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はつが野自治会

検 索

みなさん、こんにちは。
今年もお祭りのシーズンがやって来ました。当はつが野自治会においても、今回からは、はつが野地区全域のお祭りとして
３町自治会（はつが野自治会、はつが野３丁目自治会、はつが野松風台自治会）で、来る１０月２８日（日）午前９時３０分～
午後３時まで、青葉はつが野小学校グラウンド（雨天の場合は体育館）で開催します。

自治会からのお知らせ

はつが野祭り 10 月 28 日（日）青葉はつが野小学校 9 時 30 分～15 時
テーマは、｢私たちの子どものために、みんなでいっしょにふるさと『はつが野』の思い出づくりをしよう｣です。
子ども達に、自分たちの｢ふるさと｣のよい思い出をつくり、近隣、友だちとのコミュニケーションを図り、将来ここに住むときに
心の通えるコミュニティをつくる手助けをする。またこの街を離れて住むようになっても、戻ってきたときに友だち、知り合いと
気さくに話ができる環境づくりをする。 そんなお祭りにしたいと思っています。
今回は昨年にも増して演目、遊戯ブース、屋台をたくさん揃えました。また、抽選会では、多くの方に賞品が当るように
多数賞品を用意させていただきました。 是非、ご参加いただけますよう、お待ち申し上げます。
開催案内チラシ、抽選券は、10 月中旬に配布させていただく予定です。
●こどもアナウンサー募集は終わりました
「はつが野祭り」開催において、こどもアナウンサーを募集させていただきました。はつが野自治会から 3 名、
はつが野 3 丁目自治会から 2 名、合計 5 名の方に応募いただきました。
応募いただいた方は、10 月 14 日（日）午前 9 時から 10 時、シニアセンターにてアナウンサー部門のミーティングを行い、
担当などを決めていきますので、お集まりください。
●｢10 年後の私の夢｣ 作品募集
「はつが野祭り」開催にあわせて、作品を募集します。題は｢10 年後の私の夢｣。用紙は 400 字詰め原稿用紙 1 枚、
または A4 サイズの紙１枚に作文、イラスト、などをお書き下さい。ご提出時に自治会サイトへの掲載の可否などについて、
お知らせをお願いします。 自治会サイトへの掲載は、11 月中旬～1 月末までとさせていただきます。
提出は、「はつが野祭り」当日（10 月 28 日）に本部席に応募箱を設置しますので入れてください。
作文を提出していただいた方には、ブース利用券 2 枚をプレゼントさせていただきます。
題 ： ｢10 年後の私の夢｣
対象： 20 歳未満のこども全員
氏名とよみ
ご住所

年齢(学年)
電話番号

保護者氏名
ご意見など

自治会サイトへの掲載の可否 可、否
匿名希望で掲載の場合はその匿名
※ 新聞の最後にも掲載しましたので、切り取ってお使いください。
●｢カラオケ｣ は中止させていただきます
「カラオケ」をプログラムに入れることを予定していましたが、『抽選大会』の時間が長くなりそうなので、今回は中止
することにさせていただきます。 すでにお申し込みをいただいた方には、誠に申し訳ありません。
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●地域一斉清掃のお礼
9 月 9 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。
街全体がきれいになりました。次回は 12 月に実施いたしますので、地域の美化活動にご協力のほど
よろしくお願いいたします。

●9 月の活動報告
1 日（土） 広報いずみ配布 はつが野通信 9 月号発行
2 日（日） 17:30～18:00 防犯防災委員会 18:00～18:30 自治会運営委員会 18:30～19:30 自治会館建設委員会
5 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
8 日（土） 17:00～19:00 はつが野街づくり推進委員会
9 日（日） 9:00～10:00 一斉清掃
12 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
15 日（土） 17:30～18:30 入会説明会 19:00～21:00 自治会定例役員会 21:00～夜間パトロール
19 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
26 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
●10 月の活動予定
1 日（月） 広報いずみ配布 はつが野通信 10 月号発行
3 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
7 日（日） 17:30～18:30 はつが野街づくり推進委員会
10 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
13 日（土） 19:00～20:00 自治会運営委員会
14 日（日） 9:00～10:00 シニアセンター 子どもアナウンサー 打ち合わせ
14 日（日）10:00～12:00 シニアセンター ステージバックパネルの制作
14 日（日）16:00～18:00 はつが野街づくり推進委員会全体会議
17 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
20 日（土） 19:00～21:00 自治会定例役員会 21:00～夜間パトロール
24 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
28 日（日） 9:30～15:00 第 7 回はつが野祭り 青葉はつが野小学校
31 日（水） 古紙類・アルミ缶回収

8 月の大一資源からの還付金 57,040 円

●8 月度の古紙類およびアルミ缶回収報告
アルミ缶
40 円/Kg
150Kg
6,000 円

ペットボトル
10 円/Kg
520Kg
5,200 円

新 聞
4 円/Kg
7,220Kg
28,880 円

雑 誌
4 円/Kg
1,560Kg
6,240 円

ダンボール

布 類

4 円/Kg
1,950Kg
7,800 円

4 円/Kg
500Kg
2,000 円

牛乳パック
4 円/Kg
80Kg
320 円

その他紙類
4 円/Kg
150Kg
600 円

※10 月の回収日は 3 日、10 日、17 日、 24 日、 31 日のいずれも水曜日です。
※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。
※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。 また、風に飛ばされないようにして出して下さい。
※資源ゴミ回収の大一資源から還付金の変更について連絡がありました。相場の下落により、買い取り価格が値下がりしています。
8 月回収分から、上記の価格になりました。

●後期自治会費の集金について
例年、後期（10 月～3 月）の自治会費の集金は 10 月に行っておりましたが、今回は、11 月とさせていただきます。
会費の集金のときに、班長さんが｢災害時要支援届｣を出されるかどうかを確認されますので、必要と思われる方は
届出用紙をご提出ください。 詳細については、11 月号でお知らせさせていただきます。
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子ども会からのお知らせ
９月の活動報告
９月９日、はつが野１号公園・３号公園の清掃を行いました。
暑い中、ご協力ありがとうございました。

１０月の活動予定
１０月２８日（日）はつが野祭りにて、はつが野子ども会では、
スーパーボールすくいを、出店予定しています。たくさんの参加を
お待ちしています。
※ 後期会費の徴収が、９／２９～１０／３となっております。
なるべくおつりのないよう、ご用意お願いします。
子ども会入会希望の方は、副会長岩村まで 53-3430
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
９月の「にこにこクラブ 」 ９月１８日（火）実施。
参加 １０組 ２０名参加。 ３Ｂ体操の伊原先生とお母さんたちは体をたくさん動かしました。
体がとても楽になりましたよ～。
１０月の「にこにこクラブ」 １０月１６日（火） 開催場所：青葉はつが野小学校
開催時間：１０時１５分～１１時１５分（横門を開放９時５０分～１０時５分）
参加費 ：無料（モンセーヌ・非自治会員家庭 お子様１名につき１００円）
内 容：体操・お名前呼びの歌・おしゃべり
初めての方もたくさん参加されています。おしゃべりに来てくださいね。

らくゆう会からのお知らせ
９月１６日〔日）シニアーセンターにて約７０名の参加で敬老祝賀会を開催しました。顕彰者の表彰及び尺八の演奏
舞踊やグループ別カラオケ大会、ジャンケン大会で大いに盛り上がり楽しくすごしました。
はつが野まつり １０月２８日〔日） フリーマーケット 商品寄贈のお願い
ご家庭で眠っている〔日用品〕〔装飾品）〔電化製品）〔衣料品未使用のみ）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あげます。 下記の日にシニアーセンターにて受け取りさせていただきます。
１０月４日〔木〕午前、 ６日（土）午前、 ７日〔日）午前 午後、 １０日〔水）午後、 １１日（木）午前
１３日（土）午前、 １４日〔日）午前、 １８日（木）午後、 ２０日（土）午前、 ２１日〔日）午前 午後
お問い合わせ

会長 上林

℡

５３－１１４０
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いきいきサロンからのお知らせ
9 月の活動報告

10 月の活動予定

9 月 16 日（日） 午前 10 時～12 時 30 分 シニアセンター（青葉はつが野老人集会所）
敬老祝賀会がらくゆう会と合同で開催されました。
じゃんけんオリンピック、グループ別歌唱大合戦が大いに盛り上がりました。
10 月 14 日（日） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 シニアセンター（青葉はつが野老人集会所）
いきいき健康体操

どなたでもご参加いただけます。はつが野にお住まいの 60 歳以上の方を対象とさせていただいています。
参加費 100 円（傷害保険とお菓子代です）
問い合わせ
柴 ｔｅｌ ３９－１５８０

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
【自治会定例理事会】 9 月 15 日（土）17:00～19:00
1) 和泉市から平成 24 年度上期分の再資源化事業推進奨励金 336,000 円、大一資源からの資源ゴミ回収還付金
363,090 円が入金されることになりました。
2) ブロック、班の再編成の検討しました。10 月の役員会で最終案が提示される予定です。
3) ｢弔事の時の行動指針｣、｢介護支援届｣に関する取り扱いについての細則について協議の上、役員会で承認されました。
【防犯防災委員会】 9 月 2 日（日）午後 6 時～7 時
｢介護支援届｣に関する取り扱いについての細則について協議しました。
【はつが野街づくり推進委員会】 9 月 8 日（土）17:00～19:00
はつが野祭り実施計画の進捗状況、協賛金の依頼について状況報告およびパンフレットの作成について協議しました。
また、各出店ブースへの仮払金の支出を行いました。
= はつが野通信 平成24年10月1日号 完 =

ご意見などあれば、班長さんにご提出ください。
ブロック
班

氏名

電話番号

☆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。
｢10 年後の私の夢｣作品に添付していただくメモ
氏名とよみ
年齢(学年)
ご住所
電話番号
自治会サイトへの掲載の可否

可、否

匿名希望で掲載の場合はその匿名

保護者氏名
ご意見など

