つ つ じ が 丘 自 治 会ニ ュ ー ス

20１7 年 4 月（No｡273）

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

１．定期総会のお知らせ
５月１４日（日）１０時～ １丁目自治会集会所
１０：００ 自治会定期総会
１１：００ ＣＡＴＶ管理運営組合定期総会
総会議案書は、４月２９日から支部長さん、班長さんを通じ配布いたします。
ぜひ総会にはご参加下さい。総会に出席・欠席と欠席の場合は委任状を、５月９日
（火）までに班長さんを通じて支部長さんに提出をお願いします。

２．２０１７年度役員改選のお知らせ
２０１７年度の各班より推薦された支部長、生活文化部役員、及び子供会役員は下記の
通りです。
支部長・本部役員は５月１４日（日）の総会で承認されます。
〔支部長・生活文化部役員〕

２丁目

支部長
生活文化部役員・部長 新谷寛子・副部長 常本久里子、高田進
河 合 陽 子 春名康子・岡田妙子
三芳 晃
加藤貴志・塩田博子・森真由美

３丁目

森藤 英子

坪田千恵子

４丁目

神吉 英男

藤元尚子

５丁目

三谷 和子

山下れい子

６丁目

今榮 利恵

桐畑重憲・羽島美代子

１丁目

７丁目東 寺内 英理子
７丁目西 前田 孝子

田口征一・伊藤敦子
瀧山美鈴・三浦亮子
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３．会費についてのお知らせ
『前期自治会費集金』
４月中旬から班長さんが自治会費の集金に廻られますのでご協力お願いします。
例年、転勤等の理由でつつじが丘の家を空き屋にして居を構えていない場合の自治会費
支払いにつき時折お問い合わせがあります。何を判断基準にするかはむずかしいところ
ですが下記を一つの判断基準にしたいと思います。
・ 全くの空屋状態（電気、ガス、水道等を停止している）の場合は支払いは不要。
・ 時々自宅に戻られ生活をされるような場合は会費を納めていただけるようお願いしま
す。
なお、ほんの極く少数ですが自治会加入されない世帯があります。
ゴミ置き場等は自治会の所有物であり、利用は自治会加入が大原則になります。
つつじが丘団地でのハード、ソフト面でのまちづくりは全住民の参画がないと運営
されませんし、また自治会サービスの恩恵を受けることもできません。
未加入の方は必ず加入をお願いします。

４．「ごみの分別」講習会について
今年も神戸市環境局垂水事業所に来ていただいてゴミの分別についての講習会を実施
したいと思います。
日時
４月２３日（日）１０：００～１１：３０
場所
つつじが丘集会所（１丁目）
講師
神戸市環境局垂水事業所
内容
１．つつじが丘地域の現状
２．各ステーションの実態
３．資源、リサイクルの現状
４．ごみの分別（プラスチック）
５．その他（質問等）
※ たくさんの皆さんの参加をお願いします。特に新しい本部役員・支部長・班長さん
は必ず参加をお願いします。
なお、昨年と同様に会場の入り口に近隣の写真展示を致します。協力は「つつじが丘
名谷地域道端写真委員会」の皆さんです。９時から１０時、１１時半から１２時半まで
ご覧ください。
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５．神戸まつり協賛 垂水区ミニサッカー大会
５月２８日（日）つつじが丘小学校にてつつじが丘自治会主催の神戸まつり協賛垂水区
ミニサッカー大会が行われます。
垂水区のサッカーチームがたくさん参加します。つつじが丘の子どもたちもたくさん
参加しますので、子どもたちが頑張っている姿を見てやって下さい。
雨天の場合は延期します。
当日は、垂水区役所（区長など）の来場も予定されています。
日時
5 月 ２８日（日）９：００～１６：３０
場所
つつじが丘小学校グランド
※雨天（ひどい場合）は延期します。

６．桜のつどい
つつじが丘公園の桜は４月８・９日の土日には咲いていると思いますが、例年のとおり
桜が咲いてから１週間ほど午前中「つつじが丘公園桜の園」を解放いたします。
ご家族、お友達とお楽しみください。
今年はつつじクラブのみなさんが、見頃の１日を甘酒の接待を行うそうです。楽しみに
して下さい。
また、俳句サークル「風」の皆さんも協力してくださいます。つつじが丘公園に足を運
んで、木に展示してある俳句を楽しんでください。

７．子供会からのお知らせ
地域の皆様にはいつも子供会活動にご理解とご協力を有難うございます。
29年度も子供たちのたくさんの笑顔と喜ばしい成長のために子供会役員一同頑張って
いきたいと思っております。本年度もよろしくお願い致します。
（1）囲碁・将棋教室
３月１１日（土）午前１０時から ふれあいセンターにて【第１６回つつじが丘子供
囲碁将棋大会】を開催しました。
子供達はいつになく真剣に対局して 一年の締めくくりとなりました。
参加人数は 囲碁７名、将棋８名
４月の日程は、４月２２日(土)午前１０時から 場所：ふれあいセンター２階
今年度、囲碁･将棋教室に参加したい人は小学校より配布される申込用紙にてお申し込
み下さい。昨年度参加された方も必ずお申し込みください。（締切日厳守でお願いい
たします。
（2）「新旧役員合同つつじが丘公園掃除」
３月１２日（日） ９：３０から行いました。
参加人数
大人 ３５名 子供 ３３名
ご協力ありがとうございました。
次回のつつじが丘公園掃除は、４月９日（日） ９：３０からです。
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（3）「みんなで作ってみんなで食べよう」
３月１８日（土）１２時からふれあいセンターにて開催致しました。メニューは
「ちらし寿司とデザート」です。食育を目的とし、兵庫県産のお米10kgを使用し
てご飯の上に好きな具材をのせるバイキング形式でちらし寿司を作りました。お代
わりする子もたくさんいて10kgのお米がなくなる程大盛況でした。またデザート
のパフェ作りでは、ゼリーやフルーツやアイスなど思い思いに好きなデザートを
カップに詰め、大人も子供も楽しくなるパフェが完成していました。
帰る時にたくさんの方々が「ごちそうさまでした」と声をかけて下さり、素敵な
気分で活動を終えることができました。
参加人数
大人 ２３ 名 ・ 子供 ８６人
（4）「6年生を送る会」
前半：井山さんによる「自分の感情とうまく付き合う方法」のワークショップ
後半：茶話会
３月２５日（土）にふれあいセンターにて６年生を送る会を行いました。
６年生３０人、大人２１人での参加になりました。
前半のワークショップでは講師の井山さんが、ホワイトボードに“感情のタンク
”を描きながら、分かりやすくお話をして下さいました。誰もが持っている様々な
感情を入れるタンクにネガティブとポジティブ両方の感情を入れることで、八つ当
たりや暴力を抑えることができるということ。また、人は嫌なことをする時にスト
レスがたまったりもしますが「宿題をしなければいけない、部活がきつくてしんど
い」など自分を向上させてくれるストレスは大人の階段を上るために必要な良いス
トレスだと教えて下さいました。子供達は井山さんの話にしっかりと耳を傾け、質
問にも積極的に答えており、感情について考える貴重な時間になったと思います。
お話の後、みんなそれぞれの夢を桜の花に見立てた色画用紙に描き、見事な満開
の桜の木が完成しました。
昼食後、後半の茶話会では、お菓子とジュースをいただいたあと、○×ゲームを
楽しみました。またお世話になった先生方からのお祝いのメッセージのスライドシ
ョーを子供達はとても嬉しそうに見ていました。
とても素直で明るく、そして下級生のお世話も一杯してくれた６年生の子供達。
ご卒業おめでとうございます！そして中学ご入学おめでとうございます！！
（5）登校時見守りと挨拶運動実施について
４月１２日（水）～１８日（火）まで、登校時見守りと挨拶運動をします。
登校時7：40～8：15頃
通学路に黄色い腕章をした保護者の皆さんが立って下さいます。
子供達が安心して楽しく登校できるように、地域全体で見守っていきましょう。
（6）今後の予定
「つつじっ子まつり」
日時： ５月２７日（土）10：00～11：30 小雨決行
場所： 福田プロムナードとつつじが丘小学校
＊雨天時はつつじが丘小学校体育館にて行います。
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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 ： ４月２８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。

９．小学校開放運営委員会からのお知らせ
つつじが丘スポーツクラブ総会

４月８日（土）13 時３０分 つつじが丘小学校

つつじが丘小学校施設運営委員会総会 ４月８日（土）14 時 30 分 つつじが丘小学校

（地域貢献事業）
花と野菜づくり
４月８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、小学校の施設を活用して地域の方々の参画のもと、小学校休業日を除く
毎週火曜日の放課後に小学生の安全・安心な活動場所作りを勧めています。
今学期は1月17日から3月21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。
3学期はのべ468人（平均47人）の子どもたちの参加でした。関わりました安全指
導員は毎回7～8人になっています。
2月には地域の方たちのお陰で卓球教室を開催することができました。皆様のご協力
を心から感謝しております。ありがとうございました。
29年度は5月16日からのスタートになります。6月にはカプラのワークショップと
3Ｂ体操、7月には卓球教室を予定しています。今まで参加していた子どもたちも
新一年生も楽しみにしていてください。説明会は5月8日の予定です。詳細は新学期の
小学校からの案内をご覧下さい。
代表世話人 中田尚美
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10．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
４月２６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
小林 兼一郎
４西・５丁
吉本 純美
６・７丁
井村 由美子
主任児童委員
中田 尚美

11． ＣＡＴＶ管理運営組合からのお知らせ
『テレビ電波停波のご案内とお願い』
現在のところ、問題なくテレビを御視聴いただいておりますが、施設を維持していくう
えで、現在設置されている機器を順次新しい機器に交換し、施設を正常に管理しておりま
すのでご了承お願い致します。
つきましては、機器交換作業中はテレビ番組が映らなくなりますが、テレビの故障では
ございませんので、ご注意下さいますよう、ご協力お願い致します。
大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
工 事 日：平成29年4月12日（水）～13日（木）
工事時間：午前10時00分～16時30分頃迄
工事場所：つつじが丘1丁目12及び東急ドエル･アルス 付近
つつじが丘4丁目2～7及びつつじが丘アネックス 付近
つつじが丘5丁目3､5～10付近
つつじが丘6丁目1～6､10付近
※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致します。
※ビデオ等での録画（予約時間）も同様に映像が途切れます。
※テレビの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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12．つつじが丘老人クラブのお知らせ
（１）今年度も古タオル（新しいのも可）を集め雑巾を作ります。
ふれあいセンター玄関に、タオル入れの箱を置いておきます。
ご協力ください（会員以外の方も）。
（２）ハイキングのお知らせ
ハイキングクラブ参加の皆さん、楽しんでおられます。
４月１９日（水）西神中央公園にある神戸市埋蔵文化財センターへ行きます。
詳細は、つつじクラブ広報誌“つながる“をご覧ください。

13．お願い
（１）小川の河川敷の雑草や立木の伐採等の整備について
小川の河川敷は初めの頃は両側とも散歩ができるようになっていました。
小川は 2 級河川で川から 2ｍは国の土地で県が管理し、その他は神戸市と東急不動産が
一部管理しています。このたび 3 者が協議し４丁目から 5 丁目にかけて架かっている
橋の周辺の樹木の伐採、除草を行うことになりました。河川周辺には作物を作られてい
る方がおられますが、作業に際してはすべて撤去しなくては作業ができません。
国・神戸市・東急不動産の土地ですので撤去にご協力をお願いします。
3 月中旬には県が伐採を始めています。東急不動産は４月初旬、神戸市は４月中旬の
予定です。県の予定は、今年は橋の周辺までですが、それより上流は県が 2 年ぐらいか
けて伐採を計画しています。
（２）環境省・神戸市によるアルゼンチンアリの対策について
４月の早々に、環境省・神戸市・つつじが丘自治会の３者で対策についての連絡会を
する予定です。
環境省は、昨年 12 月にアルゼンチンアリの分布範囲を確定したようです。
その結果をもとにして、平成 29 年度予算で薬剤の確保ができたようです。
そのため４月上旬には連絡会をし、駆除作業を開始する予定です。
ただ、1 ヶ月に一回の薬剤を置く作業を 2 年間ぐらい続けなければならないため、
地域のみなさんの協力は欠かせません。
ニュース等で募集しますので参加していただきたいと思います。

14．気をつけましょう
（１）アルゼンチンアリの各家庭での対策について
もうアルゼンチンアリが活発に活動しているとの報告があります。
各家庭ごとに薬剤が配られることはありませんので、広範囲の駆除とは別に各家庭で
①巣ごと退治する錠剤 ②直接退治する殺虫剤
で家の中に入らない工夫をして下さい。

15．お知らせ
４月からＨＰを新しくしたいと思いますので、ご覧下さい。
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16．子ども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、つつじが丘クラブを中心に地域の方々が、
児童の安全確保に向けて、ボランティアで１年生の下校時に「見守り隊」の活動を行っ
てくださっています。つつじが丘ならではの活動に、職員一同深く感謝しています。
現在は、１０名ほどの方に下記の下校時刻に学校の玄関ホールに集まっていただき、
子供たちが下校するときに一緒に帰宅していただいております。おかげさまで、大きな
事故もなく、安心して下校することができています。
しかし、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人でも多く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。ご協力方、よろしく
お願いいたします。

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・廃品回収・公園清掃
☆ 新聞、雑誌、ｱﾙﾐ缶、古着、古布

１～４丁目

４月 ５・１９日（水）

ダンボール、牛乳パックの廃品回収

生ゴミ置き場

５月 ３日（水）

〃

５～７丁目 ４月１３・２７日（木）

〃

５月１１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

４月 ６・２０日（木）
５月 ４日（木）

荒ゴミ置き場
〃

☆ 缶･ガラス瓶・ペットボトル
毎週水曜日

４月 ５・１２・１９・２６日（水） 荒ゴミ置き場
５月 ３日（水）

〃

☆ 容器包装プラスチック
毎週月曜日

４月 ３・１０・１７・２４日（月）

荒ゴミ置き場

５月 １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）

４月９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（2017年４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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