
 

  

 

 

 

みなさんこんにちは。今年の夏は例年よりも少し早く梅雨が明けるやいなや、早朝から強烈な日差しがが照りつけ、 

一気に夏本番の到来となり、熱中症にかかる人が多く出ています。さらに一方で原発停止等の影響で節電も叫ばれて 

おり、暑さへの対応が懸念されます。 

熱中症を防ぐには①直射日光を避ける（防ぐ）②水分を十分に補給する③室内温度（28 度を超えないよう）に注意を 

払う④高齢者の中には温度を感じる能力や渇きを感じることが少なくなってきている人もおられるので、周りの人たちも 

気を配り、本人も自分では感じていなくても、温度管理、水分と塩分を補給にしっかり気をつけることが大切です。 

これで暑い夏を乗り切りましょう！ 

 

 

 

 

●近隣の公園等の清掃を開始します 

   地域一斉清掃時に合わせて公園などの清掃活動にも取り組むことになりました。 

毎年 6 月、9 月、12 月、3 月に地域一斉清掃を実施しておりますが、9 月時実施より従来のブロック内および各ブロックに 

面した舗道の清掃に加え、下記の通り公園などの清掃活動を行うことになりましたのでご協力いただきますようよろしく 

お願いいたします。なお分担については、ブロック長、班長さんの指示に従い清掃してください。 

    場     所     担    当  

はつが野 1 号公園、3 号公園 子ども会 

里道 ５ブロック 

かぐらざき公園 ３，４，７，８ブロック 

自治会用地（1 丁目 24 番 5 号） １、２ブロック 

自治会用地（2 丁目 27 番 1 号） ６ブロック 

 

●自治会用地に物置を設置しました。 

   自治会および自治会関連団体の書類、備品等を保管するため、自治会用地 2 丁目 27 番 1 号の敷地内に物置を 

7 月 22 日に設置しました。（間口 3m 奥行き 2.5m = 広さ 7.5 ㎡） 

 

●イベント実行委員会報告 

   7 月 16 日（土）20 時～21 時 シニアセンター 第 3 回イベント実行委員会にて下記のことが協議されました。 

１） 舞台と音響、舞台バックの体裁デザインについては昨年と同様とする。 

（舞台と音響は、パワーステーションに設置・運営を依頼する - 確認済み） 

（舞台バックの体裁デザイン-自治会で手作りで進める） 

     2) 雨天の場合は、小学校の体育館内で行う。 

     3) 各ブロック別の出し物と費用、収支につき協議を行う。 

     4) はつが野祭り開催に合わせてはつが野自治会のテーマ曲を決め、当日みんなで合唱することが提案され 

       承認されました。自治会テーマ曲は｢この街で｣です。新井満さんが作詞・作曲。 

       ユーチューブ、ニコニコ動画で無料で見てください。歌っている歌手はたくさんおられます。 

新井満、仲本工事と三代純、みかん座、城之内早苗と布施あきら、トワエモア、フォーセインツなどなど 

歌詞はうしろのページに記載しています。    

 

●自治会ウェブサイト （http://www.hatsugano-jichikai.com） 

  自治会のウェブサイト（ホームページ）を見るには、まずヤフーかグーグルなどの検索エンジンのページで 

検索キーワードのところに【はつが野自治会】と入力して検索ボタンを押してください。すると検索結果ページの、 

一番上に【はつが野自治会】が出てきます。それをクリックしてください。 

アドレス（http://www.hatsugano-jichikai.com）を直接打ち込んでいただいても OK です。  

 個人情報が掲載されているページについてだけ、ID/パスワードの入力を求められますが、ほとんどのページは 

 自由に閲覧できるようになっています。 

 サイトについてのご意見は info@hatsugano-jichikai.com  までメールをお寄せください。 

●７月の活動報告 

はつが野自治会 検検検検    索索索索    

発行：平成２３年 8月１日  

製作：広報委員会 

自治会からのお知らせ 



１日（金） はつが野通信 7 月号発行、広報いずみ配布 

６日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   １０日（日） 9:00～10:00 里道清掃、9:30～11:00 はつが野祭りブロック会議 11:00～12:30 自治会運営委員会・会館建設委員会 

   １３日（水）古紙類・アルミ缶回収 

  １６日（土）17:00～18:30 ブロック会議 19:00～21:00 自治会定例理事会、イベント実行委員会、 21:00～夜間パトロール 

  ２０日（水）古紙類・アルミ缶回収 

  ２7 日（水）古紙類・アルミ缶回収 

 

●８月の活動予定 
１日（月） はつが野通信 8 月号発行、広報いずみ配布 

3 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   １０日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   １４日（日） 里道清掃はお休みです。 

   １４日（日） 11:00～11:45 自治会運営委員会  11:45～12:30 会館建設委員会 

   １７日（水）古紙類・アルミ缶回収 

  ２０日（土） 19:00～21:00 自治会定例理事会、イベント実行委員会、 21:00～夜間パトロール 

  ２４日（水）古紙類・アルミ缶回収 

  ３１日（水）古紙類・アルミ缶回収 

 

●６月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                       6 月の大一資源からの還付金 67,550 円 

アルミ缶 ペットボトル 新 聞 雑 誌 ダンボール 布 類 牛乳パック 

60円/Kg 10円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 

140Kg 280Kg 7,390Kg 1,400Kg 1,780Kg 670Kg 30Kg 

8,400円 2,800円 36,950円 7,000円 8,900円 3,350円 150円 

 ※8888 月月月月の回収日は 3333 日、日、日、日、11110000 日日日日、、、、17171717 日、日、日、日、22224444 日日日日,,,,    31313131 日日日日のいずれも水水水水曜日曜日曜日曜日です。    

※当日の朝８時までに各戸前の敷地の外側に出してくださいますようお願いいたします。 

※ペットボトルは軽く中を洗ってこの日にお出しください。ふたは外して出してください。 

 

 

 

 

 

ラジオ体操のお知らせ → ８月２２日 (月）～２６日(金） ７時から かぐらざき公園で 行います。 

 

子ども会入会ご希望の方は 下記までご連絡ください。 

 ０７２５－３９－８８１６  副会長  猪飼まで 

 

   を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

 

7 月 19 日（火）のにこにこクラブは・・・ 5 組 12 名でおしゃべりを楽しみました。幼稚園もお休みになっていましたので、 

お兄ちゃん・お姉ちゃんも一緒に参加しました。  

 

8 月のにこにこクラブはお休みです。  

 

次回は 9 月 20 日（火）受付時間 9 時 45 分～ 開催場所；シニアセンター   内容；体操・お歌・おしゃべり 

初めての方もたくさん参加されています。おしゃべりを楽しみましょう！ 

（7 月のはつが野通信で「青葉はつが野小学校」となっていましたが、10 月から小学校です）  

 

 

 

●今後の活動予定 

９月１６日（金）第４９回和泉市老人クラブ連合会大会 午後１時開会 和泉シテイプラザ弥生の風ホール 顕彰者の表彰その他 

９月１８日（日）敬老祝賀会の予定  午前１０時～１２時３０分  シニアセンター 

●フリーマーケット寄贈品募集 

らくゆう会からのお知らせ 

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  

子ども会からのお知らせ 



はつが野まつり（１０月３０日）にらくゆう会は例年通り｛フリーマーケット｝の出店を予定しております。 

 つきましては、ご家庭で眠っている(日用雑貨品）（装飾品）(電気製品）（衣料品｛未使用｝）等不要なものがありましたら、 

是非ご寄贈賜りますようお願い申し上げます。  ９月１８日（日）以降 収集したいと思っています。 

 詳細については、次号でお知らせさせていただきます。    

 

●夏休み｢はさみ将棋大会｣と｢五目並べ大会｣開催について 

  8 月 7 日（日）午後 1 時 30 分からシニアセンターで、夏休み｢はさみ将棋大会｣と｢五目並べ大会｣を開催します。 

  初めての方、けっこう強い方、どなたでも参加 OK です。子どもさんを対象に考えていますが、大人の参加も OK。 

  参加費無料 どんどんご参加ください。 

 

お問い合わせ 会長 上林 （５３－１１４０）     

 

        お問い合わせ     会長  上林   （５３－１１４０） 

 

7 月 10 日（日） 13:30～15:00  シニアセンター ｢七夕会｣ 

短冊に願いをいっぱい書いて、こよりを通して笹に吊り下げました。サマージャンボ当ればいいな～～～ 

 

8 月 14 日（日）13:30～15:00  シニアセンター  フラダンス  ハワイに行った気分になっていっしょに踊りましょう。 

 ●本年度“米寿”（８８才）をお迎えになられる方をお知らせください。 

   平成 23 年 4 月から平成 24 年 3 月までに“米寿（88 才）”になられる方に「敬老祝い金または記念品」を 

贈呈させていただきます。自治会では、自治会員個人、およびご家族の生年月日を把握しておりませんので、 

お届けいただくことにより、お祝いをさせていただきたいと思っております。お手数ですがメモ用紙に該当の 

方の「ご氏名、よみ、ご住所、電話番号、生年月日」を記載していただき、封筒に入れて担当の班長さんまで 

ご提出をお願いします。 9 月 18 日開催予定のらくゆう会の敬老祝賀会にご招待させていただく予定です。 

 

この受付は平成 23 年 8 月 19 日まで受付させていただきます。 

班長さんは 8 月 19 日までにブロック長さんまでお届けください。ブロック長さんは 8 月 20 日の役員会に 

メモをお持ちください。 

 

自治会専門委員会からのお知らせ 

   

  【自治会館建設委員会】7 月 10 日開催 

      ＜自治会の法人化＞ 

現在、はつが野自治会は、法人格を持っていません。 

会費などの預金口座は｢はつが野自治会 会長 鎌野義雄｣としています。今後会館が出来たとき 

会長個人の資産とするのは、固定資産税、相続などいろいろ問題も起きかねないので 5 年後をメドに 

当自治会も｢法人化｣を目指すこととします。 

将来、自治会館を保有するとなると、建築業者との契約当事者、不動産の登記、会館の維持管理面などから 

｢法人化｣が必要と判明しました。近隣の緑ヶ丘自治会、青葉台自治会などは法人となっています。 

 

        自治会館の建設について、アイデア、ご意見をお願いします。 

a) 自治会ホームページに『掲示板』を設置します。そこに書き込みをお願いします。 

b) 自治会宛にメールを送っていただいても結構です。 info@hatsugano-jichikai.com  

c) メモに書いていただき、封筒に入れて、班長さんまでお届けください。 

 

      自治会サイトにいただいたご意見・アイデアを掲載させていただいています。 

      http://www.hatsugano-jichikai.com/kaikan.html 

      ご意見・アイデアを是非よろしくお願いします。 

     

 【ウェブサイト委員会】  

    サイトを開設して 6 ヶ月になります。まだまだ完璧になっていませんが、会員さんからのメールが少しずつ 

    いただけるようになってきました。そのいくつかを紹介させていただきます。 

    ご意見・ご提案・苦情などは info@hatsugano-jichikai.com へメールをください。 

いきいきサロンからのお知らせ 



ご意見・ご要望        ブロック    班      氏名        

 

    5 月 19 日  はつが野 1丁目 26番地のあたりにカーブミラー設置の要望 

     5月 22日  はつが野 2 丁目 1 番地 資源ゴミの回収につい 
            7 月 5 日        はつが野１丁目３１番地 資源ゴミの回収について 

    7 月 5 日   はつが野１丁目８番地  宅地内道路を青葉台方面へ通り抜けする車がいて危険 

 

    資源ゴミ回収の件については、鎌野会長が大一資源と連絡を取っていただき、大一資源担当者が 

    個別に訪問して、改善策を提示するなどして解決させていただきました。 

 

    カーブミラーについては、鎌野会長から和泉市に要望を出していただき、今年度は地区内の 3 箇所に 

    設置することが決まりました。（要望は全部で 7 箇所でした） 

 

    宅地内道路を青葉台方面へ通り抜けする件については、セブンイレブン向かい側の入り口あたりに 

    ｢通り抜け禁止｣の看板を設置するべく調整中です。しばらくお待ちください。 

 

●自治会テーマ曲 ｢この街で｣ 

 

この街で  作詞 新井満 作曲 新井満・三宮麻由子 

 

この街で生まれ この街で育ち  

この街で出会いました あなたと この街で 

                この街で恋し この街で結ばれ  

                    この街でお母さんになりました この街で  

 

あなたのすぐそばに いつもわたし 

わたしのすぐそばに いつもあなた 

  

この街でいつか おばあちゃんになりたい  

おじいちゃんになった あなたと歩いてゆきたい  

 

 坂の上に広がる 青い空  

                       白い雲がひとつ 浮かんでいる  

                       あの雲を追いかけ 夢を追いかけて  

                       喜びも悲しみも あなたと この街で  

 

この街でいつか おばあちゃんになりたい 

おじいちゃんになった あなたと歩いてゆきたい 

                 この街でいつか おじいちゃんになりたい  

 おばあちゃんになった あなたと歩いてゆきたい  

 

いつまでも好きなあなたと 

歩いて ゆきたい 

= はつが野通信 平成 23 年 8 月１日号 完 = 

 

    

    

 

 

 

 

    

    

    

    

☆☆☆☆ご意見・ご要望は点線で切り取って、班長さんまでお持ち下さい。ご意見・ご要望は点線で切り取って、班長さんまでお持ち下さい。ご意見・ご要望は点線で切り取って、班長さんまでお持ち下さい。ご意見・ご要望は点線で切り取って、班長さんまでお持ち下さい。 


