
 

- 1 - 

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8月（No｡337） 

                        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、兵庫県で10,000人を超えています。 

また、つつじが丘では、感染が拡大し、つつじが丘小学校や桃山台中学校だけでなく、各家

庭にも感染が拡がっています。 

近隣の医院では、発熱外来がいっぱいで、予約しても次の日になる場合も出ています。 

このような状態を受け、つつじが丘ですべての活動（自治会集会所・ふれあいセンター・ 

学校開放）を7月25日（月）～8月21日（日）の期間を自粛します。 

 ご協力をお願いします。集会所は利用者の方には、ご迷惑をおかけします。 

また、ふれあいセンターはこの期間は休館とします。 

7月の役員会で、感染力が非常に強いため、家庭内での感染が拡がってるため、自治会では神

戸市からの援助がしてもらえない家庭や神戸市からの物資が届かない家庭については、各支部 

の支部長・班長・本部役員から連絡があれば、備蓄している水や保存食を援助することにしま 

した。親戚などの援助所や市の援助が期待できない方は連絡下さい。 

各家庭においても、今以上の換気・消毒をお願いします。 

買い物などの屋内ではマスクを着用するようお願いします。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。 

 4回目も始まっています。可能な方は是非接種して下さい。 

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．各行事について 

（1）夏まつりについて 

      中止を決定しました。 

      

（２）敬老のつどいについて 

      中止を決定しました。 

 

 （３）認知症サポーター養成講座と認知症高齢者声かけ訓練について 

     １０月頃に人数制限などの工夫をして実施する予定です。 

 

（４）文化祭について 

 １１月１３日（日）に実施する予定で、準備していきます。 

 

 （５）餅つき大会について 

      特に密になるのは、丸め手の所と子ども達の食べ放題の所です。工夫し実施する 

方向で検討していきます。 

 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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 （６）とんどまつり・防災訓練について 

      とんどまつり・防災訓練は、２０２３年１月８日（日）に実施する予定です。 

 

 （７）ＡＥＤ講習会について 

      ２０２３年２月に実施の予定です。 

 

２．生活文化部からのお知らせ 

     ７月の活動内容 

       ７月 ９日（土）８：００～ 

         つつじが丘公園清掃 

 

３．子ども会からのお知らせ 

＊子供会だより８月号はお休みです。 

新型コロナウィルス感染急拡大の中の夏休みになります。 

感染対策に十分に気をつけて、元気に楽しい夏休みを過ごせる事を願っております。 

 

（1）公園掃除 

      ７月１０日（日）参加者 大人６人 子供５人 

      暑い中、ご協力ありがとうございました。 

 

※ 予定しておりました８月２１日（日）の子供会役員全員での公園掃除は 

新型コロナウィルス感染急拡大により中止となりました。 

（2）すくすく広場 と 親子でピンポン 

      ８月はお休みです。 

（3）ラジオ体操について 

      新型コロナウィルス感染急拡大により中止といたしました。 

お当番のご都合などつけていただいていたかと思います 

     直前の判断となり申し訳ございませんでした。 

 （4）子ども会からのお願い 

       ＜ふれあいセンターの利用について＞ 

        ふれあいセンター休館のため、7月25日（月）～8月21日（日）までは子供達 

の利用はできません。 

   ＜各公園のゴミについて＞ 

          最近よくゴミが落ちているのを見かけます、公園を利用した際 

は必ずゴミを持ち帰えりましょう。 

      ＜南公園の利用について＞ 

        南公園の柵の中に入ったり、木に登ったりして遊ぶのはとても 

危険です！！ 

        夏休みに入り公園の利用も増えるかと思います、子供達の安全 

の為ご家庭で危険個所など今一度お話をお願いいたします。 
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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。 

     ※ ８月はお休みです。 

※ ９月３０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 

    つつじが丘の新型コロナウイルス感染症の拡大がすごいことになっています。 

熱が出ても医者にすぐに見ていただけない場合も出ています。 

現在は子ども達から家族に感染しているようですが、3回目の接種が終わった方でも 

感染し、高熱が出た方が出ています。このような状態からふれあいのまちづくり協議会の 

すべての活動を自粛し休館にしたいと思います。 

  自粛し休館する期間 

７月２５日（月）～８月２１日（日） 

 再開については、兵庫県の状態やつつじが丘の状態を見ながら連絡したいと思います。 

    ご協力をお願いします。 

     当番については、ふれあいのまちづくり協議会の関係者から感染者が複数出ており、 

継続が難しいと判断し、８月２１日（日）まではおきません。 

 どうしても必要な会議などは、ご連絡下さい。 

 

８月ふれまち事業（実施の予定でも感染状況によっては、中止される場合があります） 

認知症予防教室  ８月はお休みします。 

                

手話に親しもう  ８月はお休みします 

笑顔の広場  （８月24日）（水）１０：００～１時間程度 

       場所 ： センター１階 

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  ８月はお休みします。 

   ふれあい喫茶  （８月26日）（金）１０：００～１２：００ 

          場所 ： センター１階 

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。 

リズム体操 ８月２７日 ９：３０～１１：００ 

 場所 ： センター１階 

ラジオ体操 ７月２５日（月）～８月２１日（日）は中止 

８月２２日（月）から再開の予定 

毎日（雨天除く） ６：３０～６：４０ 

 場所 ： 上穂公園（つつじが丘郵便局横） 
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太極拳  ７月２５日（月）～８月２１日（日）は中止 

８月２２日（月）から再開の予定 

毎日（雨天除く） ８：００～８：２５ 

                 場所 ： 上穂公園（つつじが丘郵便局横） 

      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＆センター掲示板・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 

のが、9月分の計画は開館してから提出してください。 

 

６．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8月24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。 

 

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 

兵庫県での新型コロナ感染症の感染者の拡大、特につつじが丘で子どもや家庭内での 

感染者が増大しています、高熱が出ても医者の診てもらえない場合も出ています。 

このことから、７月２５日（月）～８月２１日（日）の期間を活動自粛にしたいと思 

います。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の感染拡大に伴い、2022年７月２５日（月曜日）より、 

8月21日（日曜日）まで市民図書室は閉室とさせていただきます。 

※ 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。 

※ ８月の新刊案内はおやすみさせていただきます。 

 

8．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

（１）同世代の助け合い「ささゆり」 

規定に添い、サークル「ささゆり」の4月から6月の活動報告書を区に提出しまし 

た。ごみ出し、話し相手、草取り、安否確認で計23件。（但し、4月は０です。） 

屋外のダーツ・カフェの人数は入れていません。主に一人暮らしの方を対象としてい 

ます。気軽にお問い合わせください。    （コーディネーター新谷、鷲尾） 

（２）「まだまだひよっこ」 

7月９日（土）つつじが丘公園の清掃、花壇の草取り、剪定をしました。 

8月１３日（土）の活動は休止にします。 

（３）カレーの店（なんじゃもんじゃ） 

      ７月７日（木）シーフードカレー50食完売でした。ありがとうございました。 

     8月は暑いので休みます。 

次回は9月1日（木）自治会集会所１１：３０から。 

（４）垂水区老人会研修旅行 

7月20日（水）役員3名が姫路の研修会に参加しました。講師は区の福祉協議会 

事務局長福井氏、テーマは「広げよう、健康寿命を延ばすコツ」でしたが、 

「つながり」をつくる地域活動の重要性、認知症予防、高齢者の集いの場づくり、子ど 

もの居場所づくりと多岐にわたる研修内容でした。 

（５）垂水区前期輪投げ大会 

7月21日（木）垂水水産会館で輪投げ大会がありました。 

8月は暑いのでお休みです。輪投げに興味のある方は9月から見学に来てください。 

上穂公園で毎週木曜日、朝8時半から9時半です。 

（６）垂水区老人会、史跡めぐりウォーク 

9月22日（木）源氏物語史跡めぐりウォーク（須磨方面）があります。 

詳細は後日「つながる」と一緒に配布します。参加募集１８０名です。 

（７）垂水区老人会、楽しいつどい 

10月中旬に楽しいつどいを予定しています。（会場、通年は舞子ビラです。）3年ぶり 

の開催になります。現時点で日時会場は未定です。出演希望者は下記新谷まで連絡く 

ださい。演目が重複する場合はお断りすることもあります。 

（８）グラウンドゴルフ 

8月はお休みです。９月には「全国一斉社会奉仕の日」の活動があります。 

シニアクラブ役員の他、会員も参加しますのでよろしくお願いします。 

 

（毎週火曜日にふれあいセンター当番にシニアクラブ役員が基本入っています。 

問合せ、申し込みなど、ご遠慮なくどうぞ。）  新谷寛子 
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９．お知らせ 

（１）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 

      ごみステーションのシートが設置されました。 

     少し重いですが、カラス対策には必要ですのでご協力下さい。 

      ごみの収集が終わったら、シートは2本の棒を中にして巻き付けひもで結んで下さ 

い。それでもカラスは賢いですから、ごみ袋は、奥の方から入れるようにお願いしま 

す。 

 

（２）親睦ゴルフ会からのお知らせ 

      つつじが丘には、ゴルフ好きが集い年３回ゴルフコンペを行う、親睦ゴルフ会があり 

ます。 

      会員は、小寺自治会長をゴルフ会会長とし、約６０名在籍しています。 

      ゴルフを趣味にされ、まだ親睦ゴルフ会に入っておられない方も、ゴルフを通して地 

域親睦を深めて頂ければ大変うれしく思います。 

      親睦ゴルフ会では自治会長からの要請を受けて行事に協力しています。 

      親睦ゴルフ会に関する、お問い合わせは、下記へメールまたは電話でお願いします。 

            吉原 秀樹 

 

 

 （３）つつじが丘雨水の配水管の調査・修理について 

      つつじが丘は４０年を超え雨水の配水管が傷んでいる可能性があります。 

     神戸市は点検をし、悪いところは換えるための工事が８月の中頃から始まります。 

     工事をする１週間前頃にはビラが入ると思いますので気をつけて下さい。 

 

 （４）７丁目東側の小川流域で、里山としての工事が始まります。 

      小川流域を里山として整備するための工事が８月中頃から始まります。 

つつじが丘側に工事のための駐車場を作るそうです。会社関係や大学生のボランティ 

アが入るそうです。１週間前には７丁目東の工事関係車両が通るとこにはビラが配ら 

れます。 

 本格的な整備がされる時は、マルハチの東側に道路を延長し駐車場は作るようで 

す。 

 

10．犬などの散歩のマナーを守りましょう 

      近頃犬の散歩などでのマナーが悪くなっているとの苦情が寄せられています。 

犬が悪いわけではなく、飼い主のマナーの欠如が原因だと思われます。お互い気持ち 

よく生活するためにマナーを守りましょう。 

・散歩する前に排便や排尿をさせましょう 

・もし散歩中に排便をした場合は必ず持って帰りましょう 

・排尿した場合は、ペットボトルに木酢液を薄めた物か水を持っていきしたところに 

かけておきましょう 

・犬の毛繕いは必ず自宅でして下さい。 
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11．注意しましょう 

 （1）特殊詐欺に注意しましょう 

       実在する近所に方の名前をかたって電話があり、子どもさんの名前も知っている 

ようでした。これは、地図帳や昔の小学校などの名簿が流れている可能性がありま 

す。気をつけて下さい。 

     ・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）各家庭の庭木の剪定や庭の草取りは、こまめにしよう 

 庭木や庭の草は大きく成長しています。伸びすぎてお隣さんや道路を歩く人たちに 

迷惑をかけています。また、草は実が飛んで近所に迷惑をかけています。剪定をした 

り草取りをしてきれいにしましょう。 

 

 （３）動物の出現に気をつけよう 

      つつじが丘は自然があり、サル・キツネ・タヌキ・ヘビ・アライグマなどたくさん 

の動物たちが目撃されています。餌になる物があれば、人家にも近づいてきますので 

気をつけて下さい。 

 ① ヘビの目撃情報が数件出ています。毒をもっているマムシもいますので気をつけまし 

ょう。ほうきの柄等を使って逃がしましょう。 

   ② アライグマが出ているとの情報が複数あります。複数で動いているようです。果実な 

どを狙っているようですから、網を張ったり、神戸市から捕獲器（在庫があれば貸して 

くれます）を借りて防御して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

。 
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広報紙作成者：自治会長 小寺俊彦（2022年８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 ８月 ３・１７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        ９月・・・９月 ７日（水）    〃 

                    ５～７丁目 ８月１１・２５日（木）     〃 

                         ９月・・・ ９月 ８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  

           8月2日（火）から（火・金）             生ゴミ置き場 

                       9月・・・9月 ２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      8月 ４・１８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） 

９月・・・９月 １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              ８月 ３・１０・１７・２４・３１日（水）  荒ゴミ置き場 

                         ９月・・・９月 ７日（水）     〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日           ８月 １・８・１５・２２・２９日（月） 荒ゴミ置き場 

９月・・・９月 ５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） 

コロナの拡大と熱中症予防の為、各支部で実施するかどうかを判断して下さい。   

                             ８月１４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。 


