つつじ が丘自治会 ニュース

20１7 年 10 月（No｡279）

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

１． つつじが丘文化祭のお知らせ
１０月２９日(日)
目的
地域の文化交流と向上
主催
つつじが丘文化祭実行委員会
（つつじが丘自治会・つつじが丘ふれあいまちづくり協議会・
つつじが丘小学校施設開放運営委員会）
第一会場
時間
内容

自治会集会所（１丁目）
９：００から１６：００（作品説明は１０時からです）
華道、トールペイント、古布創作、俳句、さおり織り、リボン、絵手紙
子ども書道、クレイクラフト（粘土）

第二会場
時間
内容

つつじが丘小学校体育館フロアー
１３：００から１６：００ごろ
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、フラダンス、リズム体操、
つつじクイズとビンゴゲーム、スパーボールすくい
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、
つつじが丘写真館（道端写真委員会）展示ほか

２．つつじが丘夏祭りの報告
８月２６日（土）１７時～２１時（４丁目つつじが丘公園）でありました。
夏祭りの会計報告の明細を記載します。
収入
科目
金額
賛助金
599,000
前売り券
737,640
当日券
552,500
現金売り
32,690

合 計

支出
科目
レンタル費用他
食材・材料費
氷・ＬＰガス
商品券印刷費
トレー他
本部・手伝い用おにぎり
飲み物等
ゴミ処理代
その他雑費

1,921,830

金額
885,492
882,958
101,54８
22,032
54,283
69,775
０
17,698

合 計

2,033,78６

差し引き利益

-111,95６

今 年 は 111,95６円の赤字になりました。ご協力ありがとうございました。
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今年は、天気はよく絶好の夏祭り日和でした。予定通りの時間に開店しました。今年は値
上げから３年目でしたが、おでんを初め、焼きそば・お好み焼き・フランクフルト・焼き鳥
などは売り切れのところが続出しました。涼しかったのですが、アイスクリーム・ジュース
も早くから売り切れました。
今年も、盆踊りやソーランを 18 時から始め、ゴルフ愛好会の方の協力で踊る場所の確保
をしていただいたり、つつじが丘小学校の校長先生をはじめ教頭先生や先生方の踊りへの参
加で、子どもたちも盛り上がり踊りの大きな輪が出来ました。
垂水区からは総務部長・まちづくり課長、また桃山台中学校からは教頭先生にも参加いた
だきました。
他地区のふれあいのまちづくり協議会の役員さんも参加いただきありがとうございまし
た。
今年は桃山台中学校区応援団・桃山台中学校ＰＴＡの方達も参加をしていただきました。
２０時４０分頃にはすべての行事を終え、少し早めに終了を宣言しました。
今年は品物が早く売り切れ、たくさんの前売り券を持った方が引換出来ない状態を作って
しまいました。反省会でもこの問題が討議されました。来年はこのようなことがないように
見直しを図りたいと思っています。ご迷惑をおかけしました。
これ以外では地域のみなさんのご協力で、何の事故もなく終りました。ありがとうござい
ました。

３．アルゼンチンアリの対策について

①

９月役員会でも７丁目の西ノ子小公園ではアリが異常発生し、公園掃除にも支障が出
ているとの報告がありました。全体的にこれから繁殖が多くなる時期が来ています。
各家庭の対策は以前にお知らせしたとおり
①家の周囲や敷地の周囲に、アリのいやがる薬剤をまく。（粉）
②庭などの薬剤をまいた内側に、ベイト剤を置く。
（ケースに入ったもので置いておくもの）
③見つけたら噴射式の薬剤で駆除する。（殺虫剤と同じようなもの）
この 3 つの方法で対策を立てて下さい。ベイト剤だけだと餌がたくさんあると難し
いようです。
環境局・神戸市・周辺自治会との対策会議を１０月５日（木）14:00 からつつじが丘
自治会集会所で開き、取り組んでいくことになりました。
全体での実施日が決まりましたら、連絡をしますので役員・5 丁目～7 丁目の人だけ
ではなくみなさんのご協力をお願いします。

４． 敬老の日について
（１）敬老のつどい（ふれあいのまちづくり協議会主催）
9 月８日（金）１３：３０～ 自治会集会所
約８０名の参加がありました。コーラス・手遊び・マジック・ビンゴなどが
あり、みなさんが楽しみながら過ごしました。
（２）敬老の日の記念品（自治会）
9 月中旬に、支部長さん・班長さんを通じてお渡ししました。
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５．赤い羽根共同募金へのご協力と自治会費集金のお願い
１０月１日～１２月３１日の間、恵まれない方々や
地域福祉の向上のため全国的募金運動が行われます。
当自治会もこの主旨に賛同し毎年住民の方々に
ご協力いただいております。本年もよろしくお願いいたします。
なお、各戸の募金額は各自の判断でお願いします。
大口募金のご協力いただいております皆様もご協力お願いし
ます。
募金額の報告は１２月自治会ニュースでお知らせします。
☆１０月中に、各支部長さんや班長さんが「自治会後期会費
（１２００円）」の集金を兼ねてお願いに伺いますのでご協力のほどお願いいたします。

６．子供会からのお知らせ
（1）囲碁・将棋教室
9月9 日（土） 囲碁3人 将棋7人
10月の予定
日 時：10月14日・28日（土）10時～11時
場 所：ふれあいセンター2階
（2）公園掃除
9月10日（日）大人6人・子供1人
次回は10月8日（日）9時30分～（雨天中止）
場 所：つつじが丘公園
（3）秋のバス旅行について
日時・・・・10月28日(土)
午前8時30分 新集会所集合 ・8時45分出発 17時頃帰着予定
行先・・・・兵庫県立考古博物館～にしわき経緯度地球科学館・テラドーム
参加対象・・小学4年生以上
参加費・・・1,000円
＊9月に応募は締め切りました
（4）１１月のセンター行事予定
11月11日（土）に子供映画会を予定しています。
10月の子供会回覧にて募集致します。（＊事前申し込みが必要です）
＊上映場所は 新集会所ですのでお間違えのないように！！
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（5）ふれあいカーニバルin桃山台
日 時：10月28日（土）10時30分～12時30分
場 所：桃山台地域福祉センター（児童館の建物）
内 容：＜あそびでふれあい＞ 10：30～11：30
ジャンボだるまおとし・ストラックアウト・ポップコ－ン
キャラクター撮影会など（予定）
＜つどってふれあい＞ 11：30～12：30
親子すこやかダンサーズ・学童児童銭太鼓・おたのしみ抽選会など
（予定）
（どうぶつさんたちもくるよ）
持ち物：水筒
すべて無料で楽しめます！
★校区外ですので、必ず保護者の方が付き添っていただきますようにお願いします。

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 ： 10 月 27 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．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
１０月１４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）
新規メンバー募集しています！！
読書を通して語り合いませんか？
課題図書を読んでいてもいなくても、興味のある方は覗いて見てください。
毎月、第一土曜日に活動をします。
代表者
上野 敬子
＊１０月と１１月はお休みです。
１２月２日（第一・土） １４：００～１６：００
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市民図書室

９．民生委員児童委員からのお知らせ
「笑顔の広場」
１０月の「笑顔の広場」はビデオ鑑賞会を行います。
秋のひと時をお楽しみ下さい。
多数のご来場をお待ちしております。
作 品 ： 「超高速！参勤交代 リターンズ」
監 督 ： 本木克英
出 演 ： 佐々木蔵之介、深田恭子、伊原剛志、寺脇康文 他
＊前作の行き（参勤）より、帰り（交代）は もっと超高速‼
日 時 ： １０月２５日（第4水曜日）
１０：００～１２：００
※１０時には上映開始いたします。
場 所 ： 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
３・４丁目東
小林
４丁目西・５丁目
𠮷本
６・７丁目
井村
主任児童委員
中田

良江
兼一郎
純美
由美子
尚美

10．つつじが丘シニアクラブからのお知らせ
（１）１０月１６日（月） ハイキング 武田尾へ
（２）１０月３０日（月） 親睦バス旅行 奈良方面へ
（３）つつじが丘小学校へ雑巾１００枚贈呈 １０月中の予定
（４）１０月１４日（土）平磯芝生広場で遊ぼう １０：００～
西水環境フェア 平磯探検隊 スポーツ（区老連協賛）のイベント等
詳細は区役所にチラシが有ります

11．お知らせ
駐車場の募集
10 月から 1 丁目自治会集会所の前の駐車場に 2 台の空きが出来ました。
先着順で申し込みを受け付けますので、連絡下さい。
月額 8,500 円 で６月・１２月に 51,000 円を徴収します。
途中で解約しても 1 ヶ月単位での計算をします。
連絡先 小寺
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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

１０月２５日（水）～１０月２６日（木）

工事時間 10：００～16：30
工事場所 つつじが丘１丁目１２
つつじが丘２丁目１３～２２
つつじが丘４丁目８（ビレジ周辺）
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。

13．お礼
地域合同パトロールのお礼
桃山台中学校区応援団（神戸っ子応援団）から地域合同パトロール参加へのお礼
が届きました。子供会・ふれまち・自治会等のたくさんのみなさんの参加ありがと
うございました。
平成２９年９月吉日
つつじが丘自治会御中
団長 福浦 妙子
地域合同パトロールのお礼
初秋の候、貴自治会におかれましては、ますますご清祥のこととおよろこび申し上
げます。
平素は当応援団の活動にご理解、ご支援をいただき誠にありがとうございます。
さて、先日の地域合同パトロールにおきましては、ご多忙のところ、また大変暑い
中にもかかわらず、多数の地域の方々のご参加をいただきありがとうございました。
至らぬところも多々ありましたが、おかげさまをもちまして、無事に終えることが出
来ました。
今後とも引き続き当応援団の活動にご理解、ご支援を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。
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14．注意しましょう
（１）大量のごみが残されています
ごみの収集時間が休日・祭日・天候などによって異なってきています。このため
近頃は大量にごみが残るケースが増加しています。中には持ってきたが収集が終わ
っているため持って帰られる人もおられますが、そのまま置いて行かれる方が多い
ようです。
特に自治会集会所前の荒ごみステーションでは、燃えないごみは収集日でない
第２水曜日に大量に捨てられていましたし、包装容器プラスチックとびん缶ペット
ボトルは収集後に大量に出されていました。３つの種類のごみが大量に同じステー
ションにあって見苦しい状態は初めてです。７丁目でも時々あるそうです。
今後は収集時間は変わるということで、ごみ出しの曜日と時間を必ず守って下さ
い。
収集時間と収集日を守れば解決する問題です。自治会ニュースを参考にして、
時間を守りましょう

ごみ出し時間 ５：００～８：００です。守りましょう
（２）振り込め詐欺等に気をつけましょう
つつじが丘でも似たような事件が起きています。電話でＮＨＫと名乗り個人情報
などを聞き出そうとしました。断ると別の「生活消費者センター」を名乗るものか
ら電話があり、貯金の金額などの個人情報を聞き出そうとしたものです。
警察に連絡したところ、振り込め詐欺グループが持っていた名簿に名前が入って
いたと言われたそうです。近頃では長田高校の同窓会名簿やその他の高校の同窓会
名簿などが漏れているようです。
一人だけで考えないで、「家族や親族」「親しい友人」「警察」などに相談しな
がら対応をして下さい。

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 電話 ０７８－７０５－１５７２

★ 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

電話 ０９０－９６２２－１３８８

★ 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

１０月 ４・１８日（水）

ダンボール、牛乳パックの廃品回収

生ゴミ置き場

１１月 １日（水）

〃

５～７丁目 １０月１２・２６日（木）

〃

１１月 ９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

１０月 ５・１９日（木）
１１月 ２日（木）

荒ゴミ置き場
〃

☆ 缶･ガラス瓶・ペットボトル
毎週水曜日

１０月 ４・１１・１８・２５日（水）

荒ゴミ置き場

１１月 １日（水）

〃

☆ 容器包装プラスチック
毎週月曜日

１０月 ２・９・１６・２３・３０日（月） 荒ゴミ置き場
１１月 ６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）

１０月 ８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10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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