
 

 

●自治会ブロックミーティングの開催について 

   １１月から始めました自治会ブロックミーティング（環境衛生問題、交通安全問題、子どもの安全問題、防犯・防災問題、自治会運

営問題等に関してブロック毎にミーティングを行い問題解決に取り組むものです）の予定をご案内します。任意参加ですがご意見ご

要望のある方はご参加ください。 

ブロック 開催予定日時 場所 

３、４、５ブロック １２月２８日（日）１６時～１８時 シニアセンター 

６、７ブロック １月２５日（日）１６時～１８時 シニアセンター 

８、９ブロック ２月２２日（日）１６時～１８時（＊１） シニアセンター 

１０、１１ブロック ３月２９日（日）９時３０分～１２時 シニアセンター 

    （＊１）はつが野通信１１月号では１０時～１２時でご案内していましたが、１６時～１８時に 

訂正させていただきます。申し訳ありませんでした。 

 ●インフルエンザの予防について（ 厚生労働省の啓発ツールより 抜粋） 

インフルエンザを予防するには、 

一人一人の「かからない」、「うつさない」という気持ちが大切です。 

まずは、手洗いでインフルエンザ予防を。 

かかったら、マスク等せきエチケットも忘れないでください。 

  

 

 

 

 

 

 

   １０月から始めました廃家電の回収ですが、回収可能な廃家電は次のとおりとなっています。１０月にお配りした「ゴミ回収日のご

案内」に記載していますが、念の為、はつが野通信本号にも記載しますのでご確認ください。 

    

 

 

  

                                                                               

 

 

 

 

＊先月は初回ということもありまして、① ビニールや布がついたままの傘②木製のもの（イス、マッサージ器など） 

③敷地内に置いてある物 等回収不可のものがありましたのでご注意ください。 

＊木製パーツ・布製品・プラスチックの使われているもの（ 傘（ 木製 ）・スピーカー・スーツケース・時計・照明器具 ）等は回収不

可です。 

はつが野通信 平成２６年１２月１日号  完 
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はつが野祭りも終わり何かと忙しい師走となりました。今年1年の振り返り、家の大掃除、お正月の準備等やるこ

とは一杯ですが、楽しいクリスマスもあります。街中で流れるクリスマスソングを聞くと心がわくわくします。 

一方で、インフルエンザの季節でもあります。体調管理、手洗い、予防接種等インフルエンザ対策行いましょう。 

 

 

●はつが野祭りのお礼 

   １１月２日（日）のはつが野祭りにおきましては、皆様のご協力・ご支援により約２，８００名の方々にご来場いただきました。あり

がとうございました。午後には一時的に強い雨が降り、中止となったプログラムやゲームブースがありましたが、抽選会にはたくさ

んの方々に参加していただき盛況のうちにお祭りを終えられたと感じています。雨にもかかわらず最後までご参加いただき本当に

ありがとうございました。 

＊「１０年後の私の夢」作品について 

「はつが野祭り」開催にあわせて募集しました「１０年後の私の夢」作品につきましては、タイムカプセルに収容し２０２４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返却させていただきます。

又、自治会ウェヴサイトへの掲載の了承を頂いた作品を来年１月末までの予定で掲載させていただきます。  

＊落し物 

 落し物を預かっています。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します。 

下記要領で地域一斉清掃を実施します。私たちの街「はつが野」の美化活動として皆様のご協力をお願いします。 

実施日時   平成２６年１２月１４日（日） 午前９時～１０時 （雨天の場合は１２月２１日（日）同時刻に延期します） 

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用意して下さい。 

ブロック長、班長さんの指示に従い清掃をして下さい。 

   地域一斉清掃時に合わせて公園等の清掃活動にも取り組むことになっています。ご協力をお願いします。 

   自宅周辺の清掃を終えられた方はブロック長、班長さんの指示に従い、各分担場所を清掃して下さい。 

場  所 担  当 

里道 １０ブロック 

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、１１ブロック 

周辺道路及び空地 ６ブロック、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（月）と３０日（火）の２日間、年末夜警を実施します。２日間とも、１回目は１７時３０分から子ども達を主としてシニ

アセンターを出発します。２回目は２０時から大人だけで出発します。巡回時間は約５０分を予定しています。出発時間の１０分

前までにシニアセンターにお集まりください。年末でお忙しい中申し訳ありませんが、街の防犯防災のためご協力をお願いしま

す。詳しくは、別途配布の「年末夜警実施のお知らせ」をご覧ください。 

 

●環境パトロールを実施しました。 

   １１月１６日（日）に環境パトロールを行いました。タバコのポイ捨てが曲がり角やバス停以外の所が目立ちました。 

又、和泉中央線の２丁目側の歩道に犬の糞も目立ちました。環境委員で除去しましたが、環境美化への取り組みを強化する必

要があると強く感じました。皆様のご協力をお願いします。 
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発行：平成２６年１２月１日  

製作：広報委員会 

自治会からのお知らせ 

はつが野自治会 検索 

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         住所                電話番号         

 

自治会からのお願いと報告 

廃家電の回収について 

＊銅・アルミ・ステンレス・真鍮・（ 鍋・カマ・フライパン・蛇口・やかん・ホイール・アルミサッシ・流し台 ） 

＊コンロ・レンジ・ポット・ホットプレート・トースター・コーヒーメーカー・炊飯器・湯沸し器 

＊乾燥機・空気清浄機・扇風機・掃除機・FAX・電話機・携帯電話・エアコン・ミシン・洗濯機 

＊ステレオ・アンプ・スピーカー（鉄）・コンポ・ 

＊カメラ・ビデオデッキ・ラジカセ・CD・DVDデッキ 

＊パソコン・プリンター・ワープロ 

＊アイロン・ドライヤー・ストーブ・電動工具・草刈機・マッサージ器・ヒーター・脚立・バリカン・鉄製ゴルフクラ 

＊傘（布やビニールは外して骨組みの鉄部のみにしてください）・シュレッダー・ゲーム機・配線・・・その他 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/poster25.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/poster25b.pdf


●１０月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                １０月の大一資源及び米田商店からの還付金 ７２，８６０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／㎏ 10円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 5円／㎏ 

125㎏ 590㎏ 9,140㎏ 2,580㎏ 1,870㎏ 840㎏ 110㎏ 150㎏ 140㎏ 

7,500円 5,900円 36,560円 10,320円 7,480円 3,360円 440円 600円 700円 

＊回収日  廃家電以外は毎週水曜日  廃家電は第４火曜日  
＊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。 
＊自治会で配布しました「資源ゴミ持ち出し禁止札」をご利用ください。札を無くされた方は班長さんまでに連絡ください。 

●１２月の活動予定 

日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（月） 広報いずみ配布  はつが野通信１２月号発行    

０３日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

０６日（土） 自治会館建設委員会（１７：００～１８：００） 

自治会運営委員会（１８：００～１９：００） 

検討結果の纏め作業 

次回役員会の準備 

１０日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用 

１３日（土） はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０） はつが野祭りの検証 

１４日（日） 地域一斉清掃（９：００～１０：００） 皆様のご協力をお願いします。 

１７日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

２０日（土） 自治会定例役員会（１９：００～２１：００） 

夜間パトーロル（２１：００～） 

はつが野祭りの検証他 

２３日（火） 廃家電の回収 回収可能物は４ページに記載しています。 

敷地の外側に出してください。 

２４日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用 

２７日（土） 防犯パトロール・防犯委員会（１０：００～１２：００） 防犯委員の方は参加下さい。 

２８日（日） 自治会ブロックミーティング（１６：００～１８：００） 

＊対象 ３、４、５ブロック 

３、４、５ブロックの方はシニアセンターにお集まり

ください。（任意参加です） 

２９日（月） 年末夜警（１回目１７：３０  ２回目２０：００） １回目は子ども中心 ２回目は大人 

３０日（火） 年末夜警（１回目１７：３０  ２回目２０：００） １回目は子ども中心 ２回目は大人 

３１日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用 

 

 

 

【はつが野街づくり推進委員会】１１月８日（土）１７：００～１８：３０ 

・はつが野祭りの検証、平成２７年度はつが野祭りについて 

   【自治会館建設委員会】１１月９日（日） １７：１５～１８：１５ 

   ・１階建の仕様について見直し中（先月から継続） 

【防犯委員会】１１月２２日（土） ９：００～１１：００ 

・防犯委員で防犯パトロールを行いました。 

【運営委員会】１１月９日（日）１８：１５～１９：３０ 

 ・米田商店（廃家電の回収）との契約書について  

 ・桃山祭について 

 ・和泉丘陵ヒューマンフェスタについて 

    ・青葉はつが野小学校のマラソン大会のコースについて 

【自治会定例役員会】１１月１５日（土）１９：００～２０：００ 

（１） 報告事項 

・臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の申請について 

・和泉丘陵ヒューマンフェスタについて ・桃山祭について ・青葉はつが野小学校のマラソン大会のコースについて 他 

   （２）協議・決議事項 

  ・費用支出申請の承認  ・はつが野祭り抽選会の賞品の未受領者への交付について 他 

 

Page ２ 

【防災委員会】 

・防災委員会は開催しなかったですが、自主防災組織の統括班のメンバーで和泉市主催の防災リーダ養成講座を受講中です。 

 平成２７年３月まで計８回開講されます。 

 

  

 

●１１月の活動報告 

１１月２日に開催されたはつが野まつりで、スーパーボールくじを出店しました。たくさんの方に来て頂きありがとうございました。 

●１２月の活動予定 

（１）１２月７日（日）青葉はつが野小学校多目的室にてクリスマス会を行います。 

クリスマスにちなんで粘土キャンドルを作ります♪詳しくはお知らせをご確認ください。 

（２）１２月１４日（日） 午前９時３０分～１０時に、子ども会での公園清掃を行います。 

各班の担当場所 １・２・３・４班→はつが野３号公園（１丁目の公園） 

      ５・６・７・８班→はつが野１号公園（ぞうさん公園） 

＊各ご家庭の班にあたる公園に集合となります。ほうき、ちりとり等掃除道具は各自持参でお願いします 

＊雨天時は中止です。                          

子ども会入会希望の方は 副会長 神田まで ２４－２０７１ 

 

 

●第１１回すこやか文化祭のお知らせ 

  共催  和泉市老人クラブ連合会、和泉市社会福祉協議会 

  日時  １２月３日[水]～１２月５日[金]   午前１０時～午後５時 

  場所  和泉シティプラザ  レセプションホール（南棟３階） 

  今回作品として、らくゆう会手芸部から数点作品を出品してますので是非ご覧下さい。 

  又、社協かららくゆう会長谷さんが写真を出品されていますので是非ご覧下さい。    

                                    お問い合わせ  らくゆう会  会長  上林（かんばやし） 電話５３－１１４０ 

  

 

●１１月の活動報告 

９組１９名参加。 保健士さんによる風邪に関する話を皆さん真剣に聞いておられました。 また、その後免疫力をつけたり、美容 

に良いハーブの話と試飲で体も心も温まりました。 

●１２月の活動予定 

１２月１６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：１２月といえば・・・クリスマス！ にこにこクラブでも元気な、元気なクリスマスを元気なアメリカの人と楽しみます。   

     今回は会場の広さを考慮し、予約制とさせて頂きますので、下記連絡先まで 20時～21時の間にご連絡ください。 

先着20組。  

※10時３０分～11時サンタさんとの写真撮影を行いますので、そちらは自由参加とさせて頂きます。 

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                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

 

●１１月の活動報告   

１１月１６日（日）シニアセンター 「健康体操」 

最初に「はつが野祭り」の時、雨で踊れなかった「コダイくんロマンちゃん」を田中先生といっしょに踊りました。 

健康体操では、田中先生の指導のもと、ちょっと頭を使いながら楽しく手足の運動をしました。 

香川さんと佐々木さんが体験参加されました。 

●１１月の活動予定 

１２月１４日（日）午後１時３０分からシニアセンターで開催します。「手話コーラス」と「クリスマスビンゴ大会」です。 

参加料100円です。                                           連絡先  柴 清子 電話３９－１５８０ 
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自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 

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  

いきいきサロンからのお知らせ 

らくゆう会からのお知らせ 


