【自治会運営委員会】６月８日（日）１８：３０～２０：００
・校区長連絡会からの報告事項
・定例役員会の準備
【自治会定例役員会】６月２１日（土）１９：００～２１：１５
（１） 説明会
（Ａ）和泉中央メモリアルホール
和泉中央メモリアルホールの館長さんから自治会契約（費用負担なし、葬祭プランの５％割引）について説明を受けまし
いた。この後の役員会で自治会契約を結ぶことにつき承認を頂きました。詳しい内容は別途はつが野通信でお知らせしま
す。
（Ｂ）「和泉はつが野児童発達センター」及び「はつが野国際保育園」の建設について
和泉市こども未来室、社会福祉法人遺徳会及び（株）藤田建築設計事務所から建設計画について説明を受けました。
児童発達支援センターは障がい児支援の専門施設で来年４月開設予定です。保育園も来年４月開設予定です。場所は次
のとおりです。
児童発達センター：はつが野１丁目５１番２（青葉はつが野小学校の南側（消防署も建設予定となっています））
保育園：はつが野５丁目１２番（くすのき公園の南側）
（２） 報告事項
・校区長連絡会からの報告事項（社会福祉協議会、日本赤十字社、緑の募金 への支払等）
・防犯灯１１基の設置（３ブロック１基、４ブロック８基、６ブロック２基）について
・いずみドリームプロジェクト２０１４の開催について（青年会議所主催で８／２３ 桃大）
・青葉はつが野小学校の「なかよし仮設教室」の建設について（１０月から使用予定）
・３０㎞ゾーン速度規制区域について（４ブロック、６ブロック）
（３） 協議・決議事項
・費用支出申請の承認
・自主防災組織の構成メンバーについて
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はつが野自治会

検索

今年は、６月４日に梅雨入りしましたが、これは昨年よりも８日遅く平年より４日早いとのことです。いよいよ夏本
番の季節を迎えますが、熱中症対策を十分にしていただき元気でこの夏を乗り切りましょう。
自治会では１１月２日のはつが野祭りの準備に入ります。昨年のはつが野祭りに関して皆様からいただいた多数のご意見を参考に
より楽しいはつが野祭りにしていきたいと思っています。 皆様のご協力をお願いいたします。

自治会からのお知らせ
●「ごみ等のポイ捨て及び飼い犬等の愛玩動物のふんの放置を防止する条例」が７月１日（火）から施行されます。
この条例の概要は次のとおりです。（広報いずみ６月号から抜粋）
（１） ポイ捨てをしてはいけないもの
缶、瓶などの容器、たばこの吸い殻、紙くず、プラスチック類などその他これに類するもの
（２） 犬のふんの放置について
今回の条例は、飼い犬などの愛玩動物のふんの放置のみを禁止
＊飼い犬等を連れ出すときは、ふんの処理をするための用具を携帯し、ふんをした時はそれを回収し、自宅に持ち帰って適
切に処理しましょう。 また、尿を洗い流す水も携帯し、尿をした場所は水で洗い流しましょう。
（３） この条例を守らなかった場合（罰則）
ごみ等のポイ捨てや飼い犬等愛玩動物のふんの放置した人には、適切に処理するよう指導を行い、何回も繰り返し違反した
場合は、文書で勧告、命令、最終は氏名等の公表になります。

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。

●地域一斉清掃のお礼

１１月２日（日） 青葉はつが野小学校 ９時３０分～１５時
はつが野自治会は、はつが野３丁目自治会、はつが野松風台自治会と合同で「はつが野街づくり推進委員会」を設置し、
この委員会の活動として「はつが野祭り」を実施しています。
はつが野祭りにご協力いただける方を以下の通り募集しますので、ご応募をお願いします。
●はつが野祭りでの「司会」を募集
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
小学４年生～６年生までのお子様を募集します。はつが野３丁目自治会、はつが野松風台自治会のお子様と協力して、
イベントの案内、進行などのアナウンスをしていただきます。いい思い出になると思います。チャレンジしてください。
●はつが野祭りでの「トラック運転手」を募集
１１月１日（土）及び２日（日）にかけて、机、テントなどの機材を借用しお祭り終了後は返却しますが、その運搬用のトラックの運転
手が不足しています。トラックを運転できる方で、両日又はいずれかの日でご協力いただける方はご連絡をお願いします。
又、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。
はつが野通信 平成２６年７月１日号 完

はつが野祭りでの、司会、こどもアナウンサー、トラック運転について、ご応募いただける方は本欄に記入して班長さんに
ご提出ください。
又、米寿になられる方についてもご記入ください。
＊点線で切りとって班長さんまでご提出ください。
ブロック
班
氏名
住所
電話番号
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６月８日（日）に実施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。３ヶ月に１度の清掃ですが、私たちの
街が綺麗になるのは嬉しいものです。次回は９月１４日（日）を予定しています。隣近所に声をかけていただき、各世帯１人はご協
力いただきたくお願いいたします。

●自治会入会説明会結果報告
６月２１日（土）午後５時３０分からシニアセンターで入会説明会を行いました。
４世帯の方が参加され即日入会いただきました。６月２１日現在で自治会員数は８３４名となっています。
●本年度に米寿（８８歳）をお迎えになられる方をお知らせください。
平成２６年４月から平成２７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」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、ご連絡をいただくことにより、お祝いをさせ
ていただくことになっています。お手数ですが、該当の方の「ご氏名、ふりがな、ご住所、電話番号、生年月日」を班長さんまで連
絡下さい。（様式は任意です）
平成２６年８月１５日（金）までに班長さんまでに提出下さい。班長さんは８月１６日（土）までにブロック長さんまでに提出下さい。
ブロック長さんは８月１６日（土）の役員会で報告下さい。
９月１４日（日）午前 11 時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。

●５月度の古紙類およびアルミ缶回収報告
５月の大一資源からの還付金 58,650 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／㎏
115 ㎏
375 ㎏
6,550 ㎏
2,260 ㎏
1,750 ㎏
1,130 ㎏
90 ㎏
220 ㎏
6,900 円
3,750 円
26,200 円
9,040 円
7,000 円
4,520 円
360 円
880 円
【留意事項】
（１）当日の朝８時までに各戸前の敷地の外側に出して下さい。
（２）自治会で配布しました「資源ゴミ持ち出し禁止」札をご利用下さい。回収業者は自治会の契約業者の大一資源さんです。
（３）ペットボトル等軽いものは、ネットをかける等風に飛ばされないようにして出して下さい。
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●７月の活動予定
日（曜日）

０１日（火）
０２日（水）
０９日（水）
１２日（土）
１３日（日）

１６日（水）
１９日（土）
２３日（水）
２６日（土）
３０日（水）

活動項目

広報いずみ配布 はつが野通信７月号発行
古紙類・アルミ缶回収
古紙類・アルミ缶回収
はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：００）
里道清掃（９：００～１０：００）
自治会館建設委員会（１７：１５～１８：１５）
自治会運営委員会（１８：１５～１９：００）
古紙類・アルミ缶回収
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）
夜間パトーロル（２１：００～）
古紙類・アルミ缶回収
防犯パトロール・防犯委員会（９：００～１１：００）
古紙類・アルミ缶回収

活動概要

和泉市新分別回収もあります。
ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用
１１月２日のはつが野祭りの準備
地域一斉清掃とは別に毎月実施しています。
自治会館建設に関するアンケートの検討他
次回役員会の準備
和泉市新分別回収もあります。

らくゆう会からのお知らせ
●日帰りバス旅行に行ってきました。
５月２９日（木）晴天にめぐまれ、総勢 40 名の参加で天橋立、伊根湾めぐり、股のぞき等楽しい一日を
皆さんと過ごし親睦をはかりました。
五月晴 伊根湾めぐり 遊覧船
初夏の 天橋立
緑なす
逆さ立つ 天橋 立
若緑

蜂屋 房子
山田 秀一
上林 清美
らくゆう会

ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用
防犯委員の方は参加下さい。
ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用

子ども会からのお知らせ
●６月の活動報告
６月２９日に小学校体育館にて『縁日ゲーム大会』を行いました。
店員とお客さんに分かれ未就学児も含めてたくさんの子供たちで手作りゲームを楽しみました。
●８月の活動予定（７月はお休みです）
８月の最後の週にかぐらざき公園にてラジオ体操を行います。
朝早いですがたくさんの方の参加をお待ちしています。詳しくは後日お知らせをお配りさせていただきます。
＊子ども会入会希望の方は 副会長 神田まで 24-2071

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●６月の活動報告

１１組２４名参加。３名の講師の元、お子さんと一緒に体をたくさん動かしました。 少し動いただけでも汗が噴き出るほど楽しみま
した。 初めて参加される方も自然にみなさんと話をし、笑顔の絶えない会となりました。
●７月の活動予定
７月１５日（火）実施。 開催場所；シニアセンター。 開催時間；９時３０分～１１時。
参加費：自治会会員家庭 無料。 自治会に加入されていない家庭 お子様 1 名につき 100 円。（保険・飲み物等に使います）
内 容：今年できた、青葉台の「エンゼルハウス」さんが来てくれます。まだ、エンゼルハウスに行かれたことのない方も、にこに
こクラブで体験してくださいね！ リトミック・お歌・楽しいお話満載でお待ちしています！初めての方もどんどんご参加くだ
さい！ 楽しいこと間違いなし！
持ち物：動きやすい服装。 タオル。
連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８

いきいきサロンからのお知らせ
●６月の活動報告
６月８日（日）午後１時３０分 シニアセンター 「頭の体操」
４つのグループに分かれて、対戦形式のクイズで楽しい頭の体操をしました。漢字検定初級の問題をグループごとに 10 問ず
つ答えてもらいました。
初級でもなかなか難しく、20 問正解（満点）のチームがひとつ、その他のチームは 16 問～17 問の正解でした。
最後に、｢コダイくん ロマンちゃん｣の踊りをビデオを見ながら踊りの練習しました。
身体も動かし、一日軽快な気分で過ごすことができました。
●７月の活動予定
７月１３日（日）午後１時３０分から「フラダンス」をシニアセンターで開催します。
参加費 100 円です。 お楽しみに！
腰簑（コシミノ）をつけて、夏のハワイ気分を盛り上げたいと思います。
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０
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会長

上林（かんばやし） 電話５３－１１４０

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
【はつが野街づくり推進委員会】６月１４日（土）１７：００～１８：３０
（１）平成２６年度第３回役員会
平成２６年度はつがの祭りの出演団体について検討しました。
【環境街づくり委員会】
（１）交通事故防止関連
・８ブロック内の２ヶ所にＴ字表示線、１ヶ所に十字表示線、２ヶ所に停止誘導線の要望書を提出し 7 月～８月に工事の予定
となりました。
・１０ブロック内のしっぽ動物病院の裏の道とはつが野２丁目のバス停から１０ブロックへ入る遊歩道十字路（事故多発）に十
字白線と遊歩道に自転車止まれのマークを設置しました。
＊この道路は車の通り抜けが多いため、３０㎞規制とするように関連当局に要望する予定です。規制ゾーンは当局と相談し
て決めます。
（２）環境改善
・１ブロック内のはつが野３号公園の隣の鉄塔の横２ｍ幅位の斜面が土のままで側溝に土が溜まるとの改善要望をいただい
ており、市役所に改善を申し入れた結果、斜面をコンクリートで固めるかブロック塀にするかいずれかの対策をしていただく
ことになりました。
【自治会館建設委員会】６月８日（日） １７：１５～１８：３０
（１）自治会法人化
・自治会法人化の申請時の自治会員名簿の様式、記載事項につき市役所から情報を入手し本委員会として決定しました。
（２）自治会館建設
・建設仕様と資金計画の継続検討中です。又、アンケート内容についても検討中です。
【防犯委員会】６月２８日（土） ９：００～１１：００
６月２８日（土）防犯委員で防犯パトロールを行いました。
【防災委員会】
４月２０日（日）の定期総会で承認されました「自主防災組織」ですが、その構成メンバーについては役員会にて決定させていた
だくことになっていました。６月２１日（土）の役員会で具体的構成メンバーが決まりました。総会でもご説明しましたが、自治会員
の皆様は自主防災組織のいずれかの班（情報班、消火班、避難誘導班、救出救護班）に参加いただきますのでよろしくお願いし
ます。詳細は、別途回覧させていただきます。
＊和泉市から防犯防災に関する情報をメール（いずみメール）で入手できます。
和泉市のホームページから登録してください。登録料は無料ですが、メール 1 通あたり 1～2 円の通信料がかかります。
「いずみメール」で検索してください。
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/kousitu/apiruka/gyoumu/izumi_mail/index.html
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