますと、各丁目の公園でラジオ体操を予定しております。 

日 程  7月22日（金） ～ 28日（木）の土日を除く平日5日間 

ご近所の皆様、朝早くからラジオ体操の音楽が流れると思いますが子どもたちの 

成長の為ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。 

※ コロナウイルスの感染拡大状況により中止になる場合もあります。 

 

３．福祉部からのお知らせ 

給食サービスについて 

     感染防止対策を徹底して行いますが、もうしばらくは配食での実施に 

なります。 

     ※ 5月は27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 

 

４．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 

    感染防止対策ができているところから、活動は再開されています。 

しかし、つつじが丘でも感染者が出ている状態です。活動をする場合でも万全の防止対策 

を行って実施してください。 

 令和4年度つつじが丘ふれあいのまちづくり協議会の総会を感染防止対策をした上で実 

施します。 
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総会について 

 日 時 令和4年5月28日（土）10：00～ 

 場 所 1丁目自治会集会所 

 参加者 役員・推進委員・民生委員・各サークル代表・特別委員 

 

5月に実施予定のふれまち事業 

にこ☆きら   （５月１１日）（水） ９：３０～１２：００ 

手話に親しもう （５月１２日）（木）１０：００～１１：００ 

笑顔の広場    （５月２５日）（水）１０：００～１時間程度 

すくすく広場  （５月２０日）（金）１０：３０～神戸マツダイベント会場 

   ふれあい喫茶  （５月２７日）（金）１０：００～１２：００ 

      和風喫茶は休止 

 ※ 感染防止のため人数制限等をする場合がありますので、よろしくお願いします。 

 

利用届に感染予防対策も記入して提出をお願いします。 

    他のサークルなどは、ふれまちだよりを参考にして下さい。 

     垂水区からふれまち事業の活動について毎月１５日に報告月と次の月の報告を提出する 

ことになっています。２ヶ月の計画を提出してください。 

 

     4月末から始まるゴールデンウイーク（4月29日（金）～5月8日（日））は 

センターを閉めたいと思います。当番の方にも連休中は休んでいただきたいと思います。 

  しかし、必要な会議（シニアクラブ総会やふれまち役員会）などは開催をしていきたい 

 と思います 

 

5．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5月25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。 
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6．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

当シニアクラブは4月1日現在会員数１９７名でスタートしました。 

    活動を自治会ニュースに掲載していただけることで、会員外の人たちからの問い合わせや 

本の寄贈が多数あります。関心、興味を持ってもらえてありがたいです。 

 

調べたところ会員全体では５２％が旅行やサークル参加の利用者です。サークル1つに 

参加から始まり、多いと７つに参加と個人によりばらつきはありますが、活発な利用をさ 

れています。しかし、残りの４８％の人は、どのサークルにも所属されていません。そう 

いう会員の人のご意見やご希望もこれからは伺っていかなければと、毎月の役員会では話 

が出ています。 

ふれあいセンターで毎週火曜日の午前（女性役員）午後（男性役員）の当番をしていま 

す。ご遠慮なくお越しください。 

 

サークル 

１、健康体操  ２、輪投げ  ３、グラウンドゴルフ  ４、囲碁ボール  ５、写経 

６、絵手紙  ７、音読（やまびこ）  ８、喫茶ほっこり  ９、ソロバンの会 

１０、男の料理（グランパの城）  １１、ラジオ体操  １２、健康ダーツ 

１３、健康吹き矢（コロナのため休止中）  １４、ボランティア（まだまだひよっこ） 

１５、カレーの店（なんじゃもんじゃ）  他 

 

どのサークルも見学・体験が可能です。ご利用ください。見学体験の時点でシニアクラブ 

の会員である必要はありません。中途加入は常時オッケーで、年会費は1000円です。 

 

☆ 本の寄贈 

・乙女オバサさん  南 果歩 

  ・阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし 阿佐ヶ谷姉妹 

・捨てない生き方  五木寛之 

  ・もう一度歩き出すために 伊集院静 

・文藝春秋3月号  （芥川賞発表） 他 

 

                      新谷寛子 
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７．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 

つつじが丘小学校施設開放運営委員会に参加しているスポーツクラブは次の通りですが、 

   2年間ほど新規の募集をしていませんでしたが、今年は5月からつつじが丘住民に限り新規 

募集をします。入部を希望する方は、各部の代表の方にご相談ください。 

 ただし、新型コロナ感染症感染防止のため、人数が多くなるとお断りする場合があります 

ので、ご承知ください。 

つつじが丘スポーツクラブ名 代表者 

バトミントン 田中幸三 

ゴムバレーボール 寺田依史 

卓球 相良久美子 

テニス 佐桑秀樹 

グランウンドゴルフ 笠谷好和 

ジュニアバスケットボール 前田明代 

サッカー 三木明美 

 

市民図書室からのお知らせ 

市民図書室では、感染症対策に留意しながら本の貸し出しを行っております。 

みなさんの身近にある小学校の市民図書室で、ステキな本と出会ってください。 

5月の新刊予定 

一般書 

      ✦死刑にいたる病／櫛木理宇著～映画化原作本 

 ✦旅屋おかえり／原田マハ著～ドラマ化原作本 

      ✦水を縫う／寺地はるな著～清々しい家族小説 

 ✦同士少女よ、敵を撃て／逢坂冬馬著～本屋大賞受賞作品 

児童書 

 ✦アブナイこうえん／山本孝著 

      ✦鬼滅の刃ノベライズ～無限城突入！しのぶの想い編～／吾峠呼世晴著 

      ✦ふしぎ駄菓子屋 銭天堂５／廣嶋玲子著 

 

   わくわくタイム 

      ・ わくわくタイムの再開が難しくなりました。 

2年間ほど新型コロナウイルス感染症の影響で休止をしていました。 

本来なら5月は説明会を開く時期ですが、多くの事情から再開が難しくなりま 

した。 

必要な家庭もあるでしょうが、ご理解ください。神戸市の子ども家庭局は休 

止として欲しいとのことですが、再開の可能性はほとんどありませんのでご了 

承をお願いします。 
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８．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）ごみの分別とカラスの被害に気をつけましょう 

     ① 燃えるごみのステーションでカラスの被害が多くなっています。特に２丁目や 

４丁目のシートではなく、網をかぶせているステーションはできるだけカラスの届 

きにくい奥にいれ、入り口はブロックやペットボトルに水を入れたものでカラスの 

侵入を防ぎましょう。 

 

     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。 

 

（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。 

 

 

 （5）ベルマーク等の回収の終了について 

      長い間ベルマーク・インクカートリッジ等の回収にご協力いただいてありがとう 

ございました。 

このたび収集整理のボランティア等の減少等から回収を終了することになりまし 

た。 

 また協力いただけるようになりましたら、ご連絡いたしますのでご了承ください。 

 本当にご協力ありがとうございました。 
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９．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５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 ５月  ４・１８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       ６月・・・６月 １日（水）   〃 

                     ５～７丁目  ５月１２・２６日（木）   〃 

                           ６月・・・ ６月 ９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  

      ５月２日（火）から（火・金）             生ゴミ置き場 

                          ６月・・・６月 ３日（金） 

☆ 燃えないごみ（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      ５月５・１９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） 

 ６月・・・６月 ２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                  ５月 ４・１１・１８・２５日（水）  荒ゴミ置き場 

                             ６月・・・６月 １日（水）     〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日             ５月 ２・９・１６・２３・３０日（月） 荒ゴミ置き場 

６月・・・６月 ６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）                      ５月 ８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。 


