
     

 

 

 

 

みなさん こんにちは。 

今年も、あと１ヶ月で終わりとなります。公私ともに今年中に片付けてしまいたい事、あるいは、やり遂げなければならない事

が、沢山あることと思います。 

そのためには、健康な身体が必要です。インフルエンザの流行期になりましたが、予防対策をお考えでしょうか。最も効果が

あるのは、予防接種だそうです。予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまで２週間、その効果が持続する

期間はおおむね５ヶ月間とされています。突然の高熱や頭痛になって後悔するよりも、早めに予防接種を受けたほうが、自分

の評価を上げることに繋がりそうです。 

 

 

 

 

● はつが野祭りのお礼 

１１月３日（日）のはつが野祭りにおきましては、みなさまのご協力・ご支援により、約３,０００名の方のご来場があり、盛大

に開催することができました。開催当初は小雨が降り出し、一時はどうなることかと心配しましたが、まもなく雨もやみ入場

者も徐々に増えて、ほとんどのブースが１２時までに売り切れてしまう盛況ぶりでした。皆様方のご協力に厚く感謝申し上

げます。ありがとうございました。 

 

また、開催にあわせて「１０年後の私の夢」を題名とした作品の募集にも、沢山の投稿をいただき、ありがとうございました。 

作品は、タイムカプセルに収容させていただき、２０２３年の自治会イベントの時に開封し、一部の作品を発表させていただ

き、その後、すべての作品を作者にご返却させていただきます。 

ウェブサイトに掲載許可をいただいた方の作品については、来年１月末まで掲載させていただきます。 

 

今後も、３自治会が一体となり、相互支援、地域世代間交流、子どもたちの思い出づくりのために、開催を続けていきたい

と思っています。 

 

はつが野祭りにて、傘、ジャケットなどの忘れ物がありました。 写真を自治会ホームページに載せていますので 

心当たりのある方は班長さんまでご連絡ください。 

はつが野自治会 → 自治会員トップページ → はつが野祭り特集のページに写真を掲載しています。 

 

● 地域一斉清掃を実施いたします 

  下記の要領で地域一斉清掃を実施いたします。ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。 

     ・ 実施日時    １２月８日（日）午前９時～１０時 

   ・ 清掃場所    ブロック内のゴミ拾い、草抜き、側溝清掃 

   ・ 当日の準備   ゴミ袋、土嚢袋は自治会で用意します。清掃用具は各ご家庭でご用意をお願いします。 

             （雨天の場合は１２月１５日（日）同時刻に延期） 

             ブロック長、班長さんの指示に従い清掃をしてください。 

 

地域一斉清掃時に合わせて公園などの清掃活動にも取り組むことになっています。ご協力よろしくお願いします。 

場      所 担      当 

里道 １０ブロックＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ班 

かぐらざき公園 ８、９ブロック 

自治会用地（１丁目２４番５号） １、２、３、４ブロック 

自治会用地（２丁目２７番１号） １０ブロックＦ班と１１ブロック 

周回道路および空地 ６ブロックと７ブロック 

はつが野１号公園と３号公園 子ども会 

   

● 年末夜警を実施します 

１２月２９日（日）と３０日（月）の２日間、年末夜警を実施いたします。２日間とも、１回目は午後５時３０分から 

子どもたちを主としてシニアセンターを出発します。２回目は午後８時おとなだけで出発します。夜回りは約５０分程度。 

いずれも出発の１０分前までに、シニアセンターにお集まりください。                      Page 1  
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年末で何かとお忙しい時期でもありますが、街の防犯、防災のため、また子供たちの思い出づくりのため、是非ご参加くだ

さいますようお願いいたします。 12月中旬に、｢年末夜警のご案内｣チラシを配布させていただきます。 

                                                                                     

● １０月度の古紙類及びアルミ缶等回収報告 

１０月の大一資源からの還付金   ５４,０１０ 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/㎏ 

９５㎏ ２７５㎏ ６,６００㎏ １,７９０㎏ １,６９０㎏ ８６０㎏ １１０㎏ ３４０㎏ 

５,７００円 ２,７５０円 ２６,４００円 ７,１６０円 ６,７６０円 ３,４４０円 ４４０円 １,３６０円 

【留意事項】 

 古紙類等を出すときは、次のことにご留意をお願いいたします。 

（1） １２月の回収日は、４、１１、１８、２５日のいずれも水曜日。 

（2） 当日の朝８時までに各戸前の敷地の外側に出すこと。 

    あまり早く出すと、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時に近い時間で出すこと。 

（3） ペットボトルは、軽く中を洗い必ずふたを外して出すこと。 

（4） 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すこと。 

 

現在自治会では、資源ゴミが有価物であることを示すプレートを作り、みなさまに配布することを検討しています。 

 

● 新分別ごみの出し方にご注意ください 

毎月第 1・第 3水曜日の新分別ごみだし時は以下に注意してください 

     ・和泉市が回収する白色トレイ、プラスチックボトル、ペットボトルのキャップと 

     大一資源が回収するペットボトル、古着、新聞等紙類は袋を分けて出してください。 

・袋は中身が分かるような透明の袋に入れてください。 

・ゴミ袋は風で飛ばないようにネットをかける等の対策をしてください 

 

●愛犬のフンの後始末をお願いします 

   愛犬家にとって、犬は家族の一員であり大変かわいいものです。また、毎日の散歩は欠かすことのできないものです。 

   しかしながら、散歩途中のフンを道路、公園、その他周辺に放置してあると街の美観を損なうだけでなく、悪臭により 

   みんなが不快な思いをします。 

   犬の散歩のときには、飼い主の義務として次のことを守りましょう。 

   また、子供だけの散歩の時も守らせましょう。 

（1）  フンを取るための袋等を持って散歩しましょう。 

（2）  フンはその場ですぐに取りましょう 

（3）  取ったフンは持ち帰って適切に処分しましょう。 

  先日 11月 17日に環境委員および役員有志ではつが野地区の環境パトロールを実施しました。テーマは『犬のフン』 

表通りの広い道沿いだけでも 40か所以上のフンの放置や、袋に取ったフンが植え込みや側溝に捨てられているのが 

見受けられました。 

 

  住みよい街『はつが野』の環境維持にご協力をお願いします。                                                                                                                                                          

● １２月の活動予定 

１日（日） 広報いずみ配布 はつが野通信１２月号発行 

4日（水） 古紙類・アルミ缶等回収 

７日（土） 17：00～18：00新聞編纂委員会 

８日（日） 9：00～10：00地域一斉清掃 10:00～11:00 里道清掃（花の植え替え） 

８日（日） 17：00～18：00会館建設委員会 18：00～19：00運営委員会 19：00～20：00はつが野街づくり推進委員会 

１１日（水） 古紙類・アルミ缶等回収 

１８日（水） 古紙類・アルミ缶等回収 

２１日（土） 19：00～20：00自治会定例役員会 

２５日（水） 古紙類・アルミ缶等回収 

２８日（土） 10：00～12：00拡大防犯防災委員会 

２９日（日） 年末夜警 17：30 １回目パトロール  20：00 ２回目パトロール 

３０日（月） 年末夜警 17：30 １回目パトロール  20：00 ２回目パトロール 
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11月 10日（日）いきいき元気体操と血圧測定 

イスに座って音楽に合わせながら、タオルを使って 

楽しく身体を動かし筋肉をほぐす体操をしました。 

 

12月のサロン 

クリスマス会 12月 8日（日）午後 1時 30分 シニアセンター 

    ハンドベル（30分）とよさこい（30分） 

ケーキとお茶でクリスマスを祝います。 

                                          問い合わせ  柴 （電話 ３９－１５８０）    

                                                                            

                                                                                                                                                                     

 
 

 

 第１０回すこやか文化祭のお知らせ 〔主催 和泉市老人クラブ連合会） 

 日時 平成２５年１２月４日〔水）～６日〔金） 尚演芸大会は５日〔水〕 

         （作品展１０時～１５時。 演芸１１時～１５時頃） 

     場所 和泉シティプラザ   

         〔作品展は南棟３階レセプションホール・演芸大会は１階弥生の風ホール） 

 

 今回らくゆう会の花あそび倶楽部より作品を展示しますので、是非ご覧ください、お待ちしております。 

  

              らくゆう会  会長  上林（かんばやし）  ℡ ５３－１１４０                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                   

                                                                                             

 

11月活動報告 

11月 3日 はつが野祭りにて じゃんけんスクラッチを、出店しました 

朝一番から、たくさん来ていただきありがとうございました 

 

12月活動予定 

★ 公園清掃 

12月 8日（日曜日） 9時半から 10時   （雨天時 ：  15日 9時半から 10時 に延期）  

                               （雨天時の延期、中止の判断は自治会の清掃の判断と同じになります） 

1.2.3班は はつが野 3号公園 

4.5.6.7班は ぞうさん公園  です  

掃除道具は、各自、持参お願いいたします 

 

★ クリスマス会 ～世界に１つだけのマイエコバック 作り ～ 

12月 15日（日） 10時から 12時  青葉はつがの小学校 体育館  （持ち物） 上靴、靴を入れる袋、水筒 

   体育館での作業となるため、暖かい服装で参加お願いします。 座布団など、持参されるといいかもしれません 

 ※公園掃除が 15日に延期となった時は、少し始まりが遅くなるかと思いますので、ご協力お願いいたします 

 

（お知らせ） 

 10月のドッチボール大会で、水筒の忘れ物がありました。 

  心あたりのある方は 副会長 藤村まで お願いいたします。 

 

入会希望の方は 副会長 藤村まで （電話 ５３－２９８７）                                                      
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子ども会からのお知らせ 

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 



ご意見、ご要望がありましたら、班長さんにご提出ください。    

 

 

      ブロック    班      氏名              電話番号              

 

   を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

１１月１９日（火）実施 ８組１８名参加 保健士さんによる風邪の予防・救急病院等についてのお話がありました。  

その後はいつものようにおしゃべり！ 日常の様々なことに花が咲いていました。 

 

１２月１７日（火）  開催場所：シニアセンター  開催時間：９時半～１１時   

内容：お母さんとお子さん（赤ちゃんも）対象の体操！  楽しく・体が温まりますよ！   

          持ち物 ：タオル・動きやすい服装でお越しください。 飲み物等用意しています。 アレルギー等 

ご心配の方はご持参お願いします。 

 

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

                                                                                                    

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】  １１月９日（土）17：00～18：30 

（1） 各ブースの収支清算 

（2） はつが野祭りの反省点などの検証 

（3） 費用支出申請の承認 

 

【自治会館建設委員会】  １１月１０日（日）17：00～18：00 

（1） 建物構造の検討 

   資金不足解消のため、当面は平屋建てで、数年後２階を増築する案の検討 

（2） 資金捻出の検討 

 

【自治会定例役員会】  １１月１6日（土）19：00～20：00 

（1） 資源ごみの出し方（風による飛散防止対策）の啓発活動について 

（2） ペット飼育のマナーの向上啓発活動について 

（3） 防犯灯電気料金補助金の申請について 

 

【環境街づくり委員会】  １１月１７日（日）9：00～10：00 

（1） 地区内環境安全パトロールを実施 

（2） 今後も定期的に実施しますので、参加ご協力をお願いします。 

 

【防犯防災委員会】  １１月２３日（土）10：00～12：00 

（1） 青葉はつが野小学校災害備蓄倉庫の見学 

（2） 自主防災組織の検討 

 はつが野通信 平成25年12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。                
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にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  


