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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11月（No｡340） 

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

 

兵庫県の感染者が、１,500人に近づいてきました。感染者の全数把握をしなくなったことと

、自発的に登録をしない方も40％おられる事を考えると注意が必要です。 

つつじが丘でも、感染が続いています。基本的な感染対策は守る必要があります。 

各家庭においても、気を許すことなく換気・消毒をお願いします。 

これからも、買い物や屋内での活動はマスクを着用するようお願いします。屋外 

は会話等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。接種された方が少ないよう 

です。可能な方は是非接種して下さい。近くのかかりつけい医では、 

インフルエンザのワクチン接種を優先し、一時コロナワクチンの接種を 

中断しているようです。 

垂水区では年金会館、須磨区では須磨パティオ健康館で実施しているようです。 

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．認知症サポーター養成講座の報告 

     10月１９日（木）10：00～11：30 1丁目自治会集会所で行われました。 

    20名以上の方が参加され熱心に聞いていました。 

つつじが丘の高齢者率などを上げわかりやすく聞かせていただきました。 

 

２．文化祭について 

     今年は新型コロナウイルス感染症感染予防対策を確実にして、実施することになりま 

した。 

 今年は、実施できるかどうかわかりませんでしたので子ども達の作品展示はありませ 

ん。 

 また、例年展示を1丁目自治会集会所で行っていましたが、今年は体育館に展示を 

致します。 

 皆さんは、マスク着用の上、静かに観戦をお願いします。応援するときは拍手でお願 

いします。 

日 時  １１月１３日（日）13：00～16：00 

場 所  つつじが丘小学校体育館 

展 示  華道・古布創作・写経・石アート・絵手紙 

演 技  手話を親しもう・太極拳・リズム体操・コーラス・詩吟 

     ビンゴゲームは最後に行います。 

神戸市環境局 入り口でのクイズ及び展示、舞台でのごみ収集の呼びかけ 

子ども会 スーパーボールすくい（会場の外） 

     コマなど昔遊び（会場外） 

 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/


 

- 2 - 

３．餅つき大会について 

     １０月１６日（日）の役員会で実施するかどうか協議しました。まだ安心できる状態 

ではないとの意見が大勢を占め今年度は中止することになりました。 

 

４．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。 

 

５．ＡＥＤ講習会について 

      ２０２３年２月に実施の予定です。 

 

６．生活文化部からのお知らせ 

     １０月の活動報告 

       １０月８日（土）つつじが丘公園の清掃 

       １０月つつじが丘公園の花壇の水やり 

 

７．子ども会からのお知らせ 

運動会も無事に終わり、次は音楽会ですね。 日が落ちるのもすっかり早くなり、 

昼夜の寒暖差も大きく服装の調節が難しい季節 になりました。 

引続き、アルコール消毒など対策をし体調には気をつけましょう。 

（１）つつじが丘公園掃除  

１０月９日（日） 参加者 大人６名 子供 1 名 ご協力ありがとうございました。 

 次回は１１月１３日（日）９：３０からです。（雨天中止） 

 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）秋祭りのプレゼント 

 今年もコロナウィルスの影響により各行事が中止となってしまいました。 

 その代わりに、少しでも子供達に喜んでもらえたらと、プレゼントを用意していま  

す。 

１１月中頃には各ご家庭のポストに投函するので、楽しみに待っていてくださいね。

  （３）ふれあいセンター利用について 

 コロナ感染者数は減少してきていますが、大勢の子供たちがふれあいセンター に集 

まると密集しやすいため、子供達の長時間の利用はまだできません。 

 トイレの利用と短時間の休憩のみとなりますので、気をつけて使いましょう。 

（４）子供会からのお願いです 

 日没の時間も早くなっていますので、遅くまで公園などで遊んでいると危険です。 

 暗くなる前には帰宅するように心がけましょう。 

おうちの方からの声かけを、よろ しくお願いします 
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８．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。 

１１月は１１月２５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 

 

９，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。 

しかし、感染防止対策をしながら活動を始めています。 

１１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「にこにこトレーニング」 １１月９日（水） ９；３０～  

場 所 ふれあいセンター 

内 容 「ゆる～い健康体操」 

     ・手話に親しもう １１月１０日（木） １０：００～  １丁目自治会集会所 

文化祭に向けて１１月３日も練習があります。 

・笑顔の広場  １１月３０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  １１月１８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： 歯科衛生士による「子どもの歯、あれこれ」 

  ・ふれあい喫茶 １１月２５日（金）１０：００～ 

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  １１月 １２日（土）・１９日（土）・２６日（土） 

９：３０～１１：００ 

   場所 ： ふれあいセンター 

・健康体操①・②・③ 

①グループは、11月17日・24日（木）9時10分～10時10分 

    ②グループは、11月17日・24日（木）10時20分～11時20分 

③グループは、11月8日・15日（火） 9時10分～10時 

・ラジオ体操  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 

・ 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。 

 

 ※ 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。 



 

- 4 - 

●  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。 

●   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、１ヶ月前から提出をお願いします。 

 

10．つつじが丘シニアクラブからのお知らせ 

☆カレーの店（なんじゃもんじゃ） 

    １０月もテイクアウト50食完売しました。ありがとうございました。 

    １１月は祝日でお休みです。１２月は 1 日（木）になります。忘れないように、   

手帳に記入しておいてください。 

 

☆文化祭 

   体育館での展示が少なく寂しいので、急遽、絵手紙、写経、石アートの展示をお願いしま

した。また、シニアクラブ役員もビンゴゲームを担当しますので、お顔を見せに来てくださ

い。お待ちしております。 

 

☆バス旅行 

   鳥取バス旅行詳細のチラシを、準備が出来次第配布します。区老連主催ですが、発着場所

はつつじが丘「おぎの小児科前」です。 

  申し込みは①１１月１２日（土）②11 月 15 日（火）ふれあいセンター、午前中とさせて

いただきます。 

 

☆同世代の助け合い 

    6月のボランティア「ささゆり」の発足により、シニアクラブ会員の皆さんから 

   一人暮らしの方のゴミ捨てなど「小さな声」の応援情報を気軽に頂けるようになってきまし

た。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

  ☆輪投げ大会 

    10月 27日、区の大会があり10名参加しました。結果はまだ届いていませんが、上位

入賞者は１１月の市老連の大会に進みます。お疲れ様でした。 

 

☆ラジオ体操（シニアクラブは共催） 

   上穂公園で毎朝6：３０からです。少しずつ人数が増えています。 

初めて参加の方は代表者（2丁目小寺さん）に声をかけてください。 

 

  ☆グランドゴルフ大会 

    区の秋季大会の結果が出ました。１２６名参加で、上位3位、ホールインワン賞、 

5位から50位までの飛び賞、ブービー賞他多くの賞が出ましたが、つつじが丘は 

何故か綺麗に外れ、誰一人該当者なしでした。 

   そして、上位 10 位に女性 2 名、7 位（2 丁目鷲尾さん）9 位（2 丁目神谷さん）と見事

な成績でした。おめでとうございます。 

                     （新谷寛子）  
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11．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11月30日（毎月第4水曜開催ですが祝日の為変更になっています） 

         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。 

 

※ お知らせ 

 10月の講師の方から、先の戦争の時の須磨区の集団疎開の体験談についての本を 

2冊いただきました。ありがとうございました。 

 

12．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 

 新型コロナ感染症予防対策を徹底しながら活動をしています。 

 

市民図書室からのお知らせ 

市民図書室より、本の取り扱いについてお願いです。やさしい取り扱いを本は好みま 

す、ページ折り、水濡れ、書き込み、切り抜き、付箋貼り付けなどの汚損があった場合、 

弁償をお願いすることがあります。マナーを守りどの方も気持ち良く利用できるよう、 

ご協力をお願いいたします。 

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おこなっております。 

ご入室時はマスクの着用、手指の消毒をお願いいたします。また、混雑時は順番がくる 

まで静かに並んでお待ちください。 

    新型コロナ感染症感染拡大のため7月の終わりから市民図書室は閉館が続いたため、 

    感染者の減少を受け、10月18日（火）から時間を延長しています。 

     火・木  14：30～17：30 → 14：00～17：30 

土    14：30～17：30 → 13：30～17：30 
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11月の新刊予定  

一般書  

✦レぺゼン／宇野碧著 

      ～笑えて泣けてグッとくる！梅農家を営むおかんと、借金まみれのダメ息子が、 

ラップバトルで親子喧嘩 

✦テッパン／上田健次著 

      ～昭和のあの日に戻りたいですか？80年代東京—僕と不良のひと夏の物語 

     ✦ふるさと銀河線 軌道春秋／高田郁著 

      ～苦難のなかで真の生き方を追い求める人々の姿を、美しい列車の風景を織りこみ 

ながら描いた珠玉の短編集 

     ✦駅の名は夜明け 軌道春秋Ⅱ／高田郁著 

      ～ふるさと銀河線 続編 困難や悲しみに直面する人たちの再生を描く九つの物語 

 ✦木曜日にはココアを／青山美智子著 

      ～一杯のココアから始まる、東京とシドニーをつなぐ12色のストーリー 

     ✦倒産続きの彼女／新川帆立著 

      ～元彼の遺言状 続編 女性弁護士シリーズ！ 

児童書 

     ✦絶体絶命ゲーム②死のタワーからの大脱出／藤ダリオ著 

      ～前のゲームで最強の敵だったあの少年が‼今度こそ絶体絶命だ‼ 

 ✦5分後に意外な結末／桃戸ハル著 

      ～あっという間に読めて、あっと驚く結末 

     ✦たまごのはなし／しおたにまみこ作 

      ～これはくせになる！子どもの心には純粋な面白さを。大人の心には、反省と教訓 

を。 

 

13．アルゼンチンアリ対策について 

      環境省から今年度で直接の援助が終了することになっているとの話がありましたが

最後のベイト剤が送られてきました。来年度からは、神戸市が主体となるようです。 

神戸市からの報告では、あじさい公園などの周辺や福田川の名谷から奥畑に欠けて

も増加しているとのことで、取り組みが必要との考えがあるようです。その中につつ

じが丘も継続して含めるように申し入れを行っています。現在あるベイト剤の設置に

ついては今後もご協力をお願いします。 

 

14．お願い 

 （１）子ども１１０番登録のお願い（神戸市青少年育成協議会つつじが丘支部） 

      たくさんの賛同者がありました。ありがとうございました。 

      シールは後日お渡ししますので、子ども達の見えるところに張っていただきた 

いと思います。 
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（２）赤い羽根共同募金のお願い 

      自治会から班長さんから募金のお願いをしましたが、ご協力ありがとうござい 

ました。これからはふれあいセンターに箱を置いていますので、ご協力下さい。 

 

（３）コープ桃山台店の閉店について 

       10月12日（水）18：00にコープ本部から、回答がありました。 

        ・桃山台自治会から1000筆を超える存続の署名が提出された。 

        ・今回の閉店予定を延期する。 

        ・11月～3月までコープとして全力で改善のための努力をする、 

地域の方も協力をいただきたい。もし赤字幅が8％を超える状態が続くよ 

うであれば、改めて検討する。 

         ・11月から月1回程度の意見交換を行う。 

        以上の回答があり、それに対する質疑応答があり19：30頃に終了しました。 

 

   （４）美緑化こうべ クリーンキャンペーンへのご協力について 

        垂水区の業者や地域が協力して美化活動に取り組んでいます。 

       今回は、つつじが丘では「福田川つつじが丘怪談ステージ」の清掃活動をしま 

す。 

        道具は用意されますので、手袋・川に入る場合は長靴・汚れてもよい服装で 

おいで下さい。 

 日  時 １１月６日（日）９：００～１０：００ 

 集合場所 福田川つつじが丘階段ステージ 

 

15．注意しましょう 

 （1）ごみステーションの利用について 

      この間の台風の時、シートをまいてひもで結んでいないところは、シートの留め金 

が飛んでしまって壊れていました。 

 火曜日・金曜日の生ゴミステーションは、 

・ごみ出し時間（朝５時から８時）を必ず守ることと 

・回収が終わったらシートは巻いてひもでくくること 

を必ず守ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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１１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１１月 ２・１６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  １２月・・・１２月 ７日（水）    〃 

                   ５～７丁目 １０月１０・２４日（木）     〃 

                        １２月・・・１２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  

                    １１月１日（火）から（火・金） 生ゴミ置き場 

                      １２月・・・１１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    １１月 ３・１７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） 

１２月・・・１２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            １１月 ２・９・１６・２３・３０日（水）  荒ゴミ置き場 

                     １２月・・・１２月 ７日（水）     〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日           １１月 ７・１４・２１・２８日（月） 荒ゴミ置き場 

１２月・・・１２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）                  １１月１３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。 

※ごみ袋は集積場の手前に置かず、奥の方から順に置いて下さい。 

※集積場の清掃後には、必ずシートを巻いて紐で括って下さい。 

※集積場で問題点を見つけたら、各支部長さんに報告して下さい 


