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検 索

はつが野自治会

みなさんこんにちは。平成 23 年もあと今月いっぱいで終わろうとしています。今年は 3 月に発生した東日本大震災、さらに
台風 12 号による紀伊半島南部の被害と千年とも数百年に一度とも言われる災害に見舞われた年でもありました。
被災地の早い復興と来年こそは良い年でありますように祈りつつ年の瀬を迎えましょう。

自治会からのお知らせ
●自治会役員会報告
11 月 19 日（土）19 時～19 時 30 分 シニアセンターでの自治会役員会にて下記のことが協議されました。
1) ｢はつが野祭り｣の事業報告及び会計報告を行い承認されました。
主な点：収入 877,410 円（事業支出 50 万円を含む） 支出 843,414 円
自治会会計からは 500,000 円の予算を計上していたが最終的に 466,004 円の支出となった。
（協賛金収入 156,060 円 自治会ゲームブース売上 205,350 円 自治会売店売上 16,000 円）
反省点、評価するところなどを協議を行い、次回の参考とすることとしました。
2) 自治会内の班の新設・増設について、新住宅地での入居者の増加や地域によっては班内の世帯数の格差が
見られることから、班の編成の見直しを協議する。次回の役員会に見直し案を持ち寄り、検討、協議の上
班分けを決定し、来年度から反映させることとする。
3) 自治会入会説明会を来年 1 月 21 日（土）午後 5 時～6 時 シニアセンターで行うことを決定しました。
4) 地域一斉清掃の実施について、12 月 11 日（日）午前 9 時～10 時に行うことで決定しました。
●地域一斉清掃を実施いたします
地下記の要領で一斉清掃を実施したします。ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。
実施日時： 12 月１１日（日）午前９時～１０時 （雨天の場合は 12 月 18 日（日）同時刻に延期）
清掃場所： ブロック内のゴミ拾い、草抜き、側溝掃除
当日の準備：ゴミ袋、土のう袋は自治会で用意します。清掃用具は各ご家庭でご用意をお願いします。
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っています。
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っている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
４，８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
周回道路および空き地
３、７ブロック

●１１月の活動報告
1 日（月） 広報いずみ配布
２日（水） 古紙類・アルミ缶回収
6 日（日） はつが野通信 11 月号発行
9 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
13 日（日）9 時～10 時 里道清掃 花植えのご協力ありがとうございました。
13 日（日）10:00～11:00 防犯防災委員会 11:00～11:45 自治会運営委員会
１6 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
19 日（土） 19:00～21:00 自治会定例理事会、
23 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
30 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
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●１２月の活動予定
1 日（木） 広報いずみ配布 はつが野通信 12 月号発行
7 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
11 日（日） 9:00～10:30 地域一斉清掃 11:30～12:15 運営委員会 （建設委員会はお休みです）
14 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
17 日（土） 19:00～21:00 自治会定例理事会、 21:00～夜間パトロール
18 日（日） 11:00～12:00 防犯防災委員会
21 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
28 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
29 日（木） 年末夜警（ 1 回目夜回り 18:00～
2 回目夜回り 20:00～
）

●10 月度の古紙類およびアルミ缶回収報告

10 月の大一資源からの還付金 62,100 円

ダンボール
布 類
アルミ缶
ペットボトル
新 聞
雑 誌
牛乳パック その他紙類
60 円/Kg
10 円/Kg
5 円/Kg
5 円/Kg
5 円/Kg
5 円/Kg
5 円/Kg
5 円/Kg
1,380Kg
40Kg
105Kg
320Kg
6,270Kg
1,730Kg
1,290Kg
20Kg
8,650 円
6,450 円
6,900 円
100 円
200 円
5,250 円
3,200 円
31,350 円
※1
12 月の回収日は 7 日、14
水曜日です。
日、14 日、2
日、21 日、2
日、28 日のいずれも水
曜日
※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。
※あまり朝早く出されますと、自治会の契約業者（大一資源）以外の業者に回収されることもありますので、できるだけ
午前 8 時に近い時間で出していただきますようお願いします。

子ども会からのお知らせ
１２月 11 日 （日）
９時３０分～１０時まで公園掃除をします。
はつが野 1 号公園（ぞうさん公園） ３・４・５・６班
はつが野３号公園（１丁目の公園） １・２・７・８班
１２月２３日（金・祝） クリスマス会 ボウリング大会を開催します。
それぞれの詳細は配布いたしましたお手紙をごらんください。
子ども会入会希望の方はご連絡ください。来年度新入生の方も受け付けはじまります。
次期役員の立候補も募集してますので ご連絡お待ちしてます。
を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。
にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
11 月のにこにこクラブは・・・11 月 15 日（火）参加 32 組 66 名 歌・体操・手遊び歌・折り紙を楽しみました
12 月のにこにこクラブは・・・12 月 20 日（火）実施。青葉はつが野小学校多目的室。
10 時～11 時（9 時 40 分～50 分横門を開けます）
参加費；各自治会会員家庭は無料。非自治会員ご家庭・モンセーヌの方はお子様 1 名に付 100 円
内容；ボランティアさんによる「マジックショー・工作」 50 組限定で行います。申込は篠原54－3938 まで
名前・お子様の人数・連絡先をお知らせ下さい。
保護者・お子様共に上靴をお願いします。

らくゆう会からのお知らせ
らくゆう会クラブ活動お試し体験参加のお知らせ
はつが野地域にお住まいのシニアー（６０才代～８０才代）の皆さん同世代の仲間とクラブ活動を通じて,健康増進と相互の
親睦を図りませんか？
クラブはカラオケ、手芸、花あそび、ストレッチ体操、ハイキング、ディスコン、グランドゴルフ、囲碁将棋、健康麻雀、ゴルフ、
ウオーキング、俳句部、等があります。いつでも自由に体験できますので、ご参加お待ちしてます。
お問い合わせ
会長
上林（かんばやし） ｔｅｌ（ ５３－１１４０ ）
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いきいきサロンからのお知らせ
11 月 13 日（日）13:30～15:00 シニアセンター 「健康体操」 イスにすわったままで音楽に合わせて軽い体操をしました。
ダンスのような｢大阪ラプソディー｣のメロディーにあわせた体操など、楽しく過ごしました。
12 月 11 日（日）13:00～14:30 シニアセンター 「クリスマス会」。 皆で食事をし、日本舞踊を鑑賞します。

自治会専門委員会からのお知らせ
【自治会館建設委員会】 11 月お休みでした。
会館の建設は 2 丁目の自治会用地に計画していますが、1 階建ての場合、土地面積が狭く、会館として
十分な広さを確保できないので、1 丁目の自治会用地と合わせた面積の用地を別の場所に確保していただくよう
和泉市・UR に要望をしています。11 月 11 日の辻市長とのタウンミーティングのときにも、鎌野会長が市長に
現状を説明し、広い用地の必要性を訴え、市からは、和泉市・UR・民間業者の３者で協議の上、検討するとの
回答をもらっています。引き続き、この件を推し進めていきます。
建設委員会は、自治会用地が確定した後、それにあわせた設計を検討していきます。
みなさんの自治会館についてのご意見・アイデアをお寄せください。
http://www.hatsugano-jichikai.com/kaikan.html

●自治会ウェブサイト （http://www.hatsuganohttp://www.hatsugano-jichikai.com）
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
http://www.hatsuganoOK です。
http://www.hatsugano-jichikai.com）を直接打ち込んでいただいても
jichikai.com
「はつが野祭り」の特集ページで写真などを公開していきます

【防犯防災委員会】 10 月 13 日開催
防災に対する取り組みについて、検討を進めています。
次回の委員会は 12 月 18 日（日）午前 11 時～12 時 シニアセンターで開催されます。
アピールコーナー
らくゆう会グランドゴルフ部からのお知らせです。
グランドゴルフ部では、現在部員を募集しています。
グラウンドの土の上で、本格的な芝生の上で、ボールを打って、カップに入れる。
たまには、ホールインワンもあります。 (●⌒∇⌒ ●) わーい
楽しい時間を仲間と共有しませんか ? 体験入部をお待ちしています。
部長 松本 ５３-１９５０

らくゆう会囲碁将棋部からのお知らせです。
囲碁将棋部では、毎月第一日曜日の午後 1 時 30 分から午後 4 時半頃まで、部会を開催しています。
12 月からは、小学生、中学生、高校生も対象として、受け入れさせていただくようになりました。
世の中では、じわじわと囲碁、将棋のブームが広がってきています。当クラブにも 12 月から囲碁で小学 4 年生が参加される
予定です。みなさんも、今の間に、囲碁、将棋の基礎を身に付けて、趣味の幅を広げては、いかがでしょうか？
囲碁将棋部からのお願いです。
平成 24 年 1 月からは、｢オセロ｣を開始する予定です。
ところがオセロの競技盤がクラブにはありません。恐縮ですが、使わなくなった｢オセロ盤｣をお持ちの方は
ご寄付いただければとお願い申し上げます。
ご連絡は、囲碁将棋部長 西嶋 tel 53-3554 までお願いします。
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年末恒例の自治会の｢年末夜警｣を下記のように実施いたします。
お忙しい時期ではございますが、皆さまご参加よろしくお願い申し上げます。

◎実施日時：

平成２３年１２月２９日（火）
１回目 午後６時～７時

２回目 午後８時～９時

◎集合場所： 青葉はつが野シニアセンター 午後５時４５分にお集まりください。
◎連絡事項：
・１回目の夜警には、お子様も参加していただけます。但し、保護者同伴でお願いします。
・懐中電灯をご持参ください。
・２～３グループに分かれていただき、町内を巡回していただきます。
・ご参加いただいた方には、１回目の夜警終了後、シニアセンターにて、お茶、おにぎり、スープ、
お菓子などを用意させていただいています。
・２回目の夜警終了後は、シニアセンターにて、歓談いただく時間を用意させていただいております。

= はつが野通信 平成 23 年 12 月 1 日号 完 =

ご意見・ご要望など、みなさまの声をお聞かせください。
ブロック

班

氏名

☆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。

