つ つ じ が 丘 自 治 会ニ ュ ー ス

2018 年 12 月（No｡293）

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

１． もちつき大会
１２月１６日（日）１０時～１１時３０分 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お
もち下さい。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、お孫さんは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、つき手やまるめ手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して下さい。
また、つき手、取り手の飛び入り参加は歓迎します。
つき手・取り手・餅の丸めて
（各丁目単位で 8:00～9:30、9:30～終了までそれぞれ３名）
冷まし手・入れ手
（各丁目単位で 8:00～9:30、9:30～終了までそれぞれ 2 名）です。
取り手・餅の丸めては女性だけでなく男性でもかまいません。
班長さんはできるだけ全員参加して下さい。
その他の応援（生活文化部、子供会、シニアクラブ、サッカー部）。
☆もち米洗い
12 月１４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。
☆キャップ・手袋について
昨年餅に髪の毛があったとの苦情がありました。そのため消毒液だけでなくつき手などの
人のキャップや餅がつきにくい手袋などを準備したいと思います。
☆役員の集合
本部役員・男性支部長は 6:30 に集合し、準備をする。
女性支部長は 7:30 頃に集合して下さい。

- 1 -

２．つつじが丘一斉の道路掃除
１２月９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。
（場所などは別紙を参考にして下さい。）
※ 雨天は中止します。
※ 公園清掃は道路清掃を優先するため中止しますが、余力のあるところはしてください。
※ 支部長以外の役員は福田川のプロムナードの清掃を行います。
（アネックスの入り口付近に集合）

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
171,215 円
・大口募金額
54,000 円
合計 225,215 円

４．つつじが丘第 7 回認知症高齢者声かけ訓練の報告
11月8日（木）に「第７回認知症高齢者声掛け訓練」を実施しました。
参加者は22名でした。
桃山台あんしんすこやかセンターの皆さんによるロールプレイなどを交えた事前研修後、
模擬訓練を開始しました。今回の訓練では声掛けコースを２か所に分けて行いました。
人通りが少ない時間帯だったということもあって、一般の方からの声掛けは少なかったで
すが、「どうしたの？気になって来てみました。」と声をかけて下さる方もいらっしゃいま
した。

５．とんどまつり・総合防災訓練
とんどまつりと総合防災訓練を１月１３日（日）にセットで行います。
多数の参加をお願いします。
1 月１３日（日） 9:00～10:30 とんどまつり 上穂公園
1 月１３日（日）10:00～10:30 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（ふれまち・福祉部）
※ 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。
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６． 子供会からのお知らせ
（１）公園掃除
11月11日（日）
大人7人 子供２人
次回は、12月9日（日）9：30～（雨天中止）です。
（２）囲碁・将棋教室
・11月 10日（土）
囲碁3人
将棋11人
24日（土）
囲碁0人
将棋7人
・12月の予定 12月8日（土） 22日（土）10：00～
・1月の予定
1月12日(土)
（３）子供映画会
11月10日(土)、新集会所にて 「SING」 を上映し、子供65人が鑑賞しました。
動物たちが暮らす街にある劇場で開かれる歌唱コンテストに、ブタやゾウなどの個性豊
かな動物たちがそれぞれの夢をもって、人生や生き方を変えるために、真剣にチャンス
を掴もうと頑張るお話です。子供達は普段と違った雰囲気の中、ジュースやお菓子を食
べながら、お友達同士で楽しく鑑賞してくれたようで良かったです。
当日子供達にお配りしたジュースとお菓子は、ふれあいのまちづくり協議会からいた
だきました。有難うございました。
（４）ハロウィンイベント
11月4日（日）に今年もシニアクラブの方々が子供達の為にハロウィンイベントを
開催して下さいました。
トランプ対決にクイズ、そして手作りのオモチャや折り紙、昔遊びのコマや紙ひこう
きもありました。子供たちみんな喜んでおり、楽しい異世代交流の機会となりました。
企画から準備、また当日にご協力下さった皆様、本当に有難うございました。
（５）もちつき大会
日 時：12月16日（日） 10：00～11：30 （おもちがなくなり次第終了です）
場 所：つつじが丘ショッピングセンター広場
持ち物：お皿 ・ お箸 （必要な方は水筒）
＊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。
・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。
・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。
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（６）お正月飾りを作ろう
日 時：12月15日（土） 13：30～16：30
場 所：つつじが丘小学校体育館にて

（７）.夏祭りの忘れ物について
夏祭りの忘れ物をふれあいセンター・子供会にてお預かりしたままになっています。
お心当たりの方はお早めに取りに来てください。
ふれあいセンターの分は年末に、子供会にてお預かりの分は平成30年度末（３月）
にそれぞれ処分させていただきます。
・カメラの蓋
・ハンカチ
・SONYミュージックプレイヤー
・任天堂ゲームソフト
など

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 ： １２月２１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
１２月８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！！
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
１２月１日（第一・土） １４：００～１６：００
市民図書室
１月５日（第一・土） １４：００～１６：００
市民図書室
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9．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 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丁目
吉本 純美
６・７丁目
井村 由美子
主任児童委員
中田 尚美

10．つつじが丘シニアクラブからのお知らせ
・ 垂水区老人会の赤い羽根募金は、空き缶に募金を入れ１２月末に社会福祉協議会へ持参し
ます。つつじが丘シニアクラブのサークル等、あちこちで善意の募金が入れられています。
空き缶の募金箱を見つけられたら是非ご協力をお願いします。
・ １２月１６日（日）もちつき大会があり、２５０キロの餅をつきます。
シニアクラブは自治会の温かい計らいで、会員各位に各家庭の分とは別にもち券をいただき
ます。有難うございます。
・ 見守りサポーター養成講座で、警察の人の話を聞きました。相変わらず詐欺事件が、多発
しています。子や孫のピンチに「お金が必要なら顔を見せ、頭を下げて直接お願いに来なさ
い！！」と、言える気概のある親でいたいものです。

11．注意しましょう
（１）公園や道路をきれいにしましょう
近頃、公園や道路にたばこの吸い殻がたくさん放置されています。特に５丁目の後
谷公園でひどかったです。他の公園や道路で大人の方が放置しているのを見た人もい
ます。
子供たちに「公園はきれいに使いましょう」と呼びかけているときに、大人が悪い
見本にはならないでください。よろしくお願いします。
（２）野良犬・野良猫その他、野生動物の餌付けをやめましょう
須磨多聞線の橋の下の広いところにたくさんの餌を置いている人がいます。狸や
アライグマなどの野生の動物が出現する原因になりますので、やめていただきたいと
思います。他の所でも、トンビやカラスに餌付けをする人がいますが絶対にしない
でください。
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12．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ごみ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 28 日（金）・31 日（月）
缶・びん・ペットボトル
市内全域 12 月 26 日（水）・30 日（日）
容器包装プラスチック
12 月 24 日（月）・30 日（日）
燃えないごみ、カセットボンベ・スプレー缶
12 月 20 日（木）・29 日（土）
集団資源回収（新聞・雑誌・アルミ缶・古着・古布・ダンボール・牛乳パック）
１２月最終の回収日です。
１～４丁目
12 月 19 日（水）
5～7 丁目
12 月 27 日（木）
※ 今年も１２月３０日（日）に缶・びん・ペットボトルと容器包装プラスチッ
クが重なっています。
「容器包装プラスチック」は、集積場に向かって左側半分に、
「缶・びん・ペットボトル」は、集積場に向かって右側半分に
置いてください。
年始収集
燃えるごみ
1月 4日（金）
缶・びん・ペットボトル
市内全域 1月 9日（水）
容器包装プラスチック
1月 7日（月）
燃えないごみ、カセットボンベ・スプレー缶
1月17日（木）
集団資源回収（新聞・雑誌・アルミ缶・古着・古布・ダンボール・牛乳パック）
１月最初の回収日です
1～4 丁目
1 月 16 日（水）（1 月 2 日は回収しません）
5～7 丁目
1 月 10 日（木）
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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
★衛星放送を視聴するためのアップコンバーターは、つつじが丘でしか使えません。
つつじが丘以外に転居する場合は、CATV管理運営組合にご寄贈をお願いします。

今月のゴミ収集・集団資源回収・公園清掃
☆ 新聞、雑誌、ｱﾙﾐ缶、古着、古布
ダンボール、牛乳パックの回収

１～４丁目 １２月 5・19日（水） 生ゴミ置き場
（1月2日（水）は なし）１月16日（水）

〃

５～７丁目 １２月１3・27日（木）

〃

１月10日（木）

〃

集団資源回収は、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４・７・１１・１４・１８・２１・２５・28・３１日 生ゴミ置き場
１月４日（金）

〃

☆ 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

１２月 6・20日（木）２９日（土）
１月17日（木）

荒ゴミ置き場
〃

☆ 缶･ガラス瓶・ペットボトル
毎週水曜日

１２月 5・12・19・26日（水）・３０日（日）
１月 9日（水）

荒ゴミ置き場
〃

☆ 容器包装プラスチック
毎週月曜日

１２月 3・10・17・24（月）・３０日（日） 荒ゴミ置き場
１月 7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。
★一斉地域道路清掃（自治会）

１２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（2018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。
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