つつじが丘自治会ニュース

2016 年 8 月（No.265）

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
開催日時：８月 20 日（土）１７時～２１時《小雨決行、雨天 8 月 21 日（日）順延》
場
所：４丁目つつじが丘公園
夜店担当：
１丁目 おでん
６丁目
ﾖｰﾖｰすくい
２丁目 ｼﾞｭｰｽ､ﾋﾞｰﾙ､ｱｲｽｸﾘｰﾑ
７丁目
ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙすくい
３丁目 綿菓子
サッカー部
おもちゃ
４丁目 お好み焼
中学校
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ、焼き鳥
５丁目 焼きそば
高校生有志
ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ
若者有志 豚まん、中華ちまき
生活文化部 夜店手伝いなど
子供会 当日券販売、放送、その他
踊り 有志
パトロール 交通防犯・つつじが丘ゴルフ愛好会・小中学校 PTA・青少協
高校生・若者集まれ！！
８月２０日（土）、「つつじが丘夏祭り」 に高校生の夜店「ポップコーン」、
若者たちの店「豚まん、中華ちまき」の店開きをします。
当日手伝ってくれる人を募集します。
学年、性別問いません。誰でも気軽に参加して下さい。
８月２０日（土）午後４時、つつじが丘公園に集合して下さい。
①

商品券販売
前売り券販売の回覧を７月 18 日から 28 日に行いました。
前売り券の申し込みは終わっていますが、後ほど班長さんが前売り券を持って集金に伺
がいます。
・商品券は、前売り券（１２０円）、当日券（１５０円）となっています。
・当日券の販売は当日１７時からです。
・前売り券・当日券は、必ず祭りの期間中に使い切るようにしてください。
来年は使えません。

②

夜店のお手伝いは各丁目班長さん（今年度）にお願いします。
・前後期の班長さんのご協力をお願いします。また、班長さんでなくてもお手伝いでき
る人は支部長さんにご連絡下さい。暑い中ご苦労様ですが宜しくご協力下さい。
・支部長さんから本部に報告された方にはお手伝い券等（券 3 枚＋おにぎり１個＋お
茶）をお渡しします。

③ 食中毒防止対策のため必要に応じて手袋、消毒液等万全の衛生体制で取り組みます。
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※ 昨年の夏祭りでも終わった後、公園内やつつじが丘ショッピングセンター内で、なかな
か家に帰らない少年たちがいました。各家庭でも夏祭りが終わった後は早く帰宅するよ
うにお話し下さい。
※ 子どもたちも参加しやすいように盆踊りの開始時間を早めます。昨年から 18 時から盆
踊りを始めています。たくさんの方の参加をお願いします。
※ 今年は夏祭り会場であるつつじが丘公園周辺を禁煙とします。昨年もたくさんの人が参
加していただきましたが、近年どこのイベントでも禁煙が当然のようになっています。
ご協力をお願いします。
※ おもちゃのおつり券は当日券への変換や他のコーナーでは利用できません。
※ 盲導犬や介助犬以外のペットは会場内に入れないようにお願いします。
地域の皆さんの楽しみでもありますので、ご協力をお願いします。
※ お持ち帰りのためなどのビニール袋は用意できませんので、各自ご用意下さい。経費の
削減にご協力下さい。
※ 会場やその周辺の警備をしていただく方を募集しています。参加していただく方は、自
治会役員に連絡してください。
※ これからの予定
８月１４日（日）8:00～ つつじが丘公園の草抜き
１７日（水）または 18 日（木）から
リース業者による準備

２． 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
9 月９日（金）１３：３０～ 自治会集会所
（２）敬老の日の記念品
①2016 年４月１日～2017 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。
（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。
）
（３）7 月の末から回覧を回しますのでご希望の方は記入をお願いします。

３．生活文化部からのお知らせ
報告
○６月のバザーの売り上げ金額に追加６,１５０円がありました。
個人の出店をして下さった方のご好意と、ふれあいセンターに商品を２週間陳列させてい
ただいたためです。前回の報告金額との合計２６,３１５円は自治会会計にいれさせていた
だきます。
○市民花壇トーホー前は、７月から自治会本部役員（支部長さんを含む）さんにも夕方の水
やりをご協力いただいています。９月までお世話になります。
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予定
○８月５日（金）午後は夏休みのため手芸の会は子どものみの参加です。なお、お手伝いし
てくださる方は例年どおり午後１時にはふれあいセンターにお越し下さい。

４．高齢者の交通教室の実施
今年も高齢者の交通教室を行います。10 月の給食サービスの後に行います。
給食サービスに申し込んでいない方でも参加できます。詳細は 9 月・10 月のニュ
ースでお伝えします。
日時 10 月 28 日（金）13:00～
場所 １丁目自治会集会所

５． 子供会からのお知らせ
（1）「みんなで踊ろう」について
7月8日（金）15：40～16：40につつじが丘小学校にて「みんなで踊ろう」を
開催しました。子供91人・大人9人、合計100人の参加がありました。
講師の森先生ご指導の下「つつじが丘ソーラン」「ロックドンパン節」「明日がある
さ」を参加者みんなで踊りました。
あいにくの雨でとても蒸し暑い中での練習になりましたが、小学校の先生方も沢山
参加して下さり、子供達は楽しんで一生懸命に踊ってくれました♪
6年生が舞台に上がって、先生と一緒にみんなの見本として踊り、とっても格好よか
ったです！！低学年の子も真似をして踊り可愛かったです。途中には休憩で水分補給を
こまめにしながら鳴子を鳴らして練習致しました。練習を終え、最後にはおたのしみの
アイスを「青少協」よりいだだきました♪
教わったことを忘れずに 夏祭りや運動会で楽しく踊ってもらいたいと思います。
ご参加・ご協力くださった皆様ありがとうございました。
（2）のびのびプールについて
6月26日（日）～7月23日（土）までの土・日に学校開放「のびのびプール」を開
催いたしました。雨天は中止せざるを得ませんでしたが、予備日を含めて開催し、沢山
の方に利用していただきました。ありがとうございました。
水が冷たく感じられる日もありましたが、子供達は元気いっぱい。開始時間前から沢
山の子供たちが集まって開始を待ちわびていました。暑い中とても気持ちよさそうにプ
ールを利用している子供や泳ぐ練習している親子の姿を見る事ができました♪
指導員の方々のご協力のもと事故もなく無事に終了することができました。心から感
謝いたします。ありがとうございました。今後も子供達のために「のびのびプール」を
続けて行けるように 皆様のご協力よろしくお願い致します。
（3）ラジオ体操について
7月27日（水）～8月3日（水）まで各丁目の公園等で朝7時から行いました。
朝早いのにも関わらず沢山の子供達が参加してくれました。
今年度は 夏祭りの盆踊りの練習もしたので 夏祭りで楽しく踊って下さいね♪
各丁目公園周辺の皆様には早朝からお騒がせしましたが、おかげさまで今回も開催す
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ることができました。ご協力ありがとうございました。
なお、参加してくれた子供達には皆勤賞や参加賞を用意しております。また後日にお
配り致します。
＊上穂公園で、毎朝ラジオ体操を6時30分からしています！！
8月4日からはつつじが丘老人クラブの皆さんとラジオ体操をしましょう。
「早起きは三文の徳！！」何かいい事があるかも♪
（4）.熊本地震義援金のお礼と報告
7月9日～7月22日までふれあいセンターなどに義援金箱を設置いたしました。短い
期間でしたが1,823円の寄付がありました。お預かり致しました義援金は、垂水区子ど
も会連合会を通じて被災地に届けられます。ご協力いただきました皆様方に心より感謝
申し上げます。

６．福祉部からのお知らせ
給食サービスについて
8月は夏祭りのためありません。
9月は２３日（金）です。
ふれあいセンター主催のふれあい喫茶は8月26日（金）実施します。

７．小学校開放運営委員会からのお知らせ
（地域貢献）
７／３０（土）「夏休みの自然素材による工作教室」をつつじが丘小学校見守り隊
の日下部 秀夫さんに指導していただき、開催いたしました。
子供20人（内2人手伝い） 大人１５人 合計3５人の参加がありました。
木の実、木の枝や木切れを使い、想像力を膨らませて好きなものを作っていきます。
初めてノコギリやドリルを使った子は、おっかなびっくり工具をさわっていましたが
すぐにとても上手に使いこなして、すてきな作品を完成させました。
＊８月の予定＊
花と野菜づくり

８月１３日（土）１３：３０～１５：００ 小学校の畑と花壇

（つつじっ子わくわくタイム）
本事業では、つつじが丘小学校の施設を活用して地域の方々の協力のもと、毎週火
曜日の放課後（長期休業日は除く）に小学生の安全・安心な活動場所作りを勧めてい
ます。
１学期は5月17日からスタートし、7月19日までの計10回を無事に終えることが
できました。ご協力ありがとうございました。
本年度は87人の登録があり、のべ607人（平均61人）の子どもたちが毎回8～9
人の安全指導員の見守りのもと楽しい時間を過ごすことができました。月に１回だけ
ですが、「論語素読会」の皆さんのご協力で、お帰りまでの10分程度の時間を使って
、子どもたちに論語のお話をしていただいています。また今年度からは、新しい指導
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員の方に月１回手話も教えていただいています。今後も継続予定です。
2学期は9月6日からのスタートになります。「ビンゴだ！ボード」や「クリスマス
会」の特別行事も企画していますので楽しみにしていてください。
子供たちの溌剌とした様子を是非保護者の方にも見ていただきたいと思います。い
つでもお気軽にご参観ください。
代表世話人 中田尚美

８．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 ８月２４日（第４水曜日） １０：００～１２：００
場 所
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
髙橋 雅代
４西・５丁目
保田 光雄
６・７丁目
井村 由美子
主任児童委員
中田 尚美

９．気をつけましょう
（１）業者の訪問に気をつけましょう
7 月 13 日に「2 丁目で工事をした後、下水管の臭いが逆流しているおそれがある」と、
１～３丁目の各戸を訪問し臭気探知器で調べ、高いと「下水管が割れているので修理が必要」
と工事を勧めるという事がありました。
事業組合にも確認したところ、「工事をこれからするので可能性があるので回っている」
ということで回っている事業者と本部の違いを指摘し、抗議をしました。垂水区の他の地区
でも同じ事が起こっていました。充分注意をお願いします。
おかしいと思ったら、110 番へ連絡してください。

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
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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・資源集団回収・公園清掃
☆ 新聞、雑誌、ｱﾙﾐ缶、古着、古布

１～４丁目

８月 ３・１７日（水） 生ゴミ置き場

ダンボール、牛乳パックの資源集団回収
５～７丁目

９月 ７日（水）

〃

８月１１・２５日（木）

〃

９月 ８日（木）

〃

資源集団回収は、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（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

８月 ４・１８日（木） 荒ゴミ置き場
９月 １日（木）

〃

☆ 缶･ｶﾞﾗｽ瓶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
毎週水曜日

８月 ３・１０・１７・２４・３１日（水） 荒ゴミ置き場
９月 ７日（水）

〃

☆ 容器包装プラスチック
毎週月曜日

８月 １・ ８・１５・２２・２９日（月） 荒ゴミ置き場
９月 ５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）

８月１４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（2016 年 8 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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