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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9月（No｡338） 

                        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、兵庫県で連日10,000人前後出ています。 

また、つつじが丘でも、感染が続いています。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9月4日（日）まで自粛します。 

ただし、野外での活動は１週間早めに再開します。ただし、状況によっては変わることが 

ありますのでご協力下さい。また、必要に応じてのマスク着用や２ｍ以上の間隔を開ける事は 

守って下さい。ご協力をお願いします。 

1丁目自治会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。 

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回目のワクチン接種も始まっています。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）敬老のつどいについて 

      中止し、記念品はお配りします。 

 （２）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。 

（３）文化祭について 

 １１月１３日（日）に実施する予定で、集会所の展示をどうするかを含めて、 

9月役員会で協議します。 

 文化祭に出展またはご披露して下さる方は、９月１６日（金）までに連絡下さい。 

                連絡先  羽田 

    ※ 現在コロナ禍にあるため、ご希望者全員の方の参加が難しい場合がありますが、 

ご理解のほど、よろしくお願いします。 

 （４）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。 

 （５）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。 

 （６）ＡＥＤ講習会について 

      ２０２３年２月に実施の予定です。 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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２．生活文化部からのお知らせ 

     ８月の活動内容 

       つつじが丘公園の花壇の水やりをしました。 

 

３．子ども会からのお知らせ 

新型コロナウィルス感染拡大が落ち着かないまま２学期が始まりました。 

子供への感染の広まりを心配される事かと思われます。 

基本に戻って、手洗い・うがい・マスク・アルコール消毒に心がけて、３密にならない 

様に気をつけましょう。 

 

（１）公園掃除 

     ８月２１日（日）は、新型コロナウィルス感染急拡大により中止とさせていただきま 

した。 

次回は９月１１日（日）９：３０～（雨天中止）です。 

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）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、こちらも急遽中止とさせていただきました。 

     感染状況を見て、直前の判断となり申し訳ありませんでした。 

（３）すくすく広場   

日時：９月１６日(金) １０：３０～  

      場所：ジェームス山神戸マツダイベント会場 

      内容：歌って踊って楽しもう♪ 

 （４）親子でピンポン  

           新型コロナウィルス感染急拡大により９月も休止です。 

   

（５） 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延期（８月２１日～９月４日）の為、利用はできません。 

利用の再開については、新型コロナウィルスの感染状況、センター利用条件により判断 

されます。 

 再開予定が決まりましたらご連絡いたします。 

 

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。 

     ※ 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 
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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感染者が続いて出ています。 

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。 

現在は家族を中心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 

９月４日（日）まで 

 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、３日のふれまち役員会 

で協議し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、９月４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。 

 

９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  ９月１４日（水） ９；３０～ ふれあいセンター 

「お店屋さん」 

      ・手話に親しもう  ９月 ８日（木） １０：００～  １丁目自治会集会所 

文化祭に向けての練習もあります。 

・笑顔の広場   ９月２８日（水）１０：００～１時間程度 ふれあいセンター 

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   ９月１６日（金）１０：３０～ 

 場 所：ジェームス山神戸マツダイベント会場 

                    内 容：歌って踊って楽しもう♪ 

   ・ふれあい喫茶   ９月２３日（金）はお休みです。 

・リズム体操   ９月１０日（土）・１７日（土）・２４日（土） 

９：３０～１１：００ 

   場所 ： ふれあいセンター 

・ラジオ体操   ９月から 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） 

・太極拳     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 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。 
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６．つつじが丘シニアクラブからのお知らせ 

（１）つつじが丘シニアクラブ 

   シニアクラブ会員数は9月1日現在１９９名です。(50才～９６才)ゆるく繋がっ 

て、誰かが誰かの「見守り隊」であるようにと願っています。 

「シニアクラブに入ったら役員をやらされるから入らない。」というお声もたまに聞 

きますが、シニアクラブの役員は輪番制にはなっていません。少数の精鋭たちが、 

ボランティア精神で（平均5年）継続して、精一杯活動してくれています。誰にでも 

役員が回ってくる仕組みにはなっていません。 

（２）「老人会」 

   昔と違って、老人会は全国的に会員数減少傾向にあります。そのため、昨今は「会 

員外も、状況を見て受け入れる努力を単位クラブはするように」という区からの指導 

があります。幸い、つつじが丘は減少はしていませんが、助成金だけでなく会員の皆 

さんの年会費も含めての活動をしています。利用者は出来れば加入をお願いします。 

（３）ラジオ体操（上穂公園） 

   シニアクラブは共催ですが（主催：ふれあいのまちづくり協議会）夏季水分補給と 

してアクエリアスを配布しました。 

（４）ラジオ体操（つつじが丘公園） 

   上記シニアクラブのラジオ体操はコロナの影響で 7 月２５日から長期休止と決まり、 

急遽つつじが丘公園でのラジオ体操（代表、6丁目浜平さん）にごあいさつして、数 

名が参加させていただきました。充分な距離を取り、感染防止対策の上での参加でし 

たが、快く受け入れていただきありがとうございました。 

（５）輪投げ 

輪投げに興味のある方は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。 

ＪＲ須磨駅 海岸側広場 受付９：３０  

（７）「全国一斉奉仕の日」 

   ９月１７日（土）つつじが丘公園１０：００から 

公園の清掃にご協力をお願いします。 

（８）敬老の日の祝い品 

   祝い品のお菓子を本年度も自治会からいただき、9月9日からお渡しします。 

会員外の方から「いくら待ってもうちには来てない」という苦情が毎年2～3件入り 

ますが、シニアクラブ会員のみになりますのでご了承ください。 

また、自治会行事や公園清掃などに率先して参加しているお礼の意味もありますの 

で、シニアクラブ会員は常に意識し年間を通して自治会活動に積極的に協力しましょ 

う。 

                      新谷寛子 
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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9月28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。 

 

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 

 ８月から引き続き、９月４日（日）まで活動の自粛を続けます。再開については感染 

状況を見て連絡します。 

 

市民図書室からのお知らせ 

新型コロナウィルス感染症に伴う感染者数の増加により、 

引き続き、令和4年9月4日まで市民図書室は閉室とさせていただきます。 

再開室のお知らせは自治会ホームページ、掲示板等で行って参ります。 

市民図書室の利用について、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 

おこなっております。図書室ではマナーを守りどの方も気持ちよく利用できるよう、ご協 

力をお願いいたします。混雑時は順番がくるまで静かに並んでお待ちください。ご来室時 

はマスクの着用、手指の消毒にご協力お願いいたします。 
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９月の新刊予定 

一般書 

✦マスカレードゲーム／東野圭吾著 

～「マスカレード」シリーズ総決算 今こそ仮面を外す時―。 

✦競争の番人／新川帆立著 

～ドラマ原作 正義の「公取委」、ここに参上。弱くても、戦え！ 

✦余命一年、男をかう／吉川トリコ著 

～最後に選ぶのは、愛、金、それとも男？ 

✦あきない世傳金と銀 十三／高田郁著 

        ～感涙の最終巻‼いざ！大海へ 

✦看守の流儀／城山真一著 

        ～鮮やかな反転、驚きの結末！胸が熱くなる刑務所ミステリー！ 

児童書 

✦ひみつのポムポムちゃんとつぜんのシンデレラ／村山早紀著 

✦鬼滅の刃ノベライズ～猗窩座との戦いと伊之助の過去編～／吾峠呼世晴著 

✦ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ家族の肖像／遠藤達哉原作 

✦宝石商リチャード氏の謎鑑定／辻村七子著 

 

９．お知らせ 

（１）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。 

      現在は桃山台で調査が行われています。 

 （２）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．お願い 

      ２丁目のごみステーションのシートが重いので方法を考えて欲しいとの要望があり 

ました。 

今までは、ネットで覆っていましたが、カラスの被害がひどい状況でした。 

気がついて掃除する人からなんとかして欲しいとの要望が寄せられていました。 

そこで、他の所と同じようにカラス対策を講じました。 

カラスは賢く少しでも隙間だあるとごみを引っ張り出します。それを防ぐため隙間 

がなく見えないようにしたわけです。 

今後たくさんの人の意見を聞きながら改善はしたいと思いますが、片方だけでも開 

けて奥の方に入れていただきたいと思いますのでご協力をお願いします。 
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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 

       区役所や銀行、警察を名乗っての電話があり、被害が出ています。 

     ・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）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。 

 

（３）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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９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 ９月 ７・２１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  １０月・・・１０月 ５日（水）    〃 

                     ５～７丁目 ９月８・２２日（木）     〃 

                       １０月・・・１０月１３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  

           9月2日（金）から（火・金）             生ゴミ置き場 

                      １０月・・・１０月 ４日（火） 

☆ 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     ９月 １・１５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） 

１０月・・・１０月 ６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                ９月 ７・１４・２１・２８日（水）  荒ゴミ置き場 

                     １０月・・・１０月 ５日（水）     〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日            ９月 ５・１２・１９・２６日（月） 荒ゴミ置き場 

１０月・・・１０月 ３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）                   ９月１１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。 


