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１．もちつき大会
１２月１８日（日）１０時～１１時半 つつじが丘ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内

☆もち米は、250kg 用意しますが、もちがなくなり次第終了します。
☆おもち券は別紙紙面で、一斉道路清掃の場所の図面の最後にありますから切り取って持
参下さい。おもち５個と交換します。コピーしたおもち券は交換できませんので、配布
されたおもち券はなくさないように気をつけてください。
☆なお、今年も子供券を発行しませんが、中学校 1 年生までは食べ放題です。お皿とお箸
を必ず持参下さい。（付き添いの方は食べられませんので、おもち券でおもち５個との
交換でお願いします。)
☆つつじが丘に他の地域から遊びに来たお孫さんは、中学校 1 年までなら、お持ち券を
持ってきていただければ、お餅が食べられます。
☆とらロープでで囲んでいるところは、つき手やまるめての等スタッフの方の子どもさん
も入らないようにお願いします。
☆お手伝いについて
各丁目から班長さんを中心に下記の通り応援下さい。また、つき手、取り手の飛び入り
参加は歓迎します。
つき手（男性：各丁目単位で 8:00～9:30、9:15～10:30、10:15～終了までの３名
です。
取り手及び餅を丸める作業は女性中心となりますが、
班長さんはできるだけ全員参加下さい。
その他の応援（生活文化部、子供会、老人会、サッカー部）。
☆もち米洗い
12 月１６日(金)午後 1 時より トーホーの広場
子ども会役員を中心にもち米洗いをします。ボランティアでの協力をよろしく。

２．つつじが丘一斉の道路掃除
１２月１１日（日）９：００～
毎年１回つつじが丘全体での道路清掃を行います。今年も１２月の公園掃除当番だけで
なく、みんなでつつじが丘の道をきれいにしたいと思います。道路の清掃に参加しにくい
方は、自分の家の周辺だけでも清掃をお願いします。
（場所などは後のページを参考にして下さい。
）

３．赤い羽根共同募金結果
１０月から共同募金のお願いを班長さんを通じて行いました。今年の募金額は、下記の
通りになりましたのでご報告いたします。ご協力ありがとうございました。
・各丁目から募金額 172,619 円
・大口募金額 60,000 円

合計 232,619 円

４．とんどまつり・総合防災訓練
1 月８日（日）が神戸市の消防出初め式のため、とんどまつりと総合防災訓練を
１月９日（月）にセットで行います。
多数の参加をお願いします。
1 月９日（月） 9:00～10:30 とんどまつり 上穂公園
1 月９日（月）10:30～11:00 総合防災訓練 上穂公園
①天ぷら火災の体験（消防署）
②水消火器による消火訓練（防コミ）
③保存食・豚汁の試食（福祉部・生活文化部・ふれまち）
※ 総合防災訓練の終了後、豚汁や保存食料の試食も行います。なお、数に限りがありま
すのでなくなり次第終了します。
※ 総合防災訓練には、皆さんの参加をお願いします。支部長さん、本部役員の方は全員
ご参加ください。

５． 子供会からのお知らせ
（１）公園掃除
11 月 13 日（日）
大人 9 人 子供 5 人
次回は、12 月 11 日（日）9：30～です。
（2）囲碁・将棋教室
・11 月 12 日（土）
囲碁 7 人
将棋 9 人
26 日（土）
囲碁 4 人
将棋 7 人
・12 月の予定 12 月 10 日（土）10：00～、年内最後になります。
24 日（土）お休み
・1 月の予定
1 月 14 日(土)、28 日（土）
（3）映画会
11 月 12 日(土)子供映画会を開催し、
「ズートピア」を上映しました。
子供 86 人、大人 13 人とたくさんの参加がありました。
スクリーンが新設されたという事で、本年の映画会は１丁目自治会集会所にて行いまし
た。
かわいらしい動物の登場と明るい音楽に、子供たちも一気にズートピアの世界へ入り込
んでいました。

登場する動物の愛らしさとは裏腹にストーリーのテーマは深く、大人も見入ってしまい
ました。大笑いなシーンも多くあり、集まった子供たちの笑顔をたくさん見ることができ
ました。途中、疲れてきたかな？と思うこともありましたが、みんな最後まで楽しんで鑑
賞することができました。
ジュースとお菓子は ふれあいまちづくり協議会からいただきました。
ご参加 ご協力ありがとうございました。
（4）もちつき大会
12 月 18 日（日）10：00～（おもちがなくなり次第終了です）
つつじが丘ショッピングセンター広場にて
お皿・お箸・
（必要により水筒）をご持参ください。

＊小学校 2 年生以下は保護者の付き添いをお願いします。
＊子供おもち券の配布はありません。子供のお餅食べ放題は中学 1 年生
以下のお子様が対象です。
子供のつき時間があります。中と後半の２回予定です。
・火の周り、もちうすの周りは危険ですので、子供たちは近づかない、
走り回らないように、ご家庭でのご指導をお願いします。
また、ロープの中には絶対に入らないようにお願いします。
・インフルエンザのご家庭は持ち帰って食べて頂くようお願いします。
・子供の食べ放題では必ず食べ終わってから次に並んでください。
・食べながら歩き回らないでください（お箸を持ったままだと危険です）
（5）.お正月飾りを作ろう
12 月 17 日（土） 13：30～16：30
つつじが丘小学校体育館にて
（6）すくすく広場
12 月 2 日（金）
、12 月 9 日（金） 10：00～ ふれあいセンター
（7）ももとつつじの会『親子でピンポン』
12 月 18 日（日）10：00～ （桃山台児童館）
（8）つつじクラブと一緒に輪投げを楽しみましょう♪
夏に開催して大好評だった輪投げを 冬休みにも開催していただけることになりまし
た！！
今回もたくさんの子供たちの参加をお待ちしています。
日時：12 月 27 日(火) 9:00～ 上穂公園
※1 年生・2 年生は保護者の付き添いが必要です

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 ： １２月１６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）
※ふれあい喫茶も１２月１６日（金）に行われます。

７．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
１２月１０日（土）１３：３０～１５：００

小学校の畑と花壇

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
１２月２６日（第４月曜日） １０：００～１２：００
＊今月は第４月曜日に変更します
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
小林
４西・５丁目
吉本
６・７丁目
井村
主任児童委員
中田

良江
謙一郎
純美
由美子
尚美

９．つつじが丘老人クラブからのお知らせ
（１）寒い季節も、毎朝、上穂公園で「ラジオ体操」をしています。
第三体操もあります、自然の移り変わりを五感で味わい、人との出会いもあり嬉しい
一日の始まりです。温かい寝床から、思い切って飛び出してください。
「早起きは、三文の得」とも言います。
（２）１２月２７日（火）
、子供会と夏休み好評だった「輪投げ大会」をします。
場所は、上穂公園で９：００からです。

10．子供見守り隊の募集について
つつじが丘小学校では平成１８年度より、ボランティアで１・２年生の下校時に「見
守り隊」の活動を行ってくださっていましたが、今年から１年生のみの下校時に行って
います。
近年、つつじが丘近辺にも不審者を見かけたという情報が聞かれます。子供たちの安
全のため、１つのグループに２名つくことから、１０人以上の方のご協力いただけると
大変有難いです。
そこで、１年生の下校に付き添いをしていただける保護者の方・地域の方を募集して
います。ご都合のつく日の下校時刻に学校へ来ていただき、ご自分の地区の１年生と楽
しくふれあいながら、ご自宅まで帰っていただきます。
【１・２年生の下校時刻】
・月曜日、火曜日、金曜日・・・・・２時５０分（１年生）
・水曜日・・・・・・・・・・・・・２時３５分（１年生）
・木曜日・・・・・・・・・・・・・２時５０分（１年生）
行事予定、時刻の変更については、毎月発行の学校だよりと共にお知らせします。
また、一緒に下校するのではなく、近所の交差点や横断歩道などに、立っていただ
く見守り活動も募集しております。活動内容は、以下のようなことです。
都合のよい日に、子供の下校時刻に合わせ、黄色の腕章を着用し、安全棒を持って
以下のいずれかの場所に立ち、子供たちを見守る。
１、７丁目へ向かう歩道橋の北あたり
２、小川の橋の北側の６丁目交差点あたり
３、トーホー前交差点あたり
４、つつじが丘南公園北の横断歩道あたり
学校に集まる方、交差点などに立つ方のどちらの活動でも結構ですので、ご都合の
つく日に、「子供見守り隊」に参加いただける方は、下記までご連絡ください。
つつじが丘小学校 教頭 水田 孝一
※ご家庭におかれましては、子供たちの下校時間帯に玄関先や家の近くまで出迎えて
いただくだけでも、不審者への抑止力となって安全確保につながります。ご協力の方、
よろしくお願いいたします。

11．神戸っ子応援団小中合同パトロール ご協力のお願い
神戸っ子応援団では、桃山台中学校・下畑台小学校・つつじが丘小学校それぞれの教
員と協力して下記の要領で合同パトロールを行います。いろいろな立場の方々が地域の
子どもたちのために繋がりを深め、情報交換するための貴重な活動と考えています。是
非ご参加頂き、地域が一体となって子どもたちの健全な育成の推進ができればと考えて
います。
ご協力よろしくお願いいたします。
記
日
時
１２月２２日（木）１６時より１時間程度
集合場所
桃山台中学校正門に１６時
活動場所
A：桃山台公園～桃山台１丁目集会所方面、２丁目方面
B：桃山台７丁目～つつじが丘５丁目ローソン方面
（桃山台５丁目方面）
C：下畑町方面または桃山台公園～桃山台５丁目方面
D：つつじが丘公園、つつじが丘南公園～トーホー方面
方
法
参加者が A、B、C、D に分かれ、それぞれの地域を巡回し、現地で解
散します
その他
・小雨決行します。中止の場合は桃山台中学校のホームページにて
１２時の段階でお知らせいたします。

12．名谷町社谷地区宅地開発（桃山台地区隣接）について
名谷町社谷地区（桃山台隣接）の開発業者から説明会を開きたいとの連絡がありました。
以前にも 2 回ほど計画があり中止になったところです。今回はパナホームが開発するそう
です。工事業者は決まっていないそうですが全体計画の説明になると思います。
関心のある方は参加して下さい。
日時
12 月 11 日（日）１４：００～16：００
場所
神戸市立下畑台小学校体育館（桃山台公園の東側）

13．お礼
「11 月 14 日（月）の午後 7 時頃、つつじが丘 4 丁目の動物病院付近で財布を落として
しまいました。落としたことに気づかず過ごしていると、午後１０時頃自宅に桃山台交番から
財布が届いていると電話連絡があり、当日中に手元に戻りました。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
ちを伝えたいと考えていたところ、１１月の自治会ニュースを思いだし、同じように掲載を依
頼した次第です。ご親切、本当にありがとうございました。心から感謝しております。」
４丁目 Ｔ

14．注意しましょう
（１）アルゼンチンアリの調査報告
アルゼンチンアリは簡単な調査を１１月２日（水）に環境省・神戸市環境共生課・垂水区
衛生監視事務所・自治会役員で行いました。７丁目東・７丁目西・６丁目に広がっているこ
とが確認されました。特定外来種に指定されているため、行政に対して駆除対策について要
望をしました。
①どのような対策が必要なのか行政で示してほしい
②費用面は行政で考えてほしい
③毎月一回の薬剤散布で必要な人数については自治会でも呼びかける
アルゼンチンアリの特徴
①コロニーには、数十匹の女王アリがいて繁殖力が
他のアリより強い
②他のアリより家の中に侵入することが多い
③体長は 3～4ｍｍ位
④特徴は触手が長く足の比較的長く、腹の部分の先が
とがっている
⑤色は茶色で透き通ったような色
⑥暖かいときの動きは他のアリに比べて早い
⑦コンクリートやセメントの割れ目などを移動したり、コロニーを造る
（２）当面は自分の家は自分で守る
行政の方からはまだ連絡はありません。したがって自分の家だけでも守るという考え方
で、対応をお願いします
①敷地のまわりに薬剤（巣に持って帰らせるもの）を５ｍ間隔で置く（１ヶ月に一回交
換する）
②家に入らないよう住宅のまわりにバリアー用の薬剤をまく
③見つけると直接薬剤をかける

15．資源集団回収について
（１）雑紙もお出し下さい。ビニール袋には入れないでひもでくくって下さい。
（２）印刷物や紙袋でビニールなどの防水加工をしているものは燃えるごみに出して下さい。
（３）古着については、神戸のものは東南アジア等で喜ばれています。洗濯をしてお出し下さい。

16．年末年始のごみ収集について
（１）年末年始のゴミ収集について
年末年始はゴミ収集の日程が変わります。自治会では詳細を全戸に配布しますが、
毎年正月に残っているステーションがあります。お気をつけください。
また、収集時間は特に年末年始は交通事情で早くなったり、遅れたりする場合があ
ります。
５：００～８：００の時間を必ずお守りください。もし残っていたら、自分が出し
たかどうかを確かめて、お持ち帰りください。
年末収集
燃えるごみ
１２月３０日（金）・31 日（土）
缶・びん・ペットボトル
市内全域 12 月２８日（水）
容器包装プラスチック
12 月２９日（木）
燃えないごみ、カセットボンベ・スプレー缶
12 月１５日（木）
※ 特に燃えないごみの収集日は 15 日（木）で終わりですから、お気をつけ下さい。
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）

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

★ 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 １２月 ７・２１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

１月 ４日（水）

〃

５～７丁目 １２月 ８・２２日（木）

〃

１月１２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

１２月２・６・９・１３・１６・２０・２３・２７・３０（火・金）・３１日（土）
火曜日・金曜日
１月６日（金）

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

１２月 １・１５日（木） 荒ゴミ置き場
１月 ５日（木）

〃

☆ 缶･ｶﾞﾗｽ瓶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ
毎週水曜日

１２月 ７・１４・２１・２８日（水） 荒ゴミ置き場
１月 ４日（水）

〃

☆ 容器包装プラスチック
毎週月曜日

１２月 ５・１２・１９・２６（月）・２９日（木） 荒ゴミ置き場
１月 ９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。
★一斉道路清掃（自治会）

１２月１１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 12 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。

