
 

  

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。 

旧年中は自治会活動にご協力いただきまして厚くお礼を申し上げます。 

本年は自治会設立 9 周年を迎え、組織を生かし住み良く豊に暮らせる街づくりを目指し、役員一丸となって取り組んで 

参りますので、引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

皆さまにとって良き年でありますことを心からお祈り申しあげます。    自治会長 鎌野義雄 

 

 

 

 

●地域一斉清掃のご協力お礼 

     12 月１１日（日）に実施いたしました地域一斉清掃にご協力いただき誠にありがとうございました。 ｢自分たちの住む地域の 

掃除は自分たちで｣ 清掃活動をして街がきれいになりました。次回は 3 月に実施いたしますので、ご協力のほど 

よろしくお願いいたします。 

 

●平成24年度役員の立候補・推薦を受け付けます。 

   平成 24 年度（平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月）の役員を募集します。応募方法は、【立候補】【推薦】のいずれかです。 

     別途配布させていただいております｢立候補・推薦の届出用紙｣に必要事項を記載していただき、1 月 18 日（水）までに 

     班長さんにお届けください。 

 

●交通事故に注意しましょう 

   去る 12 月１6 日午後 6 時 17 分頃、セブンイレブンはつが野店前の交差点で、死亡事故が発生しました。また｢すき家｣の 

    開店によりはつが野地区（特に｢のぞみ野東バス停｣から｢はつが野口バス停｣付近）は、交通事故の危険度が高まっております。 

和泉市内における交通事故の現状は、平成 23 年中 12 件の死亡事故発生で、大阪府下ワーストワンです。ドライバーは常に 

歩行者のことに注意を注ぎ、歩行者も運転者側に立っての先読みした注意を払うようにしましょう。 

 

    自転車による事故、高齢者の事故が多発しています。次のことを心がけ安全運転に努めましょう。 

    ･脇見運転、スピードの出し過ぎは、危険の認識が遅れるだけでなく、ハンドル操作を誤るなどの重大事故につながります。 

    ･交差点ではスピードを落として、対向車や歩行者、自転車の動きに注意しましょう。 

     

●自治会入会説明会の開催 

  下記の要領で自治会入会説明会を開催いたします。ご近所に未加入の方がおられましたら、声かけをお願いします。 

     日時 平成 24 年 1 月 21 日（土）午後 5 時～6 時 

     場所 青葉はつが野シニアセンター（青葉はつが野小学校の北約 30m） 

     内容 自治会、子ども会、老人クラブ、いきいきサロン、子育てサロンの説明 

   ※ 駐車場はありませんので、自転車または徒歩でお越しください。 

※ 加入の申し込みに際しては、2 月と 3 月分の自治会費 1,000 円と印鑑をお持ちください。 

 

●｢チョイズ事業｣ 【はつが野祭り】への投票をお願いします 

<平成 24 年度「和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業」（通称｢チョイズ事業｣について> 

    昨年から和泉市において創設された制度で、「イベント等にあらかじめ申請のあった中から支援したい団体を市民が選び、 

一定の支援額（上限額 50 万円）を和泉市がその団体に補助金として交付する制度」で、要件として「周辺地域住民相互の 

    交流促進を目的とした市民活動」で「公益活動であること」とされております。 

 

    当自治会においてもこの制度に基き、周辺自治会と連携し「はつが野街づくり推進委員会」を発足させて、その活動の 

一環として平成 24 年度から「はつが野祭り」を開催するという形を取り、和泉市に補助金を申請しておりましたが、この度 

支援対象団体として認定され、その通知が届きました。 

 

つきましては、｢広報いずみ｣2 月号と同時に｢選択届出用紙｣（投票用紙・封筒）が配布されますので、 

候補事業の中の【はつが野祭り】に投票をしていただきますようお願い申し上げます。               Page 1 
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自治会からのお知らせ 



●回覧板についてのお知らせ 

①従来近隣のコミュニケーション増進のために原則的に｢手渡し｣をお願いしておりましが、今後は、情報伝達のスピードを 

優先することにします。｢手渡し｣が望ましいですが、お隣がご不在の場合は、郵便受けに投函してください。                                                                       

  ②郵便受けの形によっては、従来の回覧板が入れられないケースもあると思われます。自治会では、A4 サイズが収容できる 

   透明のジッパーの付いた｢回覧用の袋｣（小さいポストにも投函できる）を用意していますので、班長さんの中で必要と思われる 

方は、広報委員長までご連絡をお願いします。    武川（たけがわ）広報委員長  電話 0725-53-3102 

                                                                                                 

●１２月の活動報告 
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   

里道清掃：大量の落ち葉の清掃、小学校からの土砂の撤去、みんなで力を合わせ綺麗になりました。   

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～   ）                                                     

 

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

 4 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ありませんありませんありませんありません。（大一資源 年始休暇年始休暇年始休暇年始休暇） 

11 日（水） 古紙類・アルミ缶回収   

15 日（日） 19:00～21:00 運営委員会 （建設委員会はお休みです）    

        里道清掃  1 月の里道清掃はお休みです。 

18 日（水） 古紙類・アルミ缶回収                                                           

21 日（土） 17:00～18:00  自治会入会説明会  19:00～21:00 自治会定例理事会、 21:00～夜間パトロール 

22 日（日） 11:00～12:00 防犯防災委員会 

  25 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

  

●11 月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                       11月の大一資源からの還付金 69,650 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 その他紙類 

50円/Kg 10円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 

115Kg 280Kg 7,980Kg 1,430Kg 1,770Kg 970Kg 20Kg 50Kg 

5,750円 2,800円 39,900円 7,150円 8,850円 4,850円 100円 250円 

 ※先月号でアルミ缶の価格を 60 円/Kg と表記しましたが、間違いでした。アルミ缶買取価格は 10 月から 50 円/Kg になりました。 

 ※1111 月月月月の回収日は 11111111 日、日、日、日、11118888 日、日、日、日、22225555 日日日日のいずれも水水水水曜日曜日曜日曜日です。  1111 月月月月 4444 日はお休み日はお休み日はお休み日はお休みです。    

※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。 

※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。 

                                                                     

                                                                                             

 

 

１２月１１日  はつが野１号公園（ぞうさん公園）とはつが野３号公園の掃除をしました。 

ご協力ありがとうございました。 

 

１２月２３日  クリスマス ボウリング大会で 松の浜 フタバボウルへ行ってきました 

みんな楽しそうにゲームをしていました。   写真を掲載しました。 

 

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。 

小学 1 年生から 6 年生までが対象です。 

子ども会入会希望の方は 副会長 猪飼まで  0725-39-8816 

                                             Page 2 

子ども会からのお知らせ 



   

                                                                        

   を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

 

12 月のにこにこクラブは・・・1２月のにこにこクラブは・・・1２月２０日（火）参加４０組 ８５名  

歌・手遊び・ヒューマンネットワークさんによる「マジックショー」・工作 

                        大人も子供も楽しみました。 

                                                                          

1 月のにこにこクラブは・・・1 月１７日（火） 青葉はつが野小学校 多目的室。 

10 時～11 時（9 時 40 分～50 分北門を開けます） 

 

              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；歌・体操・手遊び。お子様・保護者の方の体にいい「食」に関するお話をしてもらいます。 

 

当日はお茶をお持ち下さい。 

※  保護者・お子様共に上靴をお願いします。  

※  小学校へは徒歩、又は自転車でお越し下さい 

お問い合わせ    篠原  ｔｅｌ（ ５４－３９３８ ） 

 

 

 

  １月の活動予定  新年祝賀会の開催 １月１５日（日）午前１０時～１２時３０分 シニアセンター  

          演芸、クイズ、カラオケ、などで新年の門出をお祝いします。   

 

   はつが野地域にお住まいのシニアー（６０才以上）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 ）  

                 

                                                                                    

 

 

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した。 

                   

1 月 15 日（日）10:00～12:30  シニアセンター  「新年祝賀会」。 南京玉すだれ、クイズ、カラオケを楽しみます。   

 

これからの予定：   2 月 12 日（日）午後 1 時 30 分～3 時  落語 3 題（素人落語家ボランティアグループ『天満天神の会』） 

              3 月 11 日（日）午後 1 時 30 分～2 時 15 分 健康体操  

午後 2 時 30 分～3 時 よさこい練習 （鳴子を使って楽しく身体を動かします） 

               鳴子はサロンで用意させていただきます。 

 

お問い合わせ    柴 ｔｅｌ（ ３９－１５８０ ）                       
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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  

いきいきサロンからのお知らせ 



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        

 

自治会専門委員会からのお知らせ 

 

  【自治会館建設委員会】 12 月は、お休みでした。 

自治会館建設用地について、引き続き和泉市からの連絡待ちの状況です。 市の説明では、和泉市・UR・民間業者の 

３者で協議の上、検討するとのことです。 

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.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsugano----jichikai.comjichikai.comjichikai.comjichikai.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.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsugano----jichijichijichijichikai.comkai.comkai.comkai.com）を直接打ち込んでいただいても OK です。  

     

   「はつが野祭り」の特集ページで写真・作文を公開しています。 

 

   

 【防犯防災委員会】 11 月 18 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。 

 

   災害弱者（寝たきり、身体の不自由な方など）への対応をどのようにすべきかを協議中です。 

   個人情報とのからみもあり、災害時のみ、児童民生委員の持っている情報を開示していただくなどの 

   方法が取れるのか、またそのためには、市が条例を設定すべきなのか、会員の皆さまから家族構成などの 

情報を提出していただくこと、などを協議しています。 

 

ご意見などありましたら、下記の投稿欄にご記入いただき、封筒に入れて、班長さんまでお届けください。 

 

   次回の委員会は 1 月 22 日（日）午前 11 時～12 時 シニアセンターで開催されます。       

 

                                              

= はつが野通信 平成 24 年 1 月 1 日号 完 = 

    

    

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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


