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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   2023年1月（No｡342） 

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

 

今年も大変な年になりそうです。 

うさぎのようにあらゆる事を飛び越 

えていきたいですね。 

 

兵庫県の感染者が、10０00人を超える日も出てきました。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。 

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。 

 

１．一斉道路清掃 

１２月１１日（日）に一斉道路清掃をおこないました。 

朝から雨模様で実施するかどうか迷った支部もあったようですが、ほとんどの支部で実施さ 

れきれいになりました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

２．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 

  早くから持ってくる方がおられますが、時間は守って下さい。 

     １０：００～１０：３０ 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 

                 今年は、保存食と豚汁を試食していただく予定です。 

 

 

 

http://www.tutujigaoka-kobe.jp/
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３．子供会からのお知らせ 

昨年も新型コロナウィルスに伴い活動の自粛を強いられてきました。今年は少しでも 子供 

たちにイベント行事が出来たらと願います。 

コロナウィルスはもちろん風邪のウ ィルスやインフルエンザなどの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。  

（1）つつじが丘公園掃除 

 １２月１１日（日）は雨天の為中止となりました。  

次回は１月８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）すくすく広場 

 日 時：１月２０日(金) １０：３０から 

 場 所：ジェームス山マツダ イベント会場（雨天決行） 

 内 容：ベビーマッサージとママと遊ぼう 

（3）ＡＥＤ講習会について  

２月に実施予定です。 

（4）今後の予定  

『インターネットの正しい利用方法〜防犯・ネット犯罪講習会〜』  

講 師：兵庫県警察サイバー犯罪対策課犯罪防犯センター派遣講師(警察官)  

日 時：3 月２４日（金）１０時～１１時  

『６年生を送る会』 

日 時：3 月２４日（金）１１時～１２時  

※ 今年度もコロナ対策の為、６年生のみ対象とさせていただきます。 

 

４，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 

 

５．福祉部からのお知らせ 

給食サービスについて 

   １月２７日（金）には配食で実施します。 

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 

※ 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。 

     ※ ２月は２４日（金）の予定です。 
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6．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 

     新型コロナウイルス感染症の兵庫県の感染者が10,000人を超えています。 

つつじガ丘でも拡大しています。感染防止対策をしながら活動をお願いします。 

1月11日（水）には、地域福祉センターの利用検討委員会が開かれます。 

     名称の変更や、運営管理者のふれまち以外に広げるなど、今年度中にも最終報告が出さ 

れそうです。ふれあいのまちづくり協議会も変化の年になるかもわかりません。皆さん 

の意見を聞きながら対応したいと思います。 

 ふれまち推進委員会を2月21日（火）14：00から開く予定です。 

 年始の開館について 

   １月 ６日（金） 開館（活動再開） 

1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」 １月１１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 １月１２日（木）１０：００～  １丁目自治会集会所 

               新年に向けて楽しみましょう。 

・笑顔の広場   １月２５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  １月２０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： ベビーマッサージとママと遊ぼう 

  ・ふれあい喫茶  １月２７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   １月 １４日（土）・２１日（土）・２８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、１月１９日・２６日（木）9時10分～10時10分 

②グループは、１月１９日・２６日（木）10時20分～11時20分 

③グループは、１月１０日・１７日・２４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。 

（新規・再開サークルのみ必要） 

●  次の月の計画を提出しますので、１ヶ月前から提出をお願いします。 
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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５年１月２５日(水) 10:00～(1時間程度) 

（毎月第4水曜開催です） 

・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。 

 

8．つつじが丘シニアクラブのお知らせ 

 ☆つつじが丘シニアクラブ会員 

     会員数は１月１日現在で２０３名です。4月から12月の新規加入は１０名でした。 

 ☆同世代の助け合い「ささゆり」 

     ボランティア「ささゆり」は６月の発足から12月までの活動は下記。 

     ○身の回りの世話 １  ○ゴミ出し １７  ○話し相手 ６６ 

     ○草取り、剪定 10   ○その他、安否確認など ２３１ 

  情報共有を含めて、自治会、ふれまち、民生委員の方々には大変お世話になりました。 

また、会員外の方にも快くお手伝いをしていただき感謝申し上げます。 

☆研修旅行（区老連） 

    １１月３０日（水）女性幹部研修会で岡山方面に行きました。研修内容は「介護予防と 

認知症」でした。「学んだことを生かし地域に貢献しリーダーシップを取るように」と指導 

がありました。参加された女性役員6名の地域での活躍を期待します。 

 ☆ボーリング大会（市老連） 

     1２月２日（金）長田で市老連のボーリング大会があり、156名の参加でした。 

２１位の壬生百合子さん（垂水区で女性１位）を始めとして、高田進さん、島田すみ子さ 

ん、神谷和憲さんの４名とも好成績でした。 

「床が滑りやすく転倒者が多く大変だった」という反省点が区の理事会で出ました 

☆バス旅行（区老連） 

    １２月８日（木）バス5台で鳥取方面に行きました。 

天候にも恵まれて、つつじが丘からは３１名という大所帯での参加でした。 
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  ☆グラウンドゴルフ大会 

12月10日（土）つつじが丘小学校グラウンドで地域の大会があり、結果は下記。 

１位梶本千秋さん、2位鷲尾靖江さん、3位笠谷好和さん、特別賞土屋節子さん。 

☆ダーツ大会 

    12月12日（月）本年度2回目の大会をふれあいセンターで実施。 

１位常本久里子さん、2位新谷寛子さん、3位梶本千秋さん、特別賞小澤輝彦さん。 

世紀の番狂わせで大会が盛り上がりました。 

  ☆囲碁ボール 

     12月19日（月）ふれあいセンターでクリスマス会があり、手作りのビンゴゲームや 

じゃんけんゲーム、紙コップ遊びで童心に帰って楽しみました。 

     クリスマスの飾りつけを含めて、準備をしてくださった方々お疲れ様でした。 

     引き続き新年会もよろしくお願いいたします。  

☆カレーの店（なんじゃもんじゃ） 

     ２月２日（木）です。自治会集会所で11時から。テイクアウトのみです。 

 ☆音読 

     サークル開催場所の変更。1月からふれあいセンターです。間違えないように。 

 ☆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ります。

シニアクラブは共催です。どなたでも参加できます。 

☆本（ふれあいセンター） 

4月以降、シニアクラブ会員の皆さんから多くの本の寄贈がありました。 

そして、4月から12月までの貸出し冊数は２０３冊でした。（会員外も含む） 

寄贈も貸出し利用も、本当にありがとうございました。 

小学校市民図書室（火、木、土曜日）には、ふれあいセンターにはない本もたくさん置 

いてありますのでそちらの利用もよろしくお願いします。 

 

９．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 
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１月の新刊予定 

一般書 

 ✦教誨／柚月裕子著 

       ～事実と真実が反転する、慟哭のラスト！ 

      ✦母性／湊かなえ著 

       ～これは事故か、それとも——。「母と娘」を巡るミステリー 映画化作品 

      ✦競争の番人 内偵の王子／新川帆立著 

       ～公取委職員もうなる物語。謎の脅迫状に巨大カルテル、恋敵も現れて．．． 

 ✦殺した夫が帰ってきました／桜井未奈著 

  ～記憶をなくし帰ってきた、殺したはずの暴力夫。 

謎めいた正体と過去の愛と罪を追うサスペンス 

  

児童書 

 ✦いちねんじゅうおばけずかんハロウィンかぼちゃん／斉藤洋作 

       ～怖くて、笑えて、最後はホッとできる。新しいおばけの童話シリーズ 

      ✦5分後に意外な結末ベストセレクション黒の巻／桃戸ハル著 

       ～恐怖、感動、笑い、涙．．．そして最後にやってくるだまされる快感！ 

ティーンから大人まで、どこから読んでも楽しめるショート・ショート集 

 ✦パンどろぼう／柴田ケイコ作 

       ～パンどろぼうってなにもの⁉パンどろぼうくんの魅力にくぎずけです。 

 

 

10．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 

       12月13日（火）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１00％を超えているということです。 

引き続き頑張っていくとのことでした。皆さんの協力を要請されました。 

 （3） ２０２３年度自治会役員役員選出について 

    ① １月役員会で選考基準の検討確認 

    ② ２月役員会で各支部長さんに選考・免除者基準の確認 

    ③ 会員に３月自治会ニュースで知らせる 

    ④ ３月役員会で新役員の確定 

    ⑤ ３月２６日（日）新役員の役職の決定 

        このような流れで決定しますので、ご協力をお願いします。 
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11．注意しましょう 

  （1）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12月16日に未遂でしたが、被害者が出そうになりました。 

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。 

 

12．年始のごみ収集について 

      年末のごみ収集は8時半までには回収がされました。遅れて出されたところもあっ 

     たようです。もし自分のごみが残っていたらお持ち帰り下さい。 

ごみの収集は必ず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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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（2023年1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 １月  ４・１８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               ２月 １日（水）   〃 

                    ５～７丁目  １月１２・２６日（木）   〃 

                                  ２月 ９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                           

       １月･6（金）･１０（火）･１３（金）･１７（火） 

２０（金）･２４（火）･２７（金）･３１（火）生ゴミ置き場 

                             ２月 ３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     １月５・１９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）      ２月 ２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                 １月 ４・１１・１８・２５日（水）  荒ゴミ置き場 

                                   ２月 １日（水）     〃 

☆ 容器包装プラスチック 

   毎週月曜日              １月 ９・１６・２３・３０日（月） 荒ゴミ置き場 

２月 ６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）                   １月  ８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 


