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１．もちつき大会
１２月１８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 11 月の役員会で支部長さんにお願いしますので、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ので、ご確認下さい。

２．つつじが丘一斉の道路掃除
１２月１１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。

3．つつじが丘文化祭の報告
文化祭が 10 月 30 日（日）に行われました。第 1 会場の自治会集会所の参加者は
大人 180 名・子ども 56 名で合計２３６名でした。また第２会場のつつじが丘小学校体
育館は大人３０９名・子ども１４５名で合計４５４名併せて延べ６９０名でした。
今年の朝は寒いほどでしたが、よく晴れて第１会場・第２会場とも人の熱気で暑い
ぐらいでした。内容も充実し体育館では子どもの作品や先生方の作品、つつじが丘の
周辺の写真、木工教室や自然のものの観察などが展示されました。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「福田の太
鼓」や環境局垂水事業所のごみについての話とバイオリン・キーボードの演奏が場を盛
り上げて下さいました。最後はビンゴで盛り上がりました。
第１会場の展示は、素人の作品したものとは思えないような
ものばかりでした。
今年は神戸市の環境局の塗料や農薬などの回収と調査があり、
２８８件もの回収がありました。他地区の方も来られたため、
車の来場が多く、近隣の方には大変迷惑をおかけしました。
今年初めて行われたものなので様子もわからず大変だったことは
神戸市に伝えました。

４．つつじが丘徘徊高齢者ＳＯＳ訓練報告
10 月 13 日(木)に「第５回徘徊高齢者ＳＯＳ訓練」を行いました。
～認知症になっても、安心して暮らしていける地域づくりをめざして～
というスローガンで、地域の方が認知症を正しく理解し、徘徊時の本人の気持ちに配慮
した声かけや見守りができるようになることを目標として行いました。
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終了後ふりかえりの会を行いました。そのときでた意見には次のことがありました。
徘徊 SOS 訓練 感想
○ 時間帯が良くなかったのか、人通りが少なかった。
○ 訓練参加者が徘徊者役の人を取り巻きすぎていて、一般の人が声をかけにくそ
うな場面もあった。
○ アンケートの項目が多すぎて、書きにくそうだったし、回収に困った。
○ 以前、中学生が徘徊者役に声をかけてくれたことがあった。その時のように実
施時間・実施時期を中学生が参加できるような日時にしてはどうか。
○ 徘徊者役が歩いていても、全く無視の人もいたが概ね好意的に関わってくれた。
○ 回覧板などで、訓練実施のお知らせはしているが、まだまだ訓練について知らな
い人がいると思う。訓練日の周知を徹底できる方法はないか。
○ ローソンに関しては、前もって訓練が有るということを
伝えているにも関わらず、
当日の店員さんにはそのことが伝わっていなかったようで、
戸惑っているような風だった。
○ 来年の訓練でも、今回のように徘徊者役のゼッケンを付けて
実施する方が良い。
○ 研修を受けた後で参加している人は、徘徊者役の人に声を
かけるのがうまかった。
○ 何度も訓練に参加することで、実際に徘徊者に遭遇した時も
慌てずに対応できる
と思う。だから、訓練は毎年実施してほしい。
○ こういう訓練は他人事と考えてしまうと意味が無くなる。
誰もが徘徊者に遭遇する可能性があるし、また、自分自身も
徘徊者となる可能性もあることを忘れてはいけないと思う。
人ごとではありませんので、みなさんの協力で良いつつじが丘にしていけるよう
にお願いします。

５．高齢者の交通教室の報告
10 月 28 日(金)13:00 から垂水警察・兵庫県警から来ていただき、交通教室が行
われました。初めに垂水署の方から振り込め詐欺などの被害に遭わないよう話があり
ました。
①垂水区は今年は少なくなったが、以前は被害が多かった
②近頃は役所の担当者を名乗って健康保険の還付金詐欺が多くなった
③家族構成や貯金額などを銀行を名乗って聞くなどの電話があった場合は、警察や
家族近くの人などに相談する
などの話がありました
交通教室では、県警の方の話には楽しくルールについての話があり、道路横断の
最新機器を使った自動車のスピードの勘違いなどの体験をさせていただきました。
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６． 子供会からのお知らせ
（１）公園掃除
10月9日(日) 子供7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13日(日) 9時30分からです。
（雨天中止）
（２）バス旅行
10月29日(土)前日からの雨模様の天気も回復し、
出発時間には朝日に照らされ西の空に大きな虹がかかる中、子供46人、大人5人で兵庫
県立ゆめさきの森公園、姫路市立水族館へ出発しました。ゆめさき森公園ではネイチャ
ーフレーム（写真立て）を作りました。 同じ材料を使いましたがそれぞれに工夫しオ
リジナルの作品になりました。
バードコール（さえずりで鳥を呼ぶ道具）のクラフト作りは、作業自体は難しくあり
ませんでしたが、力の要る作業で子供達には少し大変だったようです。上手く仕上げな
ければ鳴りにくいのですが、皆が鳴らす事が出来てとても嬉しそうでした。
自然観察では、特に6年生が興味を持って職員の方の説明を聞いていました。
次の姫路市立水族館では、身近な生き物の展示や説明を熱心に見たり、触ったりしな
がら館内を回りました。後半の自由行動では、サメやエイ、貝やヒトデ、ウニなどに触
る事の出来るタッチプールが人気で、子供達は大はしゃぎでした。
つつじが丘に帰ってから集合写真を配りました。
ネイチャーフレームに入れて飾って欲しいな～って
思います。
どちらの施設でも良い体験ができ、とても楽しいバス旅行になりました。
ご参加、ご協力いただきありがとうございました。
（3）子供映画会 「ズートピア」
日時：11月12日（土） 14：00～16：30
場所：つつじが丘自治会集会所（1丁目）
※申込みは〆切りました。お菓子を用意する都合上、申し込みのない方は参加できません。
（4）囲碁・将棋教室
10月8日(土) 囲碁3人・将棋7人
10月22日(土) 囲碁5人・将棋3人
11月の予定

12日（土）
・26日（土） 10時～11時

場所：ふれあいセンター2階
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（5）交通ルール
子供たちが自宅より離れ自転車に乗る機会が多々有るかと思います。
スピードを出しすぎていたり、一旦停止をせず周りも確認していない子供達がいてとて
も危険な場面を見かけたり聞いたりしております。
大切なお子様に怪我をさせない、他人に迷惑をかけないようご家庭で自転車に乗ると
きのルールをご指導頂きお子様とお話ししていただくようにお願い致します。

７．福祉部からのお知らせ
給食サービスについて
自治会では平成 24 年度からの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２５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）

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
１１月３０日（第５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
３・４丁目東
髙橋
４西・５丁目
保田
６・７丁目
井村
主任児童委員
中田

良江
雅代
光雄
由美子
尚美
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９．小学校開放運営委員会からのお知らせ
（地域貢献）
花と野菜づくり
１１月１２日（土）１３：３０～１５：００

小学校の畑と花壇

10．つつじが丘老人クラブからのお知らせ
（１）親善旅行
１１月７日（月）、和歌山方面へバスで親睦旅行に行きます。
コース：道成寺⇒みかん狩り⇒湯浅醤油の見学

11．お礼
先日定期券を紛失した時のお礼を載せてほしいとの依頼がありました。
「９月 24 日（土）の午後 6 時半過ぎに、5 丁目のつつじが丘バス停付近で定期券を落と
してしまいましたが、その 2 日後垂水警察署から定期券が届いているとの連絡があって、早
速警察署に行き、無事に定期券が手元に戻りました。拾って届けて下さった方にお礼をと思い、
お名前を尋ねたのですが何も教えていただきませんでした。何とか感謝の気持ちを伝えたいと
思い、この誌上をお借りしました。本当にこのたびはありがとうございました。心から感謝し
ております。」
7 丁目 森岡

12．つつじが丘 CATV 管理運営組合よりのお知らせ
定期的な部品交換の為、工事を次の予定で行います。日時場所は次の通りです。

工事日

11月17日（木）～11月18日（金）

工事時間 10：００～16：30
工事場所 つつじが丘７丁目１～１６
つつじが丘７丁目１８及びみはらし台
です。
※ 住戸内での作業はありません。
※ 雨天の場合は、翌日の同時間帯に順延します。
※ ビデオ等での録画（予約時間）も同時に映像が途切れます。
※ テレビには影響はありませんので、電源スイッチを切る（OFF に
する）必要や電源コンセントを抜いていただく必要はありません。
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13．注意しましょう
（１）オオスズメバチなどのスズメバチに注意しましょう
つつじが丘でもスズメバチが増えているようです。家の軒下や天井裏まで巣を作るようで
す。何匹かのスズメバチが家のまわりを飛んでいれば、巣があるかもしれませんので確認を
お願いします。
もし、スズメバチ・ミツバチの巣があれば
神戸市ハチ相談ダイヤル（委託業者：一般社団法人 兵庫県ベストコントロール協会）
０１２０－９４７－９８８
平日８：４５～１７：３０
または、垂水衛生監視事務所（神戸市垂水区日向 1-5-1 垂水区役所内 2 階）
０７８－７０８－６２３０
にご相談下さい。
ススメバチ・ミツバチ以外は自己負担になります。また、空き家にススメバチの巣を発見
したら自治会に連絡下さい。
（２）アルゼンチンアリに注意しましょう
7 丁目でアルゼンチンアリが確認されました。環境省がつつじが丘に調査に入ります。
分布などが確認された段階から対策についての協議が始まります。駆除には 2 年間ほどか
かるそうですし、薬剤散布にも人出がいるようですのでご協力をお願いします。駆除ができ
るまでは、他のアリと同じような対策をお願いします。7 丁目以外にも広がっているかもし
れません。気をつけて下さい。
《アルゼンチンアリ》
暖かいところのアリで日本ではいないアリです。日本では「特定外来生物」指定され
飼育したり、移動させたりしてはいけないと法律で決められ罰則規定もついています。
今までは神戸ではポートアイランドだけに生息が確認されていました。毒性は他の
アリと同じぐらいでかまれると赤く腫れる程度だそうです。寒くなると家の中の暖かい
ところに入りやすいですから普通のアリの予防と同じような方法で防いで下さい。

（３）公園の網について
公園の砂場につけている網は、犬や猫の排泄物を防ぐ目的です。以前は砂場を使いたくて
も臭くて使えないとの声が各地で上がっていました。つつじが丘でも同じ状態でした。みな
さんの意見を元に網をつけていただきました。子どもたちが砂場で遊ぶためにも清潔に保た
なければなりません。
砂場を使うときは、面倒ですが網を取り除き使用した後はま
た網をつけて下さい。もし金具が外し難いものがありましたら、
連絡下さい。
毎月の公園掃除の時も、草を取ったり砂が固まらないようお
願いします。
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（４）ごみの不法投棄について
① ４丁目の燃えるごみのステーションに家の整理をしたと思われる燃えるごみが
63 袋も収集日の 2 日前の夜に捨ててありました。近所の人が見つけましたが大量すぎ
て大変なことになっていました。大勢の方の協力で整理をしましたが、環境局に連絡し
対処をお願いしました。1 週間ビラを貼っておいておきましたが、引き取り手はなく、
仕方なく収集していただきました。
引っ越しや、家の整理で大量のごみが出た場合は、２・３個に分けて出すか、業者に
自己負担で回収を頼むなどして下さい。今回の事はごみステーションがいっぱいになる
ような状態で、近隣のみなさんがごみを出すのに困るほどでした。絶対に無いようにお
願いします。
② 6 丁目の燃えないごみステーションに、以前からスプレー缶が中身があったり、缶に
穴を開けないでそのまま置いてあるケースが続いています。スプレー缶は穴を開け安全
にして燃えないごみの袋に入れ、お出し下さい。ここでは以前パッカー車が燃えるとい
う事件が起きています。気をつけて下さい。

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
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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 １１月 ２・１６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

１２月 ７日（水）

〃

５～７丁目 １１月１０・２４日（木）

〃

１２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

１１月 ３・１７日（木） 荒ゴミ置き場
１２月 １日（木）

〃

☆ 缶･ｶﾞﾗｽ瓶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
毎週水曜日

１１月 ２・９・１６・２３・３０日（水） 荒ゴミ置き場
１２月 ７日（水）

〃

☆ 容器包装プラスチック
毎週月曜日

１１月 ７・１４・２１・２８日（月） 荒ゴミ置き場
１２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）

１１月１３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 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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