つ つ じ が 丘 自治 会ニ ュ ー ス

2019 年 9 月（No｡302）

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

１．つつじが丘夏まつりの報告
今年は前日の 23 日の夜激しい雨がありましたが、24 日にはほとんど残っていま
せんで、実施には影響はありませんでした。
当日は開始してから、パラパラと雨は降って心配をしましたが、かえって涼しくな
り絶好の夏まつり日和でした。
スタッフのみなさんは水分補給をしながら頑張りました。
開始時刻の 17 時には公園いっぱいの人出がありました。今年も盆踊りやソーラン
を１８時 30 分から始めました。今年は運動会でつつじが丘ソーランがなくなるとい
うことで、子どもたちも喜んで参加してくれました。有志の皆さん、子供会の役員さ
んも多数参加していただき、踊りが盛り上がっていました。ソーランでは森先生を中
心に子どもたちがたくさん参加しました。
垂水区からは区長・まちづくり課長などたくさんの方に参加していただきました。
桃山台中学校からは、教頭先生はじめ、たくさんの先生方、生徒が当日の夜店の協
力をしてくれました。今年もベルマーク委員会の参加がありました。
ゴルフの会の男性陣が見廻り、ごみ拾いのほかに、踊りの輪の確保のため、お店の行列
を何度も整理して下さいました。
今年はそれぞれのお店も順調で２０時 45 分に終了を宣言し成功裏に終わりまし
た。 ご協力ありがとうございました。
2019 年度つつじが丘夏まつりの協賛金をいただいた一覧です。
１２万円 神戸桃山台ショッピングセンター オリックス不動産投資法人、
カインズ神戸垂水店、大和情報サービス（株）、（株）マルハチ、
㈱キリン堂、英国屋㈱、ヤマダアウトレット神戸垂水店、
コリーナ垂水内（株）タカハシテクノ、鎌倉パスタ神戸名谷店、
リサイクルショップ良品買館垂水店・海鮮鮨力丸神戸垂水店
５万円 東急不動産（株）、ジャトー（株）
３万円 （株）建築 カナダ・ジェームス山自動車学院、
つつじが丘青少協、トーホーストアつつじが丘店
１万５千円 神戸西動物医療センター
１万円 赤松歯科医院、赤羽薬局、
宇佐美眼科医院、理容フォーレ、
山陽バス（株）、らーめん味華
（株)東急コミュニティ、
パナショップヤマモト、
名谷病院、（株）カイト、
おぎの小児科、
おぎのこどもクリニック、
とみさわクリニック
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５千円 日幸電商、大山歯科、神戸つつじが丘郵便局、
神戸トヨペット（株）名谷店、なかむらクリニック、余医院、
（株）王将フードサービス、養畑商店、名谷産業（柚耶の里）、
前田整形外科、ヘアーファクトリージョリー、藤井内科クリニック、
神戸新聞垂水東販売、（株）ニューアクト、㈲ブルシェ、
３千円 わかまつ、桃山台動物病院、浜野外科胃腸科、髪道場、
レーブ・ドゥ・シェフ、日新商事つつじが丘給油所、Ｍ’s Ｋitchen
２千円 コープこうべ桃山台、神戸桃山台郵便局、
賛助金 合計 5８５,000 円
たくさんの方々の夏まつりへの協賛を感謝します。
ありがとうございました。

2．つつじが丘総合防災避難訓練に参加しよう
（1）つつじが丘防災避難訓練が行われます。
日時 2019年11月9日（土）9:00開始 閉会式12:00
場所 各支部の一時避難場所（公園）からつつじが丘小学校
内容 震度7体験・煙体験・ＡＥＤ体験・避難所体験・消防音楽隊による演奏等
その前に住民説明会・講習会と、各つつじが丘の団体や自治会役員・後期班長等によ
る研修会を行います。
（2）住民説明会・講習会
日時 2019年9月8日（日）10:00～12:00
場所 つつじが丘小学校体育館
内容 ①「災害ボランティア活動の経験から」神戸大学の先生
②「南海・東南海地震の影響」「土砂災害について」垂水消防署
③つつじが丘防災避難訓練についての説明
シート引きや椅子並べがありますので、役員の方は8:30頃に体育館に集まってくだ
さい。
※公園清掃の日ですが、早めに終わって全員参加をお願いします。
（3）各団体役員（後期班長を含む）の研修会（役員会の後）
日時 2019年10月20日（日）10:30から
場所 つつじが丘自治会集会所
内容 訓練のシュミレーションを行います。
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3． 敬老の日について
自治会・ふれあいのまちづくり協議会では敬老の日に合わせて次のような取り組み
をしています。敬老のつどいはふれあいのまちづくり協議会、記念品は自治会という
ようにつつじが丘全体でお祝いしています。
（１）敬老のつどい（ふれあいのまちづくり協議会主催）
9月１３日（金）１３：３０～ 自治会集会所

（２）敬老の日の記念品（自治会）
① 2019年４月１日～2020年３月３１日の間に７０才・７５才・８０才・８５才
・90才以上になられる方が該当します。7月の末から回覧を回しました。ご希望
の方は記入をしていただいたと思います。
② 今年から100歳以上の方には年齢を書いていただきたいと思います。
（90才以上でない方は5年に1回です。お間違えにならないようにお願いします。）

4．生活文化部からのお知らせ
文化祭が近づいてきました。地域の文化的交流の場として、例年通りご協力をお願い
します。第一会場（自治会集会所）と第 2 会場（つつじが丘小学校体育館）です。
第一会場
日時 2019 年 10 月 27 日（日）10:00～16:00（開場は 9:00 です）
場所 自治会集会所
※ 第一会場の出展者の打ち合わせは 9 月 10 日（火）10:00 からです。
個人・サークルの代表に方は出席をお願いします。第 2 回目は 10 月 8 日（火）
に予定をしています。

5．子供会からのお知らせ
（1）夏祭りの落し物について
８月２４日（土）の夏祭りにて落し物がありました。お心当たりのある方は、つつじ
が丘地域福祉センター（ふれあいセンター）に置いてありますが、これらの落とし物は
子供会にて保管してあります。お心当たりのある方は田中までご連絡下さい。
・ピンクのイヤリング
・ハンドタオル（白と黒の格子柄）
・園芸手袋（右手のみ・色は赤と黒）
・水鉄砲（紫色と赤色）
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（2）つつじが丘公園掃除
８月２５日（日）子供６人、大人１７人、夏祭りの後の掃除を行いました。
次回の公園掃除９月８日（日） ９：３０～（雨天中止）です。
（3）囲碁・将棋教室
次回の予定は、９月１４日（土）です。
※ ２８日は、運動会のためお休みです。
時間 10:00～11:00
ふれあいセンター2 階
（4）１０月の行事予定
小学生４年生以上を対象に『秋のバス旅行』を企画しています。
日 時
１０月５日（土）
※ バス旅行の詳細は、回覧させていただいています。

6．福祉部からのお知らせ
給食サービスについて
自治会では給配食サービスから配食をやめ、会食を中心とした給食にしています。
少しでも外に出ていただく目的ですから多くの方の参加をお願いします。

★ 一人暮らし・高齢者給食サービス 「ふれあい給食会」
日時 ： ９月２７日（金）１２：００～
対象者： ６５歳以上の一人暮らしの方、８０歳以上の方で会食に参加できる方
※参加ご希望の方はご連絡下さい※
申し込み・問い合わせ：当日集会所にお越し下さい。
（又は当日集会所へ☎７０９－２３４６）

7．小学校開放運営委員会からのお知らせ
（地域貢献事業）
花と野菜づくり
９月１４日（土）

１３：３０～１５：００

小学校の畑と花壇

つつじが丘読書の会（はちみつ）
９月 7日（第一・土） １４：００～１６：００

市民図書室

１０月 5日（第一・土） １４：００～１６：００

市民図書室
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8．つつじが丘シニアクラブのお知らせ
（1） ９月１６日（月）のハイキングは

敬老の日のため休会します

（2） つつじが丘ボウリング大会開催
９月１８日（水）１０：00 イオンジェームス山

（3）グランパの城
９月１９日（木） ９：３０ 集会所 米１合 ３００円持参

（4）区老連主催グラウンドゴルフ大会
９月２６日（木） １０：００ 平磯グランド

（5）喫茶ほっこり
１０月７日（月） １０：００～ １００円
手作り菓子あり おしゃべりに花が咲いています！

（6）会報・広報誌つながると一緒に赤飯をお届けします
９月１０日（火）。夕方までにお会い出来ない場合はお届け出来ませんのでご了承
ください（シニアクラブ会員の方）

（7）雑巾用古タオル等の提供有難うございました、小学校等へ贈呈します。
この企画は継続して行きたいと思います、引き続きご協力をお願いします

（8）前回の区老連主催輪投げ大会Ａ・Ｂ２チーム参加、其々４位・６位と入賞しました、
１１月１５日（金）市老連輪投げ大会に２チームとも参加します、祈健闘！
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9．民生委員児童委員からのお知らせ
「笑顔の広場」
福祉関係全般の相談をお受けいたします。桃山台あんしんすこやかセンターから地域支え
合い推進員も加わり情報の提供をいたします。
また主任児童委員は、子育ての相談もお受けしております。
お気軽にお立ち寄りください。
※ なお、小さなお子様がおられるご家庭や、外出困難な方のご相談には訪問もいたしてお
ります。
日 時
９月２５日（第 4 水曜日） １０：００～１２：００
場 所 つつじが丘ふれあいセンター
各地区担当 民生委員児童委員
１・２丁目
山田 良江
３・４丁目東
小林 兼一郎
４西・５丁目
吉本 純美
６・７丁目
井村 由美子
主任児童委員
中田 尚美

10．お願い
中学校では、ベルマークを集めていますが、他にパックの底にテトラマークが印刷し
てあるテトラパックも集めています。パックを開いて束にして、ふれあいセンターか
桃山台中学校にお出しください。

11．気をつけましょう
（1）ペットの散歩はマナーを守りましょう
① リードは必ずつける
大型犬のリードを外して散歩をしている人がいます。おとなしいといっても急に
人にかみついてしまうケースが報告されています。そうなると飼い主の責任が生じま
す。必ずリードはつけて散歩してください。近所の人が注意しても無視されたそうで
す。事故が起きてからでは遅すぎます。必ずリードをつけて散歩してください。
② 糞は必ず持ち帰る
糞をした後、後始末をしないで放置する人がいます。必ず持ち帰りましょう。

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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★ ＣＡＴＶ管理組合の入会・転居による退会、管理費収納、口座番号変更等の諸手続きの
連絡は、

（連絡先）長谷川公子

★ ご家庭のテレビ（つつじが丘ＣＡＴＶ）の写りが悪いときは
（連絡先） JATO電話番号

昼間

０６－６３５１－２９３１

休日および夜間

０６－６３１５－７９７７

★ 地デジ実施に伴う相談は
（相談先） 油谷 泰
★ 宅内配線に問題がある場合は、つつじが丘ＣＡＴＶについて対応できる電気工事の店を
確認していますので、必要な場合は問い合わせください。
（有）テクニカ、北舞子4丁目、 ０７８－７８１－７７６３
パナショップヤマモト、名谷町、 ０７８－７０７－８１６２

今月のゴミ収集・廃品回収・公園清掃
☆ 新聞、雑誌、ｱﾙﾐ缶、古着、古布

１～４丁目

９月 ４・１８日（水）

ダンボール、牛乳パックの廃品回収

生ゴミ置き場

１０月 ２日（水）

〃

５～７丁目 ９月１２・２６日（木）

〃

１０月１０日（木）

〃

廃品回収は、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

毎週火曜日・金曜日

生ゴミ置き場

☆ 燃えないゴミ（ガラス類、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 ５・１９日（木）
１０月 ３日（木）

荒ゴミ置き場
〃

☆ 缶･ガラス瓶・ペットボトル
毎週水曜日

９月 ４・１１・１８・２５日（水） 荒ゴミ置き場
１０月 ２日（水）

〃

☆ 容器包装プラスチック
毎週月曜日

９月 ２・９・１６・２３・３０日（月）
１０月 ７日（月）

荒ゴミ置き場
〃

それぞれ指定袋に入れられるものです。入らないものは大型ごみで有料です。
★公園・道路清掃（自治会）

９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。
広報紙作成者：自治会長 小寺俊彦（2019年９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。
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