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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6月（No｡335） 

                        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。 

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・消毒をお願いします。 

屋内での活動についてはマスク着用でお願いします。屋外では必要なときに着用 

できるようマスクは持っておいて下さい。 

 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．定期総会の報告 

予定通り５月１５日（日）につつじが丘小学校体育館で行われました。 

日 時    ２０２２年５月１５日（日） １０：００～１１：２０ 

場 所    つつじが丘小学校 体育館 

会員数     1,595名    出席者   72名 

委任状     1,139名    有効数  1,211名 

有効率     75.9％  

 

            第1号議案・第2号議案・第3号議案・第4号議案・第5号議案すべて承認が得られま 

した。 

 2丁目のごみステーションの修繕は今年度中に実施予定です。 

 各行事は新型コロナ感染症の状況を見て、実施するかどうか判断していきます。 

 

2．子ども会からのお知らせ 

梅雨に入り気候や気温の変化が出てきます。子どもさん達の体調管理に気を付けながら 

お過ごしください。 

 

（1） 公園掃除 5 月 8 日（日） 参加者 大人 7 人 子供 5 人 

 お忙しい中、ご協力ありがとうございました。 

次回は 6 月 12 日（日）9：30 からです。ご参加お待ちしております♪  

★引続きのお願いです★ マスクを必ず付けましょう。 

短時間できれいに。隣の方と間隔を取りましょう。 
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（2） ラジオ体操の日程について 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）～７月２８日（木） の土日を除く平日５日間 

 御近隣の皆様、朝早くからラジオ体操の音楽が流れることと思いますが、 

子供達の 成長の為ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。 

 ※ コロナウィルスの感染拡大状況により中止になる事もあります。 

（3） 子供会からのお願い ☆三密は避けましょう。 

 ☆外出時や人と話すときは、マスク着用しましょう。 

 ☆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お願い します。 

 ☆お子さんが公園に遊びに出た時のゴミは各自持ち帰りをお願い致します 

 

３．生活文化部からのお知らせ 

     ５月の活動内容 

       ５月１２日（木）８：００～ 

         つつじが丘公園花壇の準備 

       ５月１９日（木） 

         つつじが丘公園花壇の苗植え 

 

4．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。 

     ※ 6月は24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 

 

５，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が実施されました。 

1号議案から5号議案まで記入漏れなどの指摘がありましたが、原案通り承認されまし 

た。 

 つつじが丘ふれあいのまちづくり協議会委員の紹介（36名） 

   ・委員長 小寺俊彦      ・副委員長 小林兼一郎 新谷寬子（防火責任者）松尾 貞子 

   ・利用責任者 堀田耕三 ・備品管理責任者 高田進    ・会計・書記 島田宏   

    ・庶務 平山智子    ・監査 岡部京子 内野美知子  ・利用事務担当 田中正恵 

・推進委員  音成正裕・山中規公子・山田良江・栗林華子・吉原安紀・常本久里子 

米谷三代子・寺田雅美・岡村知子・霜嵜恵美子・長谷川和子 

       ・委員  各サークルの代表者・民生委員など 
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６月に実施予定のふれまち事業 

認知症予防教室 （６月 ８日）（水） ９：３０～１２：００ 

         「教育と教養」井村さんを中心に講座参加の報告を兼ねて 

貴方は今日行くところがありますか？今日、何か用事がありますか？ 

コロナ禍で、外出もままならず社会参加が減少しています。 

健康 → フレイル → 介護 にならないよう、学習・運動・栄養 

を一緒に学びませんか？ 

手話に親しもう （６月 ９日）（木）１０：００～１１：００ 

   手話を使いながら、いろいろな知識を考えていこう 

   忘れたら、また覚えるの繰り返しもいいのではないでしょうか。 

笑顔の広場  （６月２２日）（水）１０：００～１時間程度 

   桃山台あんしんすこやかセンターからも来ていただきます。 

すくすく広場  （６月１７日）（金）１０：３０～神戸マツダイベント会場 

   神戸マツダの厚意で使わせていただいています。 

   ふれあい喫茶  （６月２４日）（金）１０：００～１２：００ 

      まだ人数制限があったり、おしゃべりは自由にできませんが、 

そろりとやっています。 

      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の記入は継続サークルは必要ありません。 

  感染予防対策の記入は新規・再開サークルのみ提出となります。 

      ●  他のサークルなどは、ホームページ＆センターホワイトボード行事予定表を参考に 

して下さい｡ 

     ●垂水区からふれまち事業の活動について次の月計画を提出することになっています 

ので、毎月10日までに次の月の計画を提出してください。 

 

６．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

（1） 総会 

５月６日（金）自治会集会所で第３９期つつじが丘シニアクラブ定期総会が開催さ 

     れました。新旧役員、サークル代表者と一般傍聴者、参加３３名。総会報告書は6月 

８日以降に「つながる」と一緒に配布します。 

（２） 喫茶「ほっこり」 

喫茶「ほっこり」はコロナの影響の為去年1年間公園で実施してきましたが雨の日 

や寒い時期もあり開催が難しく、６月から廃止します。 

お世話をしていただいた皆様本当にありがとうございました。 

（３） 交流ウオーク 

5月11日（水）神戸市第8回交流ウオークで京都の嵯峨・嵐山を歩きました。 

垂水区からは２２０名の参加でした。 

（４） 神戸市春季グラウンドゴルフ大会 

5月19日（木）しあわせの村でグラウンドゴルフ大会個人戦がありました。 

つつじからは梶本、高田、岡林さん3名の参加でした。 
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（５） 垂水区春季グラウンドゴルフ大会 

５月２６日（木）垂水スポーツガーデンでグラウンドゴルフ大会団体戦がありました。 

つつじからは4チームが参加しました。 

（６） 「まだまだひよっこ」 

5月14日（土）朝6時から７名でトーホー前の市民花壇の苗を抜き、肥料を入れ 

土作りでした。２０日（金）朝6時からベゴニアとゼラニウムを植えました。 

（朝の早い活動をしていますが、お手伝いをしてくださる方を募集中です。） 

5月1４日（土）と19日（木）は生活文化部と一緒につつじが丘公園市民花壇の 

     作業をしました。お世話になりありがとうございました。 

（７） 囲碁ボール大会 

6月20日（月）自治会集会所で13時から2年ぶりの大会をします。開催場所は 

自治会集会所です。今回サークル部外者、シニアクラブ会員外の参加も可能ですが 

参加費１００円は必要です。コロナ感染予防対策の為、当日の人数制限をさせてもら 

います。ご了承ください。 

なお、練習日6月6日、１３日の月曜日は従来通り場所はふれあいセンターです。 

お間違えのないようにお願いします。 

（８） 健康ダーツ大会 

6月27日（月）ふれあいセンター10時から11時半。サークル部外者、シニアク 

ラブ会員外の参加も可能ですが、事前に申し込みください。人数制限があります。 

6月10日（金）ふれあいセンター10時から大会に向けての説明と練習をします。 

（９） 友愛活動（老人クラブ助け合い事業） 

垂水区老人会の要請で、助け合い事業のサークルを設置しました。サークルの主旨 

     ・目的は以下の通りです。 

① 同世代の助け合い  ② 集いの場づくり  ③ 生活支援  ④ 交流 

⑤ 見守り活動  ⑥ 情報共有   （コーディネーター新谷、鷲尾） 

第2回目打合せを6月24日（金）ふれあいセンター10時から予定しています。 

（この日はふれまち主催のふれあい喫茶で、初めての人もひとりの人も気軽に 

のぞきやすいかと思います。興味、関心のある方はどうぞ） 

（10） カレーの店（なんじゃもんじゃ） 

       6月2日（木）自治会集会所11時から  （しばらくはテイクアウトのみ） 

      毎月第 1 木曜日開店です。容器持参、カレールーのみもオッケーですが、50 食   

      で売り切れとなります。お早めにお越しください。 

                                      新谷寛子 

 

７．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6月22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。 
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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。 

 

８．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 

新型コロナ感染症感染防止対策ができているクラブの活動は始まっています。 

市民図書室からのお知らせ 

梅雨の季節がやってきましたが、そんな時期はお家でのんびりと本を読んでみません 

か？ 

つつじが丘小学校市民図書室では、本に親しんでいただくために読書週間を行います。 

ささやかではありますが、お楽しみもご用意しておりますので、ぜひご来室ください。 

ご来室時はマスクの着用、手指の消毒にご協力お願いします。 

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 

✦斎王の楯／今村翔吾著～直木賞受賞作品 戦国小説 

✦渚の螢火／坂上泉著～沖縄本土復帰５０周年作品 警察ミステリー 

✦姑の遺品整理は、迷惑です／垣谷美雨著 

～誰もが避けて通れない「遺品整理」問題を描いた作品 

児童書 

✦オズの魔法使い／ライマン・フランク・ボーム著 

～10歳までに読みたい名作シリーズ 

✦地下鉄のサバイバル１／ゴムドリco著～シリーズ最新 

✦せかいでいちばんつよい国／デビッド・マッキー作 

～とても大事なことを伝えてくれる本 

 

   

 

 

読書週間期間 6月２日（木）～6月３０日（木）まで！ 

スタンプをためて、読みガチャをまわそう 
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９．お知らせ 

 （1）マイナンバーカードの申請手続きについて 

     マイナンバーカードの申請手続きをセンターで５月１７・１８日に行いました。 

２日間で３０名を超える方が手続きをされました。 

 活動ができなかったサークルなどがありましたが、ご協力ありがとうございました。 

 

（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）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年度にずれ 

込みました。ご理解下さい。 

 

10．注意しましょう 

 （1）特殊詐欺に注意しましょう 

       近頃、垂水区で市の職員から保健課ですという電話で、詐欺を働く者が増加して 

います。市に確認したら全く関係が無いことがわかりました。気をつけてくださ 

い。 

       ・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 

 

 （２）ごみの収集に関して問題が多発しています 

        ６丁目で家の植木の剪定した葉っぱ等を燃えるごみの収集日に大量に出すとい 

う事が連続しています。 

大量に出されますと、収集車の容量を超えると、他のステーションの回収が 

不規則になったり遅れてしまいます。次のことを守ってください。 

 

庭木の剪定したごみ袋は 

  ① 家庭ごみの排出量の多い火曜日は避けて、排出量の少ない金曜日に出す 

         ② 出すときは３袋／日までとして、何日かに分けて出す 

       以上のことを守ってください。 
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（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。 

（４）不燃ゴミステーションで環境局の未回収のゴミ袋が増えています 

      各支部の不燃ゴミステーションで分別不良により環境局が回収されずに取り残され

ていることが目立ちます。 

      取り残されたごみ袋には環境局より「警告ステッカー」または「自治会よりの警告 

     書」貼られています。 

      警告書の貼られているごみ袋を出された方は、一旦引き取って分別し直してから出 

     し直してくださるようにお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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６月１日） 

     班長さんへ：自治会ﾆｭ ｽーの配布は、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 ６月  １・１５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        ７月・・・７月 ６日（水）    〃 

                    ５～７丁目  ６月 ９・２３日（木）     〃 

                         ７月・・・ ７月１４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  

            ６月３日（金）から（火・金）             生ゴミ置き場 

                       ７月・・・７月 １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      ６月２・１６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） 

７月・・・７月 ７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               ６月 １・８・１５・２２・２９日（水）  荒ゴミ置き場 

                         ７月・・・７月 ６日（水）     〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日            ６月 ６・１３・２０・２７日（月） 荒ゴミ置き場 

７月・・・７月 ４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）                 ６月１２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。 


