
 

  

 

 

 

みなさん、こんにちは。 

暦も 2 月に入り、いよいよ寒さが身にしみる頃となりましたが、インフルエンザ｢A 香港型｣が流行しています。 

外出から帰ったときは手洗い、うがいに気を配り、寒さ、風邪に負けず、日々がんばって, あと少しの辛抱でやって来る春を 

待ちましょう。       

 

 

 

 

●防犯対策について 

     最近、はつが野地区、特に｢すき家｣南側住宅地および周辺地域で盗難が多発しています。当地区では建設工事が 

盛んに行われており、家の購入者、工事業者にまぎれこんでの空き巣狙いが多いようです。侵入の手口は、見通しの悪い 

家裏の勝手口の錠を壊すというものが一番多いようです。留守にする場合、留守宅付近を不審者がうろついている時は、 

注意を払い、また勝手口には二重の鍵を付ける、音の出る防犯ベル・ブザーを設置するなどして、みんなで力をあわせて 

安心、安全な街づくりをして行きましょう。 

 

●平成24年度役員の立候補・推薦を受け付け終了しました。 

   平成 24 年度（平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月）の役員を募集しましたが、応募はありませんでした。 

来年度の役員については、役員間での推薦および 2 月 18 日（土）午後 5 時 30 分シニアセンターで開催の 

【平成 24 年度班長会】にて選出していきます。 

 

●自治会入会説明会の開催状況について 

   1 月 21 日（土）自治会入会説明会を午後 5 時～6 時シニアセンターで開催しました。多数の方にご参加いただきました。 

     当日入会された方は 27 世帯です。ご近所に未入会の方がおられましたら、声かけをお願いします。 

     自治会会員世帯数は 2 月 1 日現在で 716 世帯となっています。 

 

●｢チョイズ事業｣ 【はつが野祭り】への投票をお願いします 

<平成 24 年度「和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業」（通称｢チョイズ事業｣について> 

    昨年から和泉市において創設された制度で、「イベント等にあらかじめ申請のあった中から支援したい団体を市民が選び、 

一定の支援額（上限額 50 万円）を和泉市がその団体に補助金として交付する制度」で、要件として「周辺地域住民相互の 

    交流促進を目的とした市民活動」で「公益活動であること」とされております。 

 

    当自治会においてもこの制度に基き、周辺自治会と連携し「はつが野街づくり推進委員会」を発足させて、その活動の 

一環として平成 24 年度から「はつが野祭り」を開催するという形を取り、和泉市に補助金を申請しておりましたが、 

支援対象団体として認定されました。 

 

つきましては、｢広報いずみ｣2 月号と同時に｢選択届出用紙｣（投票用紙・封筒）が配布されますので、 

候補事業の中の【はつが野祭り】に投票をしていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。                

 

●自治会館用地400㎡を新たに確保するメドが立ちました。 

  かねて鎌野会長はじめ自治会館建設委員会の方々が積極的に働きかけていた「広い自治会館建設用地」の確保に 

メドが立ちました。 

辻市長、公民の課長さんおよび職員さん、山本議員などのご尽力で、はつが野 1 丁目 32 番地の UR 所有地のなかに、 

有効面積約 400 平米の土地を自治会用地として確保することが正式に、和泉市から鎌野会長に通知がありました。 

 

   1 月末に、この未開発区画を UR が民間事業者に募集をかけて、3 月末までに業者を決定し、契約、引渡しとなる予定です。 

民間業者への募集条件の中に、自治会用地 400 平米を確保することという条件が入ることになります。 

   契約締結後はハウスメーカーの開発工事がスタートし、その時点で、正式に自治会用地の区画が決まることになります。 

  区画が決定しだい、設計の検討に入りたいと考えています。 

 

     なお、従来の 1 丁目、2 丁目の和泉市所有の自治会用地についても、引き続き当自治会が管理していくことになりました。 
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●回覧板についてのお知らせ 

①従来近隣のコミュニケーション増進のために原則的に｢手渡し｣をお願いしておりましが、今後は、情報伝達のスピードを 

優先することにします。｢手渡し｣が望ましいですが、お隣がご不在の場合は、郵便受けに投函してください。                                                                       

  ②郵便受けの形によっては、従来の回覧板が入れられないケースもあると思われます。自治会では、A4 サイズが収容できる 

   透明のジッパーの付いた｢回覧用の袋｣（小さいポストにも投函できる）を用意していますので、班長さんの中で必要と思われる 

方は、広報委員長までご連絡をお願いします。    武川（たけがわ）広報委員長  電話 0725-53-3102 

                                                                                                 

●１月の活動報告 
1 日（木） 広報いずみ配布  はつが野通信 1 月号発行 

11 日（水） 古紙類・アルミ缶回収   

15 日（日） 19:00～21:00 運営委員会 （建設委員会はお休みでした）    

        里道清掃  1 月の里道清掃はお休みでした 

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

21 日（土） 17:00～18:00  自治会入会説明会  19:00～21:00 自治会定例理事会、 21:00～夜間パトロール（雨天中止） 

22 日（日） 11:00～12:00 防犯防災委員会 

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

 

●２月の活動予定 
1 日（水） 広報いずみ配布  はつが野通信 2 月号発行 

 1 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

 5 日（日） 18:00-18.40 防犯防災委員会  19:00-21:00 運営委員会 

8 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

  12 日（日） 9:00～10:00 里道清掃  落ち葉の季節です。ご協力お願いします。  

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

18 日（土） 17:30～18:30  平成 24 年度班長会   19:00～21:00 自治会定例理事会、  21:00～夜間パトロール 

22 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

  29 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

  

●12 月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                       12月の大一資源からの還付金 72,500 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 

50円/Kg 10円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 

100Kg 230Kg 7,800Kg 2,070Kg 1,980Kg 1,120Kg 0Kg 70Kg 

5,000円 2,300円 39,000円 10,350円 9,900円 5,600円 0円 350円 

 ※2222 月月月月の回収日は 1111 日、日、日、日、8888 日、日、日、日、11115555 日日日日、、、、22222222 日、日、日、日、29292929 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。 

                                                                     

                                                                                             

 

 

２月２６日 午前１０時～１２時   青葉はつが野小学校 体育館でお楽しみ会をします。 

                      本年度 みんなでする最後の行事です。 

 

風邪・インフルエンザが流行してきています。  手洗い・うがいをきちんとしてくださいね（＾＾）/ 

  

子ども会入会希望の方は 副会長 猪飼まで   0725-39-8816                                          

 

 

 

Page 2 

 

子ども会からのお知らせ 



                                                                        

   を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

 

１月のにこにこクラブは・・・１月１７日（火）実施 ３８組８０名参加   

洋風おからの試食もし、体にいいことたくさん学びました。  

 

２月のにこにこクラブは・・・２月２１日（火）青葉はつが野小学校にて開催 １０時～１１時（門開放９時４０分～５０分）         

内容；手遊び、ふれあい遊び。 卒業式             

参加費用；各自治会会員ご家庭・・・無料。 

非自治会委員家庭・モンセーヌご家庭・・・お子様１名につき１００円         

持ち物；保護者・お子様共に上靴をお願いします                    

※  小学校へは徒歩、又は自転車でお越し下さい 

※  クラブの卒業式を行いますので、４月より幼稚園・保育園へ通い始める 

お子様が参加される場合はお名前等ご連絡ください。 

 

３月のにこにこクラブは・・・ お休みです。 

                                問い合わせ    篠原  ｔｅｌ（ ５４－３９３８ ） 

 

☆ 子育てサロンのボランティアを募集しています。 

毎月第 3 火曜日の午前 10 時からお昼くらいまで｢子育てサロン｣を開催しています。 

参加者が急増してきて、ボランティアさんが不足しています。こどもさんの見守りなどのボランティアを 

していただける方を募集しています。     詳細は篠原（電話 ５４－３９３８）５４－３９３８）５４－３９３８）５４－３９３８）まで連絡ください。 

 

 

 

 

 

  １月の活動報告 

 １月１５日 らくゆう会、いきいきサロン合同で新年祝賀会を行いました。参加人数は６４名で南京玉すだれや、 

 クイズ大会及びカラオケ等で楽しく新年を祝いました。 

 

   はつが野地域にお住まいのシニアー（６０才以上）の皆さん、同世代の仲間とクラブ活動を通じて,健康増進と相互の親睦 

を図りませんか？ 

   クラブはカラオケ、手芸、花あそび、ストレッチ体操、ハイキング、ディスコン、グランドゴルフ、囲碁将棋、健康麻雀、ゴルフ、 

ウオーキング、俳句部、等があります。いつでも自由に体験できますので、ご参加お待ちしてます。 

          

問い合わせ    会長   上林（かんばやし） ｔｅｌ（ ５３－１１４０ ） 

 

                 

                                                                                    

 

                   

1 月 15 日（日）10:00～12:30  シニアセンター  「新年祝賀会」。 南京玉すだれ、クイズ、カラオケを楽しみました。   

 

2 月の予定 

2 月 12 日（日）午後 1 時 30 分～3 時  落語 3 題（素人落語家ボランティアグループ『天満天神の会』） 

    昨年の 1 月に来ていただいてから、1 年ぶりです。集会所のテーブルで高座を作り、座布団、マイクなどを用意して 

    手作りの｢落語寄席｣です。好評に付き、第 2 回目の開催です。奮ってご参加ください。           

 

問い合わせ    柴 ｔｅｌ（ ３９－１５８０ ）     
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らくゆう会からのお知らせ 

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 



ご意見・ご要望など、みなさまの声をお聞かせください。  

   ブロック    班      氏名        

 

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   1 月 21 日（土）19 時～20 時 30 分 シニアセンター                                                                 

１）平成 24 年度はつが野祭りの実施についてはつが野地区 3 町自治会運営委員が 2 月 5 日に会合を持ち、｢和泉市 

あなたが選ぶ市民活動支援事業支援金｣の説明、活動母体を｢はつが野街づくり推進委員会｣とすること、今後 4 月までに 

会則、予算関係、運営方法につき協議する旨を報告し、承認されました。 

    2) 今年度自治会予算の進捗状況についての報告 

    3) 町内防犯灯維持費のご負担を非自治会員の方に 2 月 1 日（水）～2 月 17 日（金）の期間に、区画ごとの班長さんに 

      防犯灯維持費年間 1,200 円の持って来ていただくようにお願いする。 

    4) 平成 24 年度班長会議を 2 月 18 日（土）午後 5 時半～6 時半 青葉はつが野シニアセンターで開催する。 

  

 【自治会館建設委員会】 1 月は、お休みでした。 

建設委員会は、自治会用地が確定した後、それにあわせた設計を検討していきます。 

 

     みなさんの自治会館についてのご意見・アイデアをお寄せください。 

     http://www.hatsugano-jichikai.com/kaikan.html 

 

●自治会ウェブサイト （http://www.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsugano----jichikai.comjichikai.comjichikai.comjichikai.com） 

  自治会のウェブサイト（ホームページ）を見るには、まずヤフーかグーグルなどの検索エンジンのページで 

検索キーワードのところに【はつが野自治会】と入力して検索ボタンを押してください。すると検索結果ページの、 

一番上に【はつが野自治会】が出てきます。それをクリックしてください。 

アドレス（http://www.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsugano----jichikai.comjichikai.comjichikai.comjichikai.com）を直接打ち込んでいただいても OK です。  

 

 【防犯防災委員会】 1 月 22 日開催  

   防災に対する取り組みについて、検討を進めています。 

 

   常日頃から防災について、しっかりとした備えをしておく必要があることから、家の安全対策、非常用備蓄品、避難場所 

   等などにつき啓発を図るためパンフレットを作成し配布する。 

 

   次回の委員会は 2 月 5 日（日）午後 5 時 30 分～6 時 40 分 シニアセンターで開催されます。       

 

                                      

アピールコーナー   今回は｢らくゆう会｣の｢俳句部｣です。 

らくゆう会は、対象者をはつが野 1 丁目、2 丁目、3 丁目在住者としています。 

俳句部は初心者からベテランまでいろんな方が参加されています。気軽に参加してみませんか ？ 

 

平成 23 年 秀句 4 選 

            梅雨晴間城山上る古希の足 鎌野義雄       長浜へ青田道ゆくバス旅行  上林通康 

            琵琶湖まで姉川跨ぐ麦の秋 北村猛正       春休み孫の襲来うれしかなし 松本和子 

  

お申し込み、体験入部は 保積三吾さんまで tel 54-1711  はつが野 3 丁目４４－２４ 

 

= はつが野通信 平成 24 年 2 月 1 日号 完 = 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

☆☆☆☆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。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。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。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。                                                                                 


