
はつが野祭りについての司会、こどもアナウンサー、運転について、ご応募いただける方は記載して 

班長さんにご提出ください。   米寿になられる方についても、ご記載ください。 

      ブロック    班      氏名         電話番号             

 

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 

 

●自治会役員会報告   7 月 20 日（土）19 時～20 時 30 分 シニアセンター                                                                 

(1)  第53回桃山祭（桃山学院大学学園祭）への協賛について 

11月14日(木)-- 11月17日(日) 同大学キャンパスで行われる桃山祭について、同実行委員会から 

協力依頼(プログラム広告協賛金3万円及び打ち上げ花火への同意)があった。この件を協議の結果、承認された。 

はつが野祭りには、毎回約20名の桃大生の応援をもらっています。 

 (2) 民生児童委員の一斉改選による候補者の推薦について  

現在の民生児童委員の任期(3年)が本年11月30日で切れるので、はつが野自治会地域担当(推薦枠 1名)の 

次期委員を推薦することとなりました。 

 (3) はつが野祭りブロックブースの出し物についての検討  

7月27日(土)19時～ ③④⑦⑪ブロック、  

8月3日（土） 17時～ ①②⑥⑧⑨⑩ブロック 

ブロック毎に班長さんに出しものについて具体的な検討をしていただきました。 

 

 【防犯防災委員会】   

 (1) 堺市新檎尾台校区防災図上訓練見学 6月23日(日) 10:00-12:00松端委員長、鎌野委員、今西委員 

(2)   拡大防犯防災委員会 7月27日(土) 17:00～18:00  

自主防災組織の立ち上げについて 6 月度に引き続き検討しました。 

 

 【自治会館建設委員会】  

 (1) 建築業者 (株)大友建築研究所の社長及び幹部の方から、建物の構造、経費等について説明を受けました。 

(2)   次回は、他の建築業者からも説明を聞くこととしました。 

 

 【はつが野街づくり推進委員会】 

 (1) メイン会場は、グラウンドでやることに決まりました。 

 (2) 各ブロック、団体等の出し物について検討。  

 (3) 設備・備品の必要数及び調達先について検討。  

 (4) アトラクション及び飲食ブース(業者出庫)の出演出店交渉状況についての確認。  

 

= はつが野通信 平成 25 年 8 月 1 日号 完 =  
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みなさんこんにちは。 

梅雨も過ぎ、早朝からセミの鳴き声とともに、猛烈な日差しが照りつけ夏本番の到来となりました。 

 大地いましずかに揺れよ 油蝉 (富沢赤黄男) 

連日、熱中症で病院に担ぎ込まれる事案が、新聞・テレビで報じられていますが、熱中症に注意しましょう。 

静脈の 浮き上がり来る 酷暑かな     （横光 利一） 

熱中症を防ぐには、①外出時には帽子などを着用して、できるだけ直射日光を避けましょう。②水分をこまめに 

取りましょう。③室内でも通気を良くする等して、暑い場所に長時間いることは避けましょう。④高齢者の方は脱水 

症状になりやすく、暑さに対する抵抗力が弱いので気をつけましょう。 

 

 

 

●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。（最終） 

   平成25年4月から平成26年3月までに“米寿" (満年齢88歳)になられる方に「敬老祝い金」又は「記念品Jを贈呈させていた 

だきます。 自治会では、自治会員個人及びご家族の生年月日を把握しておりませんので、ご連絡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、ふりがな、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ます。 

 

受付は平成 25 年 8 月 15 日までの受付とさせていただきます。 班長さんは 8 月 16 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 17 日の役員会にメモをお持ちいただき、報告をお願いします。 

 

9月15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。 

 

●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 46,720 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 

60円/Kg 10円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 

95Kg 370Kg 5,730Kg 1,360Kg 1,120Kg 820Kg 60Kg 240Kg 

5,700円 3,700円 22,920円 5,440円 4,480円 3,280円 240円 960円 

  

※8888 月月月月の回収日は 7777 日、日、日、日、11114444 日、日、日、日、22221111 日、日、日、日、22228888 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。 

                                                                     

※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。                          

                                                                     

●7 月の活動報告 

1 日（月） 広報いずみ配布  はつが野通信 7 月号発行   

3 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

10 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

13 日（土） 17:00～18:00 はつが野街づくり推進委員会役員会 

14 日（日） 17:00～19:00 会館建設委員会 19:00～20:00 自治会運営委員会 

17 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

20 日（土） 19:00～21:00 自治会定例役員会  21:00～夜間パトロール  

  24 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

27 日（土） 17:00～18:00 拡大防犯防災委員会 18:00～19:00 新聞編纂委員会 

          19:00～20:00 はつが野祭りブロック検討会 19:00～20:00 南池田中学校区子育てネットワーク 

28 日（日） 19:00～20:00 はつが野祭りブロック検討会                                                         

  31 日（水） 古紙類・アルミ缶回収                                                   Page 1  
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自治会からのお知らせ 



                                                                                                                                     

●8 月の活動予定 

1 日（木） 広報いずみ配布  はつが野通信 8 月号発行 

3 日（土)  17:00～18:00 はつが野祭りブロック検討会   

7 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

10 日（土） 17:00～18:00 はつが野街づくり推進委員会役員会 

11 日（日） 17:30～18:30 会館建設委員会 18:30～19:30 自治会運営委員会 

14 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

17 日（土） 19:00～21:00 自治会定例役員会  21:00～夜間パトロール  

21 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

24 日（土） 10:00～11:00 防犯パトロール  11:00～12:00 拡大防犯防災委員会  20:00～ 青少年協議会防犯パトロール                                             

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

   

新聞編纂委員の募集 

  はつが野通信の発行は平成 14 年くらいから始まって、今年で 11 年を迎えようとしています。自治会は、平成 15 年 9 月に誕生し、 

今年、満 10 年を迎えます。 

  はつが野通信は、自治会設立後は、毎月 1 回、欠かさず発行してきました。今、新聞のレイアウト、記事内容、などについて 

検討をしています。 

  新聞の編纂、発行などに、興味をお持ちの方は、ぜひ、検討会にご参加ください。 

    

                                                連絡先  会長 田畑 道夫 TEL 54-3368 

                                                                                                           

   を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

７月の活動報告   

７月１６日（火）実施  1０組 2０名参加   

暑い中初めての方がたくさん参加されました。  親子体操・お母さんのリラックス体操・血圧測定・食中毒の話・ 

手洗いが如何に大切か、どれも興味深いことばかりでした。   

 

 ８月の活動予定  

８月２０日（火） 9 時半～11 時 開催場所： 青葉はつが野シニアセンター 

     内容：おしゃべり会をします。  集合時間はありませんので、ご都合の良い時にお越しくださいね。 涼しいですよ～。 

     １１時に「お名前呼びの歌」をして解散します。 

                          詳細は篠原（電話 ５４－３９３８））））までご連絡ください。    

       

                                                                                            

                                                                                             

 

   ７月の活動報告 

  ７月７日（日） 小学校体育館にて、「縁日」を開催しました 

  店員、お客さんに分かれ、ゲームを楽しみました。 

    参加人数   会員  １５５名 

             未就学児 ４５名   

    合計２００名の参加で体育館は熱気でいっぱいになっていました 

 

８月の活動予定 

    ８月 ２６,２７,２９,３０日の４日間 ラジオ体操を行います 

     場所 かぐらざき公園 

     時間 朝 ７時から 

 

   夏休み最後の週になります。新学期に向けて早起きの習慣づけに,みなさん参加してくださいね 

   未就園児、会員以外の方も、事前申し込みしていただくと、参加していただけます 

 

     ラジオ体操申し込みと子ども会入会希望の方は 副会長 藤村 まで  ５３－２９８７                                                 
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子ども会からのお知らせ 

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  

                                                                       

 

 

  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の皆様、同世代の仲間達とクラブ活動を通して、健康管理と地域の皆様との 

親睦を図りませんか？ 

 

  らくゆう会では現在１６のクラブが活動しております。 

   音楽関係   カラオケ、楽唱会、歌声喫茶、なつめろタイム 

   趣味関係   花あそび倶楽部、俳句部、手芸部、 

   運動関係、  グランドゴルフ、ハイキング、ウオーキング、ディスコン、卓球クラブ、ゴルフ 

   対局関係   囲碁将棋、 健康麻雀部 

 

                       お問い合わせ  会長  上林  ℡ ５３－１１４０    

 

                                                                                    

 

                   

7 月の活動報告   7 月 14 日（日） 午後 1 時 30 分～3 時 シニアセンター（青葉はつが野シニアセンター） 

             ボランティアグループ【青春１９】さんによる「フラダンス」を楽しみました。 

             最後は、「３６５歩のマーチ」を輪になっていっしょに踊りました。 

              

8 月の活動予定  8 月 11 日（日） 午前 10 時 40 分 シニアセンター（青葉はつが野シニアセンター）集合 

             今回は、岸和田の五風荘で昼食会です。10 時 45 分にバスが迎えに来ます。 

             五風荘では、懐石の昼食のあと、庭の散策をしたり、ビンゴゲームをして楽しむ予定です。 

             今回の参加は、7 月 14 日に締め切りさせていただきました。 

        

               問い合わせ    柴 ｔｅｌ ３９－１５８０    

        

                                                                                             

はつが野祭り特集 

                                            

今年の「はつが野祭り」は、下記の通りに開催の準備を進めています。 

11月 3日（日）青葉はつが野小学校 9時 30分～15時  

自治会では、はつが野 3 丁目自治会、はつが野松風台自治会と合同で行うよう「はつが野街づくり推進委員会」を 

作り、はつが野祭りの準備を進めています。 

 

 「司会」「こどもアナウンサー」「トラック運転手」を募集しますので、ご応募をお願いします。 

裏面の通信欄にお名前（フルネーム）、電話番号、項目を書いていただき、封筒に入れて、8 月 15 日（木）までに班長さん 

宅までお届けください。 

 

●はつが野祭りでの「司会」を募集（継続） 

  女性の方を募集します。ご友人と一緒でも大歓迎です。はつが野３丁目自治会、はつが野松風台自治会の方と協力して 

司会をやっていただきます。経験、未経験を問わず、チャレンジしてみませんか？ 

 

●はつが野祭りでの「こどもアナウンサー」を募集（継続） 

  小学 4 年生以上～6 年生までの男女を募集します。 はつが野３丁目自治会、はつが野松風台自治会の方と協力して 

イベントの案内、進行などをアナウンスしていただきます。 チャレンジしてみてください。 

   7 月にお一人の申し込みがありました。 

 

●はつが野祭りでの「トラック運転手」を募集（継続） 

  11 月 2 日（土）および 3 日（日）にかけて、テーブル、テント、などの機材を和泉市役所、和泉市社会福祉協議会、 

    緑ヶ丘幼稚園、南池田中学校、などから借りて、また返却する作業があります。運転手が不足しています。 

    トラックを運転できる方で、両日、またはいずれかの日お手伝いをしていただける方、ご連絡をお願いします。 

    また、もしトラックをお持ちの方で使わせていただける方がおられましたら、ご連絡をお願いします。 
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らくゆう会からのお知らせ 

いきいきサロンからのお知らせ 


