つ つ じ が 丘 自治 会ニ ュ ー ス

2019 年 11 月（No｡304）

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
11月9日（土）は避難するときは、車はご遠慮ください。
また、役員の方も車はご遠慮ください。

２．「神戸市認知症サポーター養成講座」・「認知症声かけ訓練」について
今年は桃山台あんしんすこやかセンター・自治会・ふれまちが協力して「神戸市認
知症サポーター講座」を行い、その後声かけ運動を行います。
つつじが丘の８０歳以上の方が 350 人を超えていますし、一人暮らしの方も増加
傾向にあります。
つつじが丘では「認知症にならない」「認知症の方との関わり方」など幅広く学習
し、対応のできる地域であってほしいと思います。そのための養成講座ですのでたく
さんの方の参加をお願いします。
講座の後、そのまま「認知症声かけ訓練」を実施します。
つつじが丘でも一人暮らしや、認知症の人が増加しています。
今年から毎年同じ要領で行いますので各支部 5 名以上の参加を毎年参加できる
体制を作っていただきたいと思います。
支部長さん本部役員さんはできるだけ参加をお願いします。
主催 桃山台あんしんすこやかセンター・自治会・ふれあいのまちづくり協議会
日時 2019 年 11 月 13 日（水）14：00～15：30（受付 13：45）
引き続き 認知症声かけ訓練 15：30～17：00
場所 つつじが丘自治会集会所
内容 認知症サポーター養成講座Ａコース
・認知症とは？ ・認知症の方への接し方 等についての講義
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３．もちつき大会
１２月１５日（日）です。今年も２５０ｋｇの餅をつきます。
朝早くから準備をします。
各丁目の役割分担は１０月の役員会で支部長さんにお願いし
ていますが、１１月の役員会で集約をしますのでご協力をお
願いします。
日程の詳細は１２月のニュースでお知らせいたします。

４． つつじが丘文化祭の報告
文化祭が 10 月 27 日（日）に行われました。
今年は、よく晴れ少し暑いぐらいの文化祭日和でした。
文化祭参加者は、第 1 会場の集会所が 130 名、体育館は 311 名でした。
第１会場の集会所での展示は、華道、クレイクラフト（粘土）、さをり織り、俳句、
古布創作、トールペイント、モラ、絵手紙、帆船、リボン、キルト、袋物、エプロン
など素人が作ったとは思えないような作品ばかりでした。
子供たちも参加できる織物の実演もありました。
第２会場の体育館では和太鼓ふくだ、太極拳、手話で歌おう、
日舞、環境局ワークショップ、コーラス、リズム体操、つつじクイズと
ビンゴゲーム、スーパーボールすくいなどがありました。
参加したサークルでは皆それぞれにあった衣装を着けて楽しく発表されました。
また、今年も「和太鼓ふくだ」や環境局垂水事業所のごみについての話とバイオリン
・キーボ―ドの演奏があり、ボンゴなども加わった演奏までしていただきました。
小学生の児童画・造形作品、小学校の先生の作品、自然素材の木工作品展、子どもの
作品、自然素材で出来た作品や自然のものの観察などが展示されました。
最後はビンゴで盛り上がりました。
今年は垂水区長が来られました。挨拶もしていただき、
じゃんけんゲームにも参加していただきました。

５．つつじが丘一斉の道路掃除
１２月 8 日（日）９：００からです。3 丁目以外は 1 年間に一回の道路清掃です。
近頃はたくさんの人が毎日道路の落ち葉の掃除、草取りなどをしていただいています。
ありがとうございます。
一斉道路清掃の詳細は１２月のニュースでお知らせしま
す。
ご協力をお願いします。
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６．子供会からのお知らせ
（１）公園掃除
10 月 13 日(日) 子供 6 人・大人 5 人の参加がありました。ご協力ありがとうござ
いました。
次回の公園掃除は 11 月 10 日(日) 9 時 30 分からです。
（雨天中止）
寒くなってきましたが、沢山のご参加をお待ちしております。
（２）バス旅行
10 月 5 日（土）天候にも恵まれ、子供 4２人・大人 5 人で元気に出発しました。
秋の空というより夏日に近いような天候の中、淡路島へ向かいました。車内ではゲーム
をいろいろ考えていましたがそれ以上に子供たちのアカペラカラオケ大会が想像以上に
盛り上がりました。
ウェルネスパーク五色ではうどん作り体験として粉をこねるところから行い、真剣な
表情で足踏みでの生地作り、成形、うどんを切る作業を行い、釜揚げでおいしくいただ
きました。
午後は淡路島陶芸館でお皿、お茶碗、コップの中から好きなものを一つ作り上げまし
た。焼きあがるのは年明けになるのでもう少し楽しみにお待ちください。そして帰りの
バス乗車時間までのわずかな時間に近くの海で季節外れの海遊びをして終了しました。
子供たちのいろんな表情がみることができ、楽しい一日を過ごさせてもらいました。
子供たちの感想
・うどんつくりは難しいのかな？と思ったけど、友達と一緒に作れたのでよかった。
・手作りのうどんはコシがあっておいしい！大満足！
・公園や海で遊ぶ時間もあって楽しかった。
・陶芸は思ったような形にならなくて苦労したけど、完成が楽しみです。
（3）子供映画会 「ポケットモンスターみんなの物語」
日 時：11 月 30 日（土） 14：00～16：30 頃
場 所：つつじが丘自治会集会所（1 丁目）
※ 先月のお知らせと内容を変更しています
※ 申込みは子供会回覧板で行います。
（11 月 15 日締め切り）
お菓子の用意の都合上、申込みのないかたの当日飛び入り参加はできません。
（4）囲碁・将棋教室
10 月 12 日(土) 台風のため中止
10 月 26 日(土) 囲碁０人・将棋４人
※ 11 月は、つつじが丘防災避難訓練と祝日のためお休みになります。
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７．つつじが丘シニアクラブのお知らせ
・１０月２９日（火）区老連主催のボウリング大会があり選抜４名が出場しました
１２月 ６日（金）市老連主催の大会に上位成績の２名が出場します
・１１月 ３日（日）ハロウィン行事 旧集会所⇔つつじが丘公園 １３：３０～
・１１月１１日（月）たびたび旅へ 大阪太陽の塔
・１１月２１日（木）グランパの城 集会所 ９：３０～ ３００円 米１合
献立は酢豚と春巻き他
１０月の蕎麦打ち体験は楽しく・美味しい手打ちの蕎麦を食べました！
・１２月２日（月）喫茶ほっこり 集会所１０：００ １００円 手作り菓子あり
毎回、話に花が咲いています！ 一度覗いてください！！

８．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 ： １１月２２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）

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
場 所

１１月２７日（第 4 水曜日） １０：００～１２：００
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
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10．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
１１月１６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）
１１月 ２日（第一・土） １４：００～１６：００
市民図書室
１２月 ７日（第一・土） １４：００～１６：００
市民図書室

11．つつじが丘親睦ゴルフ会のお知らせ
10 月 21 日（月）、2019 年度第 3 回つつじが丘親睦ゴルフ会コンペ（通算 18 回目）
が開かれましたので、お知らせします。
・会 場
大神戸ゴルフ倶楽部
・参加者
24 名（男性 21 名、女性 3 名）
・上位入賞者 優 勝
四宮重治（6 丁目）
準優勝 赤羽和弥（2 丁目）
3 位
内野洋次（2 丁目）

12．気をつけましょう
（1）ビールやジュースなどのアルミ缶は集団資源回収の日に出してください
アルミ缶が缶・ビン・ペットボトルの日に出される方がたくさんいます。
アルミ缶・古布などは集団資源回収の日に出してください。
10 月から新聞紙・雑紙・段ボールは 1ｋｇ5 円から 3 円に下がり
ました。その他は従来通りです。大切な自治会の収入になりますので、
ご協力ください。
（２）ゴミの収集のためのルールを守りましょう
ごみ収集のステーションにゴミを出す時間はすべて５：００～８：００です。
皆さんの協力できれいに使っていますので、ルールを守ってください。
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13．お知らせ
（1）ベルマーク収集活動へのご協力のお願い
ベルＰの会 代表 田中由美
晩秋の候、地域の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げま
す。
平素よりベルＰの会の活動にご理解、
ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
さて、本年度も例年同様、ご協力いただく店舗にベルマーク回収箱を設置いたしてお
りますので、お手数ですがベルマークをご自身で収集していただきました後、下記の設
置場所をご参照のうえ各回収箱にご投函ください。なお、ベルマークはできるだけライ
ンに沿って切り取って頂けましたら幸いです。作業工程が軽減されます。
ひとりでも多くの方のご協力をお待ちしております。
＊この活動は地域の子どもたちに役立てる目的で、地域のボランティアが実施しております。
設置場所

☆神戸市立桃山台中学校（職員室前廊下）
☆神戸市立下畑台小学校（玄関を入って正面の机）
☆神戸市立つつじが丘小学校（職員室前廊下）
☆つつじが丘 ふれあいセンター（ホワイトボード下）
☆桃山台 地域福祉センター（受付窓口）
☆つつじが丘ビレジ（管理人室）
☆コープこうべ 桃山台店（レジ台）
☆トーホー つつじが丘店（レジ台）
☆神戸桃山台郵便局（窓口ロビー）

なお、パソコンのプリンターのインクカートリッジ（エプソン、キャノン純正）も
回収しておりますが、通常のベルマーク回収箱とインクカートリッジの回収箱は異な
りますので、ご注意ください。
（2）1 丁目の集会所前の駐車場に３台の空きが出ました。
自治会集会所前の駐車場の利用を考えている方は、自治会役員まで連絡ください。

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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★ 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 １１月 ６・２０日（水）
ダンボール、牛乳パックの資源回収

生ゴミ置き場

１２月 ４日（水）

〃

５～７丁目 １１月１４・２８日（木）

〃

１２月１２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 １１月 ７・２１日（木）

荒ゴミ置き場

１２月 ５日（木）

〃

☆ 缶･ガラス瓶・ペットボトル
毎週水曜日

１１月 ６・１３・２０・２７日（水）

荒ゴミ置き場

１２月 ４日（水）

〃

☆ 容器包装プラスチック
毎週月曜日

１１月 ４・１１・１８・２５日（月）

荒ゴミ置き場

１２月 ２日（月）

〃

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）

１１月 １０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11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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