
いきいきサロンからのお知らせ 
 

● 6 月の活動報告   

6 月10 日（日） シニアセンター 午後1 時30 分～3 時 映画鑑賞会 

今回は、｢サバイバルファミリー｣という映画を鑑賞しました。ある日突然、電気 ガス 水道が止まって、 
東京の高層マンションに住んでいる家族が、生き残るために、鹿児島まで避難する様子を描いた映画です。 
災害避難の時の参考になりました。 映画のあとは、カラオケを楽しみました。 

● 7 月の活動予定 

7 月8 日（日） シニアセンター 午後1 時30 分～3 時 クイズ大会 

いろいろな楽しいクイズに挑戦します。 

参加希望者は、保積さんまでご連絡ください。 参加費 100 円（茶菓子代＋保険料） 

● バス旅行  

 7 月31 日（火） 午前9 時 はつが野を出発。バスで高野山へ。高野山で散策の後、昼食。帰り道に 

 かつらぎドライブインで休憩と買い物。午後5 時頃にはつが野に戻ってきます。参加費 5,000 円 

連絡先  保積 三吾 電話５４－１７１１   

 

                    

 

● ６月の活動報告    

内 容：はつが野自治会館で教室をされている「カジュアルヨガ」の先生に来て頂きました。大きな地震の翌日であっ 

たためか参加者は少なかったですが、ボランティアのメンバーさんも日頃動かさない筋をしっかり伸ばしリ 

ラックスできました。  

● 7 月の活動予定 

開催日時：7 月１7 日（火） 9 時30 分～11 時 

開催場所：はつが野自治会館 

内   容：「3B 体操」の先生に来てもらいます。 お子さまとリズムに合わせ、体を動かしましょう！ 

       動きやすい服装でお越しください。 

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・お菓子等に使います） 

対 象：0 歳～未就園児とその保護者の皆様 

※    自治会館へは徒歩・自転車でお越しください。 

連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８      

 

                                                                            

 

 

＜管理人の募集＞ 

はつが野自治会では自治会館利用者のサポートとして自治会館管理人を募集しています。 

＜管理人の応募資格＞ 

１） はつが野自治会の自治会員であること。 

２） グループでの申し込みも可能です。ただし手当はグループに対しての支払いとなります。 

＜有償ボランティア＞ 

主な仕事は会館利用者の対応となります。 
自治会館の解錠、施錠、利用者からの利用料の徴収、会館の後片付けなどです。 
管理人（またはグループ）に対して、1 回（4 時間）あたり、1,000 円の手当を支給します。 

詳細は、自治会ホームページ 自治会館のページをご参照ください。 

お問い合わせ お申し込み： 自治会メールアドレス info＠hatsugano-jichikai.com  
           または、はつが野自治会館 FAX 0725-24-7453 
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info@hatsugano-jichikai.com  

 

 

 

● PTAからの通学見守り方法の変更内容と協力依頼 

青葉はつが野小学校PTAから、はつが野自治会に、学童の登下校時の見守りに協力していただきたいと 

要望が来ています。最近、学童が被害を受けることが多く、ニュースになっているのは、ご承知のとおりです。 

はつが野自治会としても、できるだけ協力していきたいと思います。 

自治会館に、「はつが野自治会」の名前の入ったベストが10着ありますので、それを貸し出しさせていただきます。 

ご希望の方は、班長、ブロック長、または役員にご連絡をお願いします。 

また、はつが野自治会あてにメールを送っていただいてもけっこうです。 

 

● 自治会館 卓球開放 

はつが野自治会館では、自治会員のみなさまに会館に親しんでいただけるよう自治会館を開放します。 

当日は、卓球をし放題ですので、初心者、経験者 どなたでも お一人でも、お友達とでも お越しください。 

はつが野自治会館 卓球開放 7 月14 日（土）午後1 時～午後4 時 

ラケット、ボールなどは、用意しておりますので、お持ちでない方も卓球をしていただけます。 

マイラケットをお持ちの方は、ご持参ください。 

自治会館の見学をされたい方も積極的にお越しください 

                                                                                                

● 地域一斉清掃にご協力 ありがとうございました。    

６月１０日（日）地域一斉清掃を実施しました。梅雨空でしたが雨は降らず、実施できました。 

また、はつが野地区が美しくなりました。 ご協力ありがとうございました。 

 

●  7 月の活動予定   

 日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（日） 広報いずみ配布  はつが野通信7 月号発行   

０１日（日） らくゆう会役員会（１０：００～１１：３０） シニアセンター 

０４日（水） 

 

ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～） 和泉市回収 時間が早いです。 

古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

０８日（日） 里道清掃 （９：００～１０：００） 里道  皆様のご協力をお待ちしています。 

いきいきサロン クイズ大会 （１３：３０～１５：００） シニアセンター 

いきいきサロン主催 カラオケ大会 （１５：００～１７：００） シニアセンター 

自治会館 会館委員会 （１７：１５～１８：３０） はつが野自治会館 

はつが野自治会 運営委員会（１８：３０～１９：３０） はつが野自治会館 

１１日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

１４日（土） 

 

卓球のために自治会館を開放 １３：００～１６：００ はつが野自治会館 

はつが野街づくり推進委員会 役員会 （1７：００～1８：０0）  シニアセンター 

１８日（水） ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～） 和泉市回収 時間が早いです。 

古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

２１日（土） 自治会定例役員会  （１９：００～２１：００） はつが野自治会館  

２５日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

２８日（土） 防犯パトロール (０９：００～１０：００) かぐらざき公園東屋集合  防犯委員全員 
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発行：平成３０年7月１日  
製作：はつが野自治会広報委員会 

はつが野自治会 検索 

自治会からのお知らせ 

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  

いきいきサロンからのお知らせ 

はつが野自治会館 



● 5 月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告   単位：ｋｇ    4 月の大一資源からの還付金  100,270 円 

新聞 雑誌 段ボール 
牛乳 

パック 

その他 

紙類 
合計 古布 アルミ缶 

7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 4 円/㎏ 60 円/kg 

5310 1390 2120 140 3790 12750 1030 115 

     89,250 4,120 円 6,900 円 

   ※投込みチラシ、パンフレット、コピー用紙、包装紙、紙袋、紙箱等の雑紙は、「その他紙類」として回収します。 

   ※雨の日、【古布】は、回収できませんので、お出しにならないようお願い申し上げます。 

      「濡れた【古布】はリサイクルできないため、雨の日は【古布】を出さないようにお願いします 

※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：072－274－2960                                                                                                                         

                                                                   

 

【自治会館委員会】 6 月10 日（日） 17:15～19:00   

・7 月と 8 月の利用予定のイベントについての管理人の設定。 
・管理人手当て(5 月分)の確認（ゆうちょ銀行の口座へ振り込み） 
・自治会館会計（外部団体の振り込み、管理人手当の支払い）のために、新規にゆうちょの口座を開設する方向で 

 準備を進めることになりました。 

・会館の看板（横断幕）についての検証 

 

【自治会運営委員会】  6 月10 日（日） 19:00～20:00 

・校区役員会議の報告  

・6 月16 日（土）役員会の準備について 

                                                                                                                                       

【はつが野街づくり推進委員会】 6 月9 日（土） シニアセンター 平成30 度第2 回役員会 

  ･平成30 年度自治会の拠出金額を決定し、拠出を要請しました。 

  ・平成30 年度はつが野祭りの規模、開催形態について協議しました。 

   7 月の次回役員会で、開催規模、形態、出演者、飲食業者、ゲームブースなどの概要を決定する。 

  ・街づくり役員間のコミュニケーションの円滑化を図るため、クラウド マイクロソフトの one drive を導入することになりました。 

 

【防犯委員会】   

・6 月23 日（土） 9:00～ 防犯パトロールを実施。    

                                                                                     

【自治会定例役員会】 6 月16 日（土） 19:00～20:30 

 （１）報告事項 

･各種自衛官募集案内について（回覧済み） 

・市長とのタウンミーティングについて 平成30 年7 月～平成31 年3 月 市内4 か所＋希望自治会 

・住み慣れた地域で暮らし続けるための拠点づくり事業補助金について 

･平成30 年度「緑の募金」協力依頼について  ･平成30 年度和泉市社会福祉協議会住民会費について 

･赤十字講習等の指導員派遣費助成の案内について 

･認知症高齢者等SOS おかえりネットワーク声かけ見守り訓練について 

･防犯灯・防犯カメラに関する補助制度について  ･自主防災組織に関する補助制度について 

･市民観戦について（回覧済み）  ･青色防犯パトロール活動補助金について 

･第4 回認知症講座開設について（回覧済み） 6/23 13：00～あおば会館 

･青葉はつが野小学校PTA 主催イベント演奏会について 

･雨天時における古繊維の回収見合わせについて 

・自治会館委員会報告  ・はつが野街づくり推進委員会報告 ・各専門委員会報告 ・各ブロック報告 ・関連団体活動報告 

・子ども会、らくゆう会、子育てサロン、いきいきサロン報告 入会説明会の結果について     
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（２）協議・決議 

 ・費用支出申請について（社協会費 日赤資金、公共料金、設備・備品、その他） 

 ・はつが野祭り出店ブースについて 

 ・青はつ PTA 登下校見守り方法の変更による協力要請について 

 ・一般コミュニティ助成事業に関する購入備品について 

・地域福祉のあり方について、福祉委員会で協議、検討していくことになりました。 

 

 

 

● 6 月の活動報告  

 6 月17 日（日）に、「ドッチボール大会」をしました。低学年、高学年に分かれ、白熱した戦いが、繰り広げられました。 
 

● 7 月の活動予定  

お休みです。 
次の活動は、夏休み恒例のラジオ体操の予定です〜〜 

子ども会入会希望の方は、副会長 藤村まで（☎53-2987） 

                                                                  
 

● 6 月の活動報告  

6 月4 日（月）青葉はつが野老人集会所（シニアセンター）の大掃除を行いました。 

管理運営委員5 名（保積・京・柴・武田・山田）と会館利用クラブ 7 名（田畑・鎌野・福森・岡部・佐々木・上林・長谷）が、参加しました 

● 7 月の活動予定 

7 月1 日（日）定例役員会（10 時～11 時30 分）  

                      

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、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、 ゴルフ部、ウォーキングクラブ、卓球部、書道部 

連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 080-4021-9652  

                                                                            

      

●アトラクション・ゲームブース・飲食店などの募集を行います。 

自薦・推薦 どちらでもけっこうです。 

  団体名・責任者名・携帯電話番号・参加人数・内容などを記載の上、自治会メールアドレスまで、ご連絡ください。 

１） 出演者（当日ステージまたはグラウンド内でパーフォーマンスをしていただける方） 

２） 飲食業者（露店営業許可書をお持ちの方） 

３） ゲームブース出店希望者 

●「司会（アナウンサー）」を募集 

   総合司会の方を募集します。ご友人と一緒でも大歓迎です。祭り当日の司会および子ども司会者の指導をしていただきます。 

経験、未経験を問わず、チャレンジしてみませんか？ 

●こどもアナウンサーを募集 

   小学４年生～６年生までのお子様で、祭り当日の司会を担当していただきます。 

   プログラムやイベントの案内、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。 

●こども運営委員を募集 

小学1 年生～６年生までのお子様で、お祭りの時に、抽選のお手伝い、賞品授与のお手伝いなどをしていただける 

方を募集します。 

申し込みは、保護者名、お子様の氏名、学年、ご住所、携帯電話番号、メールアドレスをご記入の上、下記の自治会のメールアドレス 

まで、お願いします。  

  info@hatsugano-jichikai.com 
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自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 

はつが野祭り特集 

子ども会からのお知らせ

らくゆう会（はつが野老人クラブ）からのお知らせ 


