
はつが野祭りについての司会、こどもアナウンサー、運転について、ご応募いただける方は記載して 

班長さんにご提出ください。   米寿になられる方についても、ご記載ください。 

      ブロック    班      氏名         電話番号             

 

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   6 月 15 日（土）19 時～20 時 30 分 シニアセンター                                                                 

  1) 各種団体への募金について  

・日赤募金150円x 807戸=121.050円・みどりの募金3.000円・社会福祉協議会会費 

140円xB07戸=112.980円(本年度予算に計上済み)を執行承認。  

2) 自治会活動傷害保険および賠償責任保険加入について 

本年度も保険加入を継続しました。保険会社は(株)三井住友火災海上保険で自治会活動中の事故が対象です。 

3) 動力草刈り機の購入について  

自治会用地、その他の草刈りに使用するため、2台(1台約2万円)購入を承認。 

4)  一斉清掃時のジュースなどの配布について 

「6月、9月の一斉清掃のとき、参加者全員に冷たい飲み物を配ってはどうか」と言う提案があり、  

 a) 配布の目的 労働の対価か非参加者との差別化か  b)配布方法  c)参加人数の把握方法 

等について検討したが、参加者に配布漏れ等があれば、そちらの方の弊害が大きいなどの意見が多数で 

提案は否決となった。 

 

 【防犯防災委員会】   

1） 5月25日(土) 10:00-12:00・防犯パトロールの実施・自主防災組織について検討(講師村上氏)  

2) 6月 6日(木) 10:00-12:00・防犯灯の実地調査・2、3ブロック内ハウスメーカーから移管分41灯 

 3) 6 月 29 日(土) 10:00-12:00・防犯パトロールの実施・自主防災組織の立ち上げについて検討 

 

 【自治会館建設委員会】  

1)  建設費の概算について(大和ハウス) 

2) 複数の建築業者から直接話を聞くことになった。 
 
 【はつが野街づくり推進委員会】 
1)  平成25年度総会 6月8日(土) 17:00-18:00 

・平成24年度事業報告及び決算報告・平成25年度事業(案)及び予算(案)いずれも承認。 

2)  平成25年第1回役員会 6月8日(土) 18:00-19:00 

・当面の経費を賄うための自治会拠出金について 

・イベントとして、新規に追加すべき種目外す種目の検討 

-出演者、飲食庖等のご支援先との祭り当日の参加の確認作業など担当者の振り分け 

 
 

= はつが野通信 平成 25 年 7 月 1 日号 完 =  

 

    

    

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

☆☆☆☆ご意見・ご要望は点線で切りご意見・ご要望は点線で切りご意見・ご要望は点線で切りご意見・ご要望は点線で切り取って、班長さんまでお持ち下さい。取って、班長さんまでお持ち下さい。取って、班長さんまでお持ち下さい。取って、班長さんまでお持ち下さい。  
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みなさん、こんにちは。 

今年は、例年より1 0日も早い梅雨入り宣言後、晴天が続き空梅雨かと思われましたが、6月下旬になってやっと梅雨 

らしい天候になって、ほっとしました。これで、野菜の値段が下がり、各地の貯水池やダムに水がたまり、水不足の心配 

がなくなって欲しいと思います。 

暮らしやすい街づくりを進めるため、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

●地域一斉清掃のお礼 

 6月9日(日)に実施いた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。 次回は9月に実施いたし 

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、町内みんなで地域の美化運動を進めて行きたいと 

思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

●自治会入会説明会結果報告 

 6月15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。 当日午後5時ごろから雨足が大変強くなり、 

参加者はわずか1世帯の方だけでした。 しかしながら、その後数名の方から入会希望の申し出があり2名の方に入会して 

いただいております。会員の皆様には、今後も引き続き自治会活動を通じて入会のPRをお願いいたします。6月15日時点で、 

自治会員数は、814世帯となっています。 

 

●本年度“米寿”（８８才）をお迎えになられる方をお知らせください。 

   平成25年4月から平成26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J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、ご連絡いただくことにより、お祝い 

をさせていただきたいと思っております。お手数ですがメモ用紙に該当の方の「ご氏名、ふりがな、ご住所、電話番号、生年月日」 

を記載していただき、封筒に入れて担当の班長さんまでご提出をお願います。 

 

受付は平成 25 年 8 月 15 日までの受付とさせていただきます。 班長さんは 8 月 16 日までにブロック長さんまでお届けください。 

ブロック長さんは 8 月 17 日の役員会にメモをお持ちいただき、報告をお願いします。 

 

9月15日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 62,660 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 

60円/Kg 10円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 

110Kg 430Kg 7,370Kg 2,030Kg 1,770Kg 1,180Kg 140Kg 450Kg 

6,600円 4,300円 29,480円 8,120円 7,080円 4,720円 560円 1,800円 

  

※7777 月月月月の回収日は 3333 日、日、日、日、10101010 日、日、日、日、17171717 日、日、日、日、24242424 日、日、日、日、31313131 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。 また、風に飛ばされないようにして出して下さい。                  
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はつが野自治会 検検検検    索索索索    

発行：平成２５年 7月 1日  

製作：広報委員会 

自治会からのお知らせ 



●６月の活動報告 

1 日（土） 広報いずみ配布  はつが野通信 6 月号発行       

5 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

8 日（土） 17:00～18:00 はつが野街づくり推進委員会総会 

９日（日） 9:00～10:00 地域一斉清掃・里道花の植替 17:30～18:30 自治会館建設委員会 18:30～19:30 自治会運営委員会 

12 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

15 日（土） 17:30～ 18:30 自治会入会説明会 19:00～20:30 自治会定例役員会  21:00～夜間パトロール                                        

  19 日（水） 古紙類・アルミ缶回収          

 26 日（水） 古紙類・アルミ缶回収   

29 日（土） 10:00～11:00 防犯パトロール  11:00～12:00 防犯防災委員会  17:00～19:00 新聞編纂委員会 

     

                                                                                                                                               

●７月の活動予定 

1 日（月） 広報いずみ配布  はつが野通信 7 月号発行   

3 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

10 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

13 日（土） 17:00～18:00 はつが野街づくり推進委員会役員会 

14 日（日） 17:00～19:00 会館建設委員会 19:00～20:00 自治会運営委員会 

17 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

20 日（土） 19:00～21:00 自治会定例役員会  21:00～夜間パトロール   

21 日（日） 10:00～11:00 防犯パトロール  11:00～12:00 防犯防災委員会                                                     

  24 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

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

                                                                              

  

                                                                                                             

   を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

６月の活動報告   

6 月 18 日（火）実施  13 組 26 名参加   七夕飾りを作りながら、おしゃべりを楽しみました。   

帰りには和泉市からいただいた「宮の上公園の笹｣を持って帰ってもらいました。   

はつが野の街中で「笹」を飾られているおうちをたくさん見られると思います。 

  

 7 月の活動予定  

7 月 16 日（火） 9 時半集合～11 時 開催場所： 青葉はつが野シニアセンター 

     内容：保護者とお子さんの体操！ 体を動かせる服装・履物（裸足可）・飲み物・タオル持参でお越しくださいね。 

 体を動かして気分転換をしましょう～！ 

                               詳細は篠原（電話 ５４－３９３８）５４－３９３８）５４－３９３８）５４－３９３８）までご連絡ください。      

                                                                                            

                                                                                             

 

   ６月の活動報告                                                                       

       ６月１３日に キッザニア甲子園に遠足に行ってきました 

  台風が上陸するとの予想もあり、遠足に行けるかハラハラしましたが、当日は晴天になり 無事、遠足に行くことが出来ました 

       当日は、子供たちは、いろんなお仕事を楽しんでいました。 

  

７月の活動予定 

     ７月７日 「 縁日 」を予定しています 

     場所  青葉はつが野小学校 体育館 

     時間  １０時から１２時 

      みんなで お店屋さんとお客さんになって楽しみましょう 

  

               子ども会入会希望の方は 副会長 藤村まで  53-2987  
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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  

 

 

 

  日帰りバス旅行に行ってきました。 

 5 月２９日（水） 梅雨空の中総勢 30 人の会員の皆様と兵庫県赤穂 忠臣蔵舞台（赤穂城址）と赤穂御崎を見学 

しました。赤穂城址ではガイドさんからその時代の歴史を詳しく説明を聞き改めて勉強になりました。 

又赤穂御崎では小雨の中瀬戸内海が一望でき、すばらしい眺望を堪能しました。又帰りに酒蔵見学（灘菊酒造）へ 

立ち寄り、酒造りの工程を見学しました。楽しく試飲を頂き全員気持よく帰途につきました。 

  

              麦秋と 背中合わせの 早苗かな      田畑道夫 

              城跡へ 物語行く   夏帽子         保積三吾 

                                                                                                        
                                                                                    

 

                   

6 月の活動報告   ボランティアグループ【マジックレインボー】さんによる「マジックワールド」  

                 リング、帽子、筒を使ったマジックを楽しみました。 

              

7 月の活動予定  7 月 14 日（日） 午後 1 時 30 分～3 時 シニアセンター（青葉はつが野シニアセンター） 

             ボランティアグループ【青春１９】さんによる「フラダンス」です。 

             暑い季節をハワイに行った気分で乗り切りましょう ！  みなさん、お楽しみに ！ 

        

  どなたでもご参加いただけます。はつが野にお住まいの 60 歳以上の方を対象とさせていただいています。 

  参加費 100 円（傷害保険とお菓子代です） 

問い合わせ    柴 ｔｅｌ ３９－１５８０     

 

 

 

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。 

11月 3日（日）青葉はつが野小学校 9時 30分～15時  

自治会では、はつが野 3 丁目自治会、はつが野松風台自治会と合同で行うよう「はつが野街づくり推進委員会」を 

作り、はつが野祭りの準備を進めています。 

 

 「司会」「こどもアナウンサー」「トラック運転手」を募集しますので、ご応募をお願いします。 

裏面の通信欄にお名前（フルネーム）、電話番号、項目を書いていただき、封筒に入れて、7 月 18 日（木）までに班長さん 

宅までお届けください。 

 

●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 年生以上～6 年生までの男女を募集します。 はつが野３丁目自治会、はつが野松風台自治会の方と協力して 

イベントの案内、進行などをアナウンスしていただきます。 チャレンジしてみてください。 

 

●はつが野祭りでの「トラック運転手」を募集 

  11 月 2 日（土）および 3 日（日）にかけて、テーブル、テント、などの機材を和泉市役所、和泉市社会福祉協議会、 

    緑ヶ丘幼稚園、南池田中学校、などから借りて、また返却する作業があります。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、またはいずれかの日お手伝いをしていただける方、ご連絡をお願いします。 

    また、もし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。 
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らくゆう会からのお知らせ 

いきいきサロンからのお知らせ 


