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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12月（No｡341） 

                        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、3,０00人を超えた日も出てきました。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。 

 5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 

中断していたようですが、現在では始まっているようです。 

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ます。 

運動不足になりますので、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．文化祭の報告 

     ３年ぶりに文化祭が行われました。新型コロナ感染症の感染者が少し減少してきたこ 

とから実施に踏み切りました。感染予防対策を厳重にしながらの実施でした。 

     今年は集会所の利用をなくし、縮小してつつじが丘小学校体育館のみで実施しました。 

     朝８：３０から本部役員で準備を始め、１１:００にはリハーサルが行われていました。 

    １３時開始前の１２時頃から激しい雨が降り、「行きたくてもいけなかった」という人 

がたくさんおられましたが、最終的には参加者は１５０名でした。 

   実施することを９月に決定したため、「練習不足で緊張しました」という方がたくさ 

んおられました。神戸市環境局からも参加いただき、最後はビンゴで皆さんが楽しく終 

わることができました。ご協力ありがとうございました。 

     文化祭の写真は、センターに掲示しています。（12月27日（火）まで） 

 

２．一斉道路清掃 

１２月１１日（日）に一斉道路清掃をおこないます。 

公園の清掃当番になっている班はもちろんですが、他の班の方も別紙を参考にご協力をお願 

いします。 

当日参加できない方は、別の日でも構いませんから、自分の家の前の道路の清掃をお願い 

します。 

 各丁目の場所については、別紙を参考にしてください。 

 支部長以外の本部役員の方は、福田川のプロムナードの清掃をしますので、アネックスの 

横に集まってください。 

ススキなどの手を切るような草がありますので手袋などを2枚つけるなどの句風をお願い 

します。 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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３．餅つき大会について 
餅つき大会は中止します 

      餅つき大会は１１月の役員会で協議しましたが、感染予防対策が確実にできないとの 

判断で中止しました。 

 

４．とんどまつり・防災訓練について 

   コロナ禍ではありますが、とんどまつりと防災訓練は必要と思いますので実施します。 

   日 時 ２０２３年１月８日（日） 

      ９：００～１０：３０ とんどまつり 

     １０：３０～１１：３０ 防災訓練（①天ぷら火災体験 ②水消火器による消火訓練 

                      ③消防署の挨拶④豚汁の試食・保存食の展示試食 

 

５．子供会からのお知らせ 

新型コロナウイルス第８波とインフルエンザの同時流行が懸念されます。 

様々なウィ ルスが繁殖しやすい時期です。手洗い・うがい・マスクをし、飛沫感染・ 

接触感染対 策に努めましょう。12 月は何かと忙しい時期です。親子共々、健康管理に 

は気をつけ ましょう。 

（1）つつじが丘公園掃除 

 １１月１３日（日）は雨の為中止となりました。 

 次回は１２月１１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）秋祭りプレゼント配布 報告 

 １１月に秋祭りのプレゼント（文房具セット）を各丁目の役員より配布いたしまし た。 

中々行事が出来なかったので、少しですが喜んでいただけたら幸いです。 

（3）ふれあいセンター利用について 

 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、子供たちの 長時間 

の利用は出来ません。トイレの利用と短時間の休憩のみになります。 よろしくお願いい 

たします。 

（4）すくすく広場 

 日時：１２月１６日(金) １０：３０から 

 場所：神戸マツダイベント会場 

 内容：クリスマス会 

（5）子供会からのお願いです 

 〇 近所に転入されてきた方で、３歳児～６年生までのお子さんがおられましたら 子供 

会役員までお知らせください。（希望者がいれば、中学１年生も加入できます） 後日、 

子供会役員がお伺いし、子供会の説明と加入のご案内をさせて頂きます。 お知らせの 

ご協力よろしくお願いいたします。 〇暗くなる時間が早くなってきています。暗くな 

る前にお家に帰るようにしましょう。 17 時以降に帰宅をする場合は、出来るだけ 

子供たちのお迎えをお願いします 

 〇 公園で遊んだ際に出たゴミは持ち帰りましょう 
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６，生活文化部からのお知らせ 

     １１月活動報告 

つつじが丘公園 花壇の水やり 

        つつじが丘公園 花壇の花の植え替え 

 

７．福祉部からのお知らせ 

給食サービスについて 

     新型コロナ感染症も第８波が予想されますが、１２月は特別に集会所 

で調理した弁当を配布したいと思います。 

 １２月１６日（金）には配食で実施します。（今回は1週間早くなって 

いますので間違いの無いようにお願いします。） 

第1部  1丁目自治会集会所 １１:００～１１:３０ 

第2部  4丁目つつじが丘ふれあいセンター １１:３０～１２:００ 

※ 弁当になりますので、自己負担は200円になります。200円をご持参ください。 

※ 新型コロナ感染症の感染拡大など、状況が変わった場合変更することがあります。 

     ※ １月は２７日（金）の予定です。 

 

８．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12月21日(水) 10:00～(1時間程度) 

（毎月第4水曜開催ですがセンター閉館の為変更になっています） 

・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（１２月から変わっています） 

 １・２丁目     石飛 久美子 

 ３・４丁目東     

 ４西・５丁目  前川 勝 

    ６・７丁目   中田 尚美 

※ 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、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。 

 

９．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

☆ 空き缶募金 
      共同募金の集計は4257円でした。ご協力ありがとうございました。 

☆ カレーの店（なんじゃもんじゃ） 

      １２月は1日（木）です。１月はお休みです。    
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☆ 文化祭 

     悪天候の中、多くのシニアクラブ会員の皆さんに来ていただきありがとうございまし

た。そして役員も、「昔遊び」で子どもたちとのふれあいの時間を持つことができて楽しかっ

たです。また、「ビンゴゲーム」をはじめとするいろんなお手伝いの経験をさせていただきま

した。   

☆ バス旅行 

     ２０２３年新春恵方初詣の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①１２月１０日（土）②1２月 1３日（火）ふれあいセンター、午前中とさせて

いただきます。（平安神宮、三尾神社、建部大社）    

☆ 美緑花こうべクリーンキャンペーン 

      11月6日（日）福田川沿い、つつじが丘階段ステージの清掃がありました。  

   ふれまち役員さんと共に、ボランティア「まだまだひよっこ」9名が参加しました。  

☆ 輪投げ大会 

      区老連の大会は１２５名参加。つつじが丘の上位は9位鷲尾靖江さん（2丁目） 

１７位森香津子さん（6丁目）、１８位岡村知子さん（7丁目）でした。 

☆ ボーリング大会 

      11月4日（金）に区老連ボーリング大会がイオンジェームス山店5階であり、 

優勝は断トツで壬生潤さん（7丁目）でした。 

「貸し切りレーン」の都合で上限８８名までと決定していたため、当クラブは先着順 

１４名で急遽締め切りました。参加予定の方、申し訳ありませんでした。 

なお、12月2日（金）の市老連の大会には神谷和憲さん（2丁目）、高田進さん 

壬生百合子さん、島田すみ子さん（共に7丁目）の４名が出場です。 

☆ 市民花壇、トーホー前 

     １１月４日（金）3名、11日（金）８名、花壇の土作り、植え付けの作業をしまし 

た。（パンジーとノースポール）朝6時より。 

☆ 市民花壇、つつじが丘公園 

     11月5日（土）８名、14日（月）4名、花壇の苗抜き、土の掘り返し、パンジー 

1ケースの植え付けをしました。 

「まだまだひよっこ」は作業時間が朝早いですが、お手伝いをして下さる人を募集中 

です。 

☆ 区、楽しいつどい 

     １１月１８日（金）に区老連主催「楽しいつどい」が舞子ビラでありました。 

日舞の梶山美江子さん（5丁目）、詩吟の松尾仁吉さん（7丁目）、民踊の堀江栄美子さ 

んの出演協力がありました。当日会場では、お三方の日々の精進に、大きな拍手と歓声 

がありました。 

☆ 健康体操③ 

ふれまち事業の健康増進を目的とする「健康体操③」が毎月１、２、３の火曜日9時 

10分から10時まであります。人数制限がありますが、まだ若干の余裕があるようです。 

シニアクラブは共催です。どなたでも参加できます。 

☆本の寄贈 

   「原色日本の美術」数巻、グラフィック版「日本の古典」数巻、そして、コミック 

「ハッピー」「僕だけがいない街」などの寄贈がありました。ありがとうございます。 

                     （新谷寛子）  
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10．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。 

感染防止対策をしながら活動を始めています。 

 年末年始の閉館について 

   １２月２７日（火）９：００～ 大掃除 

   １２月２８日（水）～ １月 ５日（木）閉館 

    １月 ６日（金） 開館（活動再開） 

 

12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」 １２月１４日（水） ９；３０～  

場 所 ふれあいセンター 

内 容 「タオルで体操・指運動」 持ち物 タオル 

     ・手話に親しもう １２月１５日（木）１０：００～  １丁目自治会集会所 

               クリスマス会ということで、歌やゲームなどで楽しみましょう。 

３０名を限度に他の参加者も認めています。 

・笑顔の広場   １２月２１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  １２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：クリスマス会 

  ・ふれあい喫茶  １２月２３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  １２月 １０日（土）・１７日（土）・２４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、１２月1日・１５日・２２日（木）9時10分～10時10分 

②グループは、１２月1日・１５日・２２日（木）10時20分～11時20分 

③グループは、１２月 6日・１３日・２０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。 

●  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。 
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11．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。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。 

    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 

12月の新刊予定 

一般書 

     ✦老害の人／内館牧子著 

      ～昔話に説教、趣味の講釈、病気自慢に孫自慢。そうかと思えば、無気力、そしてク

レーマー。「もうやめてよッ」娘の明代はある日、たまりかねて腹の中をぶちまけた。 

     ✦硝子の塔の殺人／知念実希人著 

      ～ミステリを愛する大富豪の呼びかけで、一癖も二癖もあるゲストたちが招かれた。 

謎を追う名探偵と医師。緻密なトリックと予測不能な展開‼驚きの連続に興奮‼ 

 ✦それでも空は青い／荻原浩著 

   ～「うん」「いや」「ああ」しか言わない夫に、ある疑いを抱く妻…わずらわしいこと

も多いけれど、一緒にいたい人がいる。人づきあいに疲れた心に沁みる７つの物語。 

     ✦ある男／平野啓一郎著 

      ～愛したはずの夫は、まったくの別人だった—読売文学賞受賞の感動作、映画化作品 

  ✦80歳の壁／和田秀樹著 

      ～壁を越えたら、人生で一番幸せな20年が待っています！ 

「団塊の世代」に朗報！老親をもつ世代も必読 

児童書 

     ✦絶体絶命ゲーム③東京迷路を駆けぬけろ！／藤ダリオ作 

      ～もう絶対にやらないと決めていたのに．．．！春馬は未奈を守るため、ゲームに飛び

こんでしまう。 

     ✦ふしぎ駄菓子屋銭天堂８／廣嶋玲子作 

      ～その駄菓子屋を目の敵にする娘がいる…うちの駄菓子がおかしなことになっている

ようでござんす。 
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     ✦ほねほねザウルス さがせ！まのうみの大かいりゅう／ぐるーぶアンモナイツ作 

      ～バイキング×海賊×伝説のほねほねザウルス 

     ✦なまけていません／大塚健太作 

～あんまりうごかないけど、なまけているわけではないんです 

市民図書室は、2022年12月28日（水）から2023年1月４日（水）までお休みです。 

新年は1月５日（木曜日）から開室します。 

 

12．アルゼンチンアリ対策について 

      来年度からは、神戸市の事業として行われる見込みです。 

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。在庫の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。 

 

13．お知らせ 

（1） ＡＥＤ講習会について 

      ２０２３年２月に実施の予定です。 

（2）コープ桃山台店の閉店について 

       １１月１６日（水）18：00にコープ本部から、説明がありました。 

        ・１１月現在の売り上げは昨年度の１１０％ということで、頑張っていくと 

のことでした。つつじが丘自治会からの署名は1,150筆を超える存続の 

署名が集まりました。 

 

14．注意しましょう 

 （１）夕方の一人歩きは気をつけましょう 

      ４丁目のお墓のある付近で、つきまとい事案が発生しました。一定の距離を置いて男 

の人が付いてきたものです。近くの家に助けを求めるため、チャイムを押していると立 

ち去ったとのことでした。警察への連絡をし巡回をお願いしました。皆さんも気をつけ 

てください。 

 

 （２）ハチやハトなどの駆除の時は気をつけましょう 

      今まではスズメバチやミツバチ駆除は、神戸市に連絡すれば無料で駆除してくれまし 

たが、現在は料金がいります。業者に頼むときは初めに見積もりをしてもらい確認して 

対策をしてもらうようにしてください。業者によっては法外な金額を要求するところが 

あります。 

 

 （３）還付金詐欺・振り込め詐欺に気をつけよう 

      つつじが丘でも被害者が出ています。垂水警察でも三井住友銀行つつじが丘店に 

     時々立って警戒をしていただいています。 
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15．年末年始のごみ収集について 

      年末年始のごみ収集は必ず５：００～８：００に出してください。 

     道路事情と担当の変更などの影響で、収集時間が確定しません。遅れないように収集 

時間を必ず守ってください。 

   年末収集 

燃えるごみ 

       １２月３０日（金）・３１日（土） 

缶・びん・ペットボトル 

市内全域 １２月２１日（水）・２８日（水） 

容器包装プラスチック 

          １２月２６日（月）・２９日（木） 

燃えないごみ、カセットボンベ・スプレー缶 

          １２月１５日（木） 

   集団資源回収（新聞・雑誌・アルミ缶・古着・古布・ダンボール・牛乳パック） 

     １２月最終の回収日です。 

      １～４丁目  １２月２１日（水） 

       5～7丁目  １２月２２日（木） 

   年始収集 

燃えるごみ 

                 1月 ６日（金） 

缶・びん・ペットボトル 

市内全域 1月 ４日（水） 

容器包装プラスチック 

                 1月 ９日（月） 

       燃えないごみ、カセットボンベ・スプレー缶 

                 1月 ５日（木） 

       集団資源回収（新聞・雑誌・アルミ缶・古着・古布 

・ダンボール・牛乳パック） 

         １月最初の回収日です 

          1～4丁目  1月 ４日（水） 

5～7丁目  1月１２日（木） 

 

 

 

 

 

 

広報紙作成者：自治会長 小寺俊彦（202２年12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。 

 

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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つつじが丘地区の１２月・年末年始のごみ収集日 

 

広報紙作成者：自治会長 小寺俊彦（202２年12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 １２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              １月  ４日（水）   〃 

                    ５～７丁目  １２月 ８・２２日（木）   〃 

                                   １月１２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                           

    12月２（金）･6（火）･9（金）･13（火）･16（金） 

･  20（火）･23（金）･27（火）･30（金）･31（土）  生ゴミ置き場 

                              １月 ６日（金） 

☆ 燃えないゴミ（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     １２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）       １月 5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                 １２月 7・14・21・２8・日（水）  荒ゴミ置き場 

                                    １月 4日（水）     〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日       １２月 5・12・19・26日（月）・２９日（木）  荒ゴミ置き場 

１月 9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。 

★年末一斉道路清掃清掃（自治会）                   １２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。 

※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 


