
  

 

 

●９月の活動報告   

９月１１日（日）午前１１時から午後１時４５分まで シニアセンター 

らくゆう会員 ６１名、 いきいきボランティア１名、 喜寿参加 １名 南京玉すだれ 田中さん １名、 ジーバーズバンド ５名 

合計 ６９名 

敬老祝賀会 

南京玉すだれ、バンド演奏、じゃんけんオリンピック、ビンゴ大会 

一日たっぷり楽しみました。 

●１０月の活動予定 

１０月９日（日） 午後１時３０分から午後３時まで シニアセンター 

ハラ腹一座公演 

民舞、大正琴、演劇、バンド演奏、合唱 いろいろ盛りだくさんです。 参加費 100 円  

参加希望者は、鎌野さんまでご連絡ください。（電話 ５３－５３６０） 

 

＊いきいきサロンの後、午後３時から３０分間、「コダイくん、ロマンちゃん」のおどりの練習をしますので、ご希望の方は、いっしょ 

に踊りましょう。 

 

  

 

●和泉市からの助成金交付の決定と貫野建設との契約締結 

  ９月１３日付で「町会館等整備事業費助成金交付決定通知書」を受領しました。 

  助成金交付決定額は、申請とおりの 11,276,000 円です。これを受けて、貫野建設と工事請負契約を結びました。 

  契約金額は 41,277,600 円です。 

  工事完成予定日は、平成２９年２月１５日です。 

はつが野通信 平成２８年１０月１日号 完 
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異常な夏もようやく終わり、過ごしやすい秋となりました。この優しい季節を行楽・スポーツ・読書等趣味を通じて楽しみましょう。しかし

これからは台風シーズンでもあります。「備えあれば憂いなし」 万一に備えて防災グッズの点検をしておきましょう。 

又、オリンピックに続きパラリンピックでも多くのメダリストが誕生し感動と勇気をもらいました。選手の皆さん、本当にありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

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。 

 

ゲームブース、飲食ブース、地域の皆さんによるダンスや音楽、抽選会等昨年同様に行います。お友達をお誘いいただきみな様

のご参加をお待ちしています。開催案内、抽選券は、10 月中に配布させていただく予定です。 

 

●こどもアナウンサー 

「はつが野祭り」のこどもアナウンサーを募集させていただきました。 
こどもアナウンサーの方は練習しますのでお集まりください。 

１０月１６日（日）  ９時～１０時  シニアセンター和室  
   １０月２３日（日） １３時～１４時  シニアセンターホール  
   １０月２９日（土）  ９時～１０時  シニアセンター和室  
   １０月３０日（日）  ９時～１０時  シニアセンターホール   
 

● 「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、イラスト等をお書きください。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（１１月６日）に本部席までお持ちください。 

作文を提出していただいた方には、ゲームブース利用券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 

氏名ふりがな 年齢（学年） 保護者氏名 

ご住所 電話番号 ご意見など 

自治会サイトへの掲載 可 否 匿名希望    無  有 匿名 

 

●はつが野祭りでの「こども運営委員」 

  はつが野祭りのステージのバックパネルの制作をしていただきます。 

１０月０２日（日）１３時～１４時  シニアセンター 和室    バックパネルテーマ検討会（２回目） 保護者の方もいっしょに 

   １０月０９日（日） ９時～１２時  シニアセンター ホール  バックパネル製作 （街づくり役員もいっしょに） 

   １０月２３日（日）１４時～１６時  シニアセンター ホ ールバックパネル製作 予備日   

   １０月３０日（日）１０時～１１時  シニアセンター ホール  全体会議 抽選、プレゼンター、お手伝いなどの担当決め 
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発行：平成２８年１０月 １日

製作：広報委員会 

はつが野自治会 検索 

いきいきサロンからのお知らせ 

はつが野祭り特集 

１１月６日（日） 青葉はつが野小学校 ９時３０分～１５時 

はつが野祭りに関すること、自治会に関すること等ご意見をご記入して班長さんにご提出ください。  

＊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         

 

自治会館建設コーナ 



  

 

●ペットボトル回収の中止について（１０月からです） 
   毎週水曜日にアルミ缶・新聞・雑誌等の回収を大一資源さんに委託していますが、ペットボトルについては、採算が悪化した為、 

１０月から回収を中止したいとの要請がありました。急な要請ではありますが、自治会としては止むを得ないと判断し応諾しました。 
ペットボトルは和泉市の回収（毎月、第１・３水曜日）やスーパー等の回収ＢＯＸに出していただくようにお願いします。 
なお、このことは、自治会の資源ごみ集団回収にご協力いただいている、近所の非自治会員様にもお知らせいただきますよう、 
お願いします。 

 
●８月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告             ８月の大一資源及び米田商店からの還付金84,645 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 廃家電 

60 円/㎏ 5 円/㎏ 6 円/㎏ 6 円/㎏ 6 円/㎏ 6 円/㎏ 6 円/㎏ 6 円/㎏ 5 円/㎏ 

85 ㎏ 165 ㎏ 6,790 ㎏ 840 ㎏ 1,680 ㎏ 370 ㎏ 120 ㎏ 3,270 ㎏ 60 ㎏ 

5,100 円 825 円 40,740 円 5,040 円 10,080 円 2,220 円 720 円 19,620 円 300 円 

   ※ペットボトルは、8 月から廃品市場価格の下落により、10 円/㎏から 5 円/㎏に値下げになりました。 

※回収漏れ等ありましたら業者に直接連絡してください。 

      大一資源（廃家電以外）：072－274－2960 

      米田商店（廃家電のみ）：072－268－3338     

 

●地域一斉清掃のお礼    

９月１１日（日）に実施しました地域一斉清掃にご協力いただき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１２月１１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。 

 

●１０月の活動予定    

 日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（土） 広報いずみ配布  はつが野通信１０月号発行    

０５日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

ペットボトルは和泉市分別回収に出してください。

０８日（土） 自治会費納金（１６：３０～１７：００） 

はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０） 

シニアセンターまでご持参ください。 

０９日（日） 里道清掃（９：００～１０：００） 

自治会館建設委員会（１７：１５～１８：３０） 

運営委員会（１８：３０～２０：００） 

皆様のご協力をお願いします。 

１２日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ペットボトルの回収は中止しています。 

１５日（土） 自治会費納金（１８：００～１８：５０） 

ブロック内打合せ（１８：００～１８：５０） 

自治会定例役員会・班長会（１９：００～２０：００） 

 

シニアセンターまでご持参ください。  

はつが野祭りブロック内打合せ 

はつが野祭りの打合せを行います。班長さんも出席

ください。   

１９日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

ペットボトルは和泉市分別回収に出してください。

２２日（土） 防犯パトロール・防犯委員会（１０：００～１２：００） 防犯委員の方はご参加ください。 

２３日（日） はつが野街づくり推進委員会総会（１７：００～１８：００） 

はつが野街づくり推進委員会（１８：００～１９：００） 

 

２５日（火） 廃家電の回収 回収可能なものは金属類です。 

２６日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ペットボトルの回収は中止しています。 
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【はつが野街づくり推進委員会】９月１０日（土）１７：００～１９：００ 

（１）平成２８度第５回役員会  

・協賛金依頼の進捗状況及び納金、抽選会の景品の検討、抽選会実施要領の検討、仮払金の支払い、作文・イラスト「１０年後

の私の夢、協賛先のロゴの締切日、飲食ブース出店先、バックパネル制作、 

Page２ 

【自治会館建設委員会】９月３日（土）１７：００～１９：００  ９月１７日（土）１７：００～１９：００ 

・貫野建設との打合せ（契約書作成、建設スケジュール、契約日等） 

・契約書の内容確認、助成金申請・法人化申請の進捗状況 

【運営委員会】９月１０日（日）１９：００～２０：３０ 

・自治会会則の修正（市役所からの指摘分（単純な記載ミス））、ペットボトル回収の中止、広報委員長の後任 

【自治会定例役員会】９月１７日（土）１９：００～２０：００ 

（１）報告事項 

・広報委員長の後任について 

・ペットボトル回収の中止について 

・はつが野祭り推進委員会報告 

・自治会館建設委員会報告 

・自治会費徴収について 

（２）協議・決議事項他 

・自治会会則の修正（第３２条２項の参照条項の記載誤り） 

・貫野建設との契約書締結 

・費用支出申請 

【ブース運営についてのブロック内打合せ】 

・はつが野祭りのブース運営についてのブロック内打合せを行いました。 

９月１７日（土）、９月２４日（土）、９月２５日（日） 

 

 

●９月の活動報告 

９月１１日（日）に、子ども会の公園清掃を行いました。ご協力ありがとうございました。 

●１０月の活動予定                                               

１０月３日（月）に、遠足でキッザニア甲子園に行きます。 

   様々な仕事にチャレンジして、社会の仕組みを楽しく学びましょう。 

子ども会入会希望の方は 副会長 玉沖まで （☎９２－６６１７） 

 

 

●９月の活動報告 

   シニアセンターの水遣をしました。 

   敬老祝賀会を９月１１日（日）シニアセンターにて、いきいきサロンと合同で開催しました。 

●１０月の活動予定 

   らくゆう会は 15 のクラブがあります。随時募集 

   カラオケ部、楽唱会、歌声喫茶、ハイキング部、囲碁・将棋部、ストレッチ体操部、手芸部、ディスコン部、グランドゴルフ部、 

健康麻雀部、なつめろタイム、俳句部、ウォーキングクラブ、ゴルフ部、卓球部  

 

＊シニアセンターに郵便受けを設置しました。 

 連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１ 

 

 

●９月の活動報告 

９月の予定は「３Ｂ親子体操」でしたが、台風接近・警報発令で中止をしました。 

今回の予定でした「３Ｂ親子体操」は１１月に行います。 

●１０月の活動予定 

１０月１８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。   

内 容：ハロウィーン！楽しく、英語でハロウィーンを楽しみましょう！ Trick or Treat! お菓子もお化けも待っています！ 

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名に付１００円。（保険・飲み物等に使います） 
対 象：0 歳～未就園児とその保護者の皆様    

連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８ 

 Page３        

自治会からのお知らせ 

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  

らくゆう会からのお知らせ 

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 


