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はつが野自治会

検 索

みなさん こんにちは。
一雨ごとに涼しくなり、秋が深まってきました。毎日お仕事でお疲れのお父さんも、たまには家族と一緒に体を動かす
よい季節です。
台風が次々とやって来ています。風に飛ばされそうなものは、雨が降り出さないうちに場所を移動させるなど、早めに
対策をとりましょう。

自治会からのお知らせ
はつが野祭り １１月３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ましょう」です。
子ども達に、自分たちの「ふるさと」の良い思い出をつくり、近隣、友達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。
今年も昨年同様に、アトラクション（ミニＳＬ、いずみ太鼓、緑ヶ丘幼稚園鼓笛隊、南池田中学校ブラスバンド等）、
ゲームブース（ちびっこかけっこ、金魚すくい、フリーマーケット等）、飲食ブース（カレーうどん、焼きそば、おにぎり
等）をたくさん揃えました。
詳細は、既に配布している「はつが野祭り」の開催案内リーフレットをご覧ください。
是非、ご家族全員でご来場いただきますようお待ち申し上げております。
● お楽しみ抽選会について
「はつが野祭り」のアトラクションの一つとして、お楽しみ抽選会を行います。
会員の皆様には、１等 家族旅行券（30.000 円相当）、２等 空気清浄機（20.000 相当）等の豪華賞品をはじめ、
１２１名 の方に賞品が当たるお楽しみの抽選会です。
既に配布しています お楽しみ抽選会控え券・提出券 に住所、氏名、電話番号を書いて、当日午後１時までに
会場受付の抽選ボックスへ入れてください。抽選会は、午後１時３０分から始まります。
詳細はすでに配布しています 「２０１３年はつが野祭りお楽しみ抽選会について」 のリーフレットをご覧ください。
● 「１０年後の私の夢」作品募集について
「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、イラスト等をお書きください。ご提出時に自治会ウェヴサイトへの掲載
の可否などについて、お知らせをお願いします。自治会ウェヴサイトの掲載は１１月中旬～１月末までの予定です。
提出は、はつが野祭り当日（１１月３日）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、無料ブース利用券 ２枚をプレゼントさせていただきます。
詳細は、既に配布している 「１０年後の私の夢」 のリーフレットをご覧ください。

● 自治会費の納入ありがとうございました
平成２５年度後期（１０月～平成２６年３月）の自治会費の納入が１０月１９日に無事完了しました。
ご協力ありがとうございました。
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● １１月の活動予定
１日（金） 広報いずみ配布 はつが野通信１１月号発行
３日（日） 9：30～15：00 はつが野祭り
６日（水） 古紙類・アルミ缶回収
１０日（日） 9:00～10:00 里道清掃 17：00～18：00 会館建設委員会 18：00～19：00 自治会運営委員会
１３日（水） 古紙類・アルミ缶回収
１６日（土） 19：00～20：00 自治会定例役員会
１７日（日） 9:00～10:00 環境パトロール 17：00～20：00 はつが祭り検証会
２０日（水） 古紙類・アルミ缶回収
２３日（土） 9：30 防犯パトロール 10：00～12：00 拡大防犯防災委員会
２７日（水） 古紙類・アルミ缶回収

●９月度の古紙類及びアルミ缶回収報告
９月の大一資源からの還付金 40.780 円
アルミ缶
ペットボトル
新聞
雑誌
段ボール
布類
牛乳パック
その他紙類
60 円/㎏
10 円/㎏
4 円/㎏
4 円/㎏
4 円/㎏
4 円/㎏
4 円/㎏
4 円/㎏
55 ㎏
280 ㎏
5.570 ㎏
1.340 ㎏
1.050 ㎏
320 ㎏
90 ㎏
300 ㎏
3.300 円
2.800 円
22.280 円
5.360 円
4.200 円
1.280 円
360 円
1.200 円
【留意事項】
（1） １１月の回収日は６、１３、２０、２７日のいずれも水曜日。
（2） 当日の朝８時までに各戸前の敷地の外側に出すこと。
あまり早く出すと、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時に近い時間で出すこと。
（3） ペットボトルは、軽く中を洗い必ずふたを外して出すこと。
（4） ペットボトル等軽いものは、風に飛ばされないようにして出すこと。
現在自治会では、資源ゴミが有価物であることを示すプレートを作り、皆様に配布することを検討しています。

● 新分別ゴミの出し方にご注意ください
和泉市は、新分別ごみ（ペットボトル、白色トレイ、古着、紙類）の収集を、はつが野１丁目・２丁目では毎月第１・第３
水曜日に実施しています。この日は、当自治会の契約業者（大一資源）の回収日と重なることになります。大一資源は、
新分別ごみの中の、ペットボトル、古着、新聞等紙類は回収してくれますが、白色トレイ、プラスチックボトル、ペットボト
ルのキャップは回収しません。
従って、白色トレイ、プラスチックボトル、ペットボトルのキャップの３種類については、和泉市のゴミ収集車が回収に
来ますので、お手数ですがペットボトルとは別の透明な袋に入れてお出しください。
この際、白色トレイは軽いので普通の風でも飛ばされる恐れが十分にあります。飛散して近隣にご迷惑をかけることの
ないように、ゴミ袋の上にネットをかける等の対策をお願いします。

らくゆう会からのお知らせ
はつが野まつり（フリーマーケット）ご協力のお礼
たくさんの皆様より寄贈品を提供していただき、おかげさまでフリーマーケットを開催することができました。
有難うございます。
１１月３日当日は受付の横で開催しております。 色々な商品を販売させていただきますので、時間がありましたら、
是非一度お立ち寄りください。
お待ちしております。
らくゆう会一同
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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

１０月のにこにこクラブ
１０月１５日（火）実施 １７組３６名参加 雨にもかかわらず沢山参加されて、楽しい時を過ごしました。
ボランティアも参加者もお互いいろんな話をして盛り上がりました。
１１月のにこにこクラブ
１１月１９日（火） 開催時間：９時半～１１時。

開催場所：シニアセンター。

内容：風邪の流行る季節です。 「保健士」さんが、子供と保護者の風邪予防・対処の話をしてくれます。
９時半～３０分程。その後はいつものようにおしゃべり会！
多くの方の参加をお待ちしていますね。
詳細は篠原（電話 ５４－３９３８）までご連絡ください。

子ども会からのお知らせ
１０月の活動報告
１０月２７日に 青葉はつが野小学校
ドッチボール大会を行いました

体育館 にて

１１月の活動予定
１１月３日のはつが野祭りで
じゃんけんスクラッチを出店予定
会員様にお配りしているチケットを利用して、ゲームを楽しんでください
２６年度の新規入会のご案内を配布させていただきますので、ご確認ください
入会希望の方は 副会長 藤村まで （電話 ５３－２９８７）

いきいきサロンからのお知らせ
10 月の活動報告
11 月の活動予定

10 月 13 日（日） ひまわりグループの｢手話コーラス｣を楽しみました
11 月 10 日（日） 午後 1 時 30 分 シニアセンター（青葉はつが野シニアセンター）集合
いきいき元気体操と血圧測定
サロン終了後『カラオケ』を開催します。
問い合わせ

柴 （電話 ３９－１５８０）

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
● 自治会定例役員会 １０月１９日（土） 19：00～21：00
次の事項について報告、協議しました。
（1） 赤い羽根共同募金について
（2） 自治会後期会費の納金状況について
（3） はつが野祭りの会場設営・後片付け等の従事者について
（4） 防犯灯の設置要望について
第４ブロック長から「ブロック内で不審者が徘徊した形跡があり、夜間暗いので防犯灯を設置してほしい。」旨の
意見がありました。協議の結果、要望いただいた箇所も含めた自治会内全域の夜間パトロールにて防犯灯
設置が必要と思われる箇所を洗い出し、設置について和泉市と協議していくこととなりました。
ただし、和泉市の予算の関係で優先順位つける必要があるかも知れませんが、状況は、はつが野通信を通じて
報告させていただきます。
（5） その他 平成２６年度「ちょいず」事業の申請について
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● はつが野街づくり推進委員会総会 １０月１２日（土） 17：00～18：00
下記のことについて、協議検討しました。
（1） はつが野祭りの実施計画について
（2） 事前準備と進行について（役割分担）
（3） 開催案内（はつが野祭りリーフレット）と抽選券の配布
（4） 平成２６年度「はつが野祭り」の実施と「ちょいす」事業の申請について
（5） その他
● 自治会館建設委員会 １０月１３日（日） 17：00～18：00
下記のことについて、検討しました。
（1） 会館用備品について
（2） その他
● 防犯防災委員会 １０月２６日（土） 10：00～12：00
下記のことについて、協議検討しました。
○ 自主防災組織の構成と各班の役割について

● はつが野通信編纂委員会 １０月５日（土） 17：00～18：00
下記のことについて、協議検討しました。
（1） レイアウトについて ⇒ 平成２６年１月号から実施予定
・ カラー印刷にする。 ・ セクションごとにホームカラーを決める。 ・ イラストをもっと入れる。
（2） 記事内容について ⇒ 今月号から実施
・ 自治会からのお知らせ欄の「前月の活動報告」は不要と思われる。
はつが野通信 平成25年11月1日号 完 =

ご意見、ご要望がありましたら、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。
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