
 

 

●自治会館の建設について 

   自治会館の建設については、今年の定期総会での承認を受けて自治会館建設委員会にて具体的検討を行い、自治会館建設仕

様の確定に至りました。この確定版を元に、自治会館建設費用に関わる和泉市からの助成金をいただく為の事前協議書を９月 

３０日に提出しました。 

   今後の予定としましては、和泉市宛ての建築確認申請に着手していきます。 

 

●自治会の法人化について 

自治会法人化についても、定期総会での承認を受けて自治会館建設委員会で、新しい会員登録届の様式・登録届の配付回収方

法等の検討を行いました。新しい会員登録届は、後期自治会費の納金手続に合わせて提出をお願いし無事回収が終りました。ご協

力ありがとうございました。 

今後の予定としましては、新しい会員名簿の作成と自治会会則の改定作業に着手していきます。 

 

●和泉市庁舎整備（市役所の建て替え場所）に関する住民投票について 

   老朽化した市役所を建て替えることは決定していますが、その建て替え場所については決まっていません。市議会では、議員提

案による「和泉市庁舎整備に関する住民投票条例案」が可決され、住民投票が実施されることになりました。実施要領は次のとおり

です。私達の身近な重要なテーマですので必ず投票しましょう！ 

   投票日： １１月２２日（日） ＊大阪府知事選挙と同日の投票です。 

   期日前投票：１１月６日（金）～２１日（土） 

   投票の内容：①現庁舎敷地での建て替えに賛成  ②和泉中央住宅展示場跡地への新築移転に賛成 

 ＊住民投票の結果には法的拘束力はありませんが、②「和泉中央住宅展示場跡地への新築移転に賛成」の票が、有効投票数の３

分の２を超えることを、庁舎移転の判断基準とされています。 

●緑ヶ丘４号公園の植樹について 

元の緑ヶ丘４号公園の東側に、はつが野に住宅が造成される時に、和泉市が公園を拡張しました。その拡張された部分は、「は

つが野」となっています。 公園の東側約４０％くらいが「はつが野」です。今年４月の植樹で、はつが野側に１３１本、緑ヶ丘側に４８

２本の低木が植樹され育っています。さらに、本年１２月に、第２回目の植樹（約１，８００本）が進められようとしていました。また、植

樹の条件として、水やりなどの管理は、地元自治会がやることとなっていました。 

   １０月４日（日）公園近隣の１１ブロックの方々に集まっていただき対応策を検討しました。「植樹受け入れはできない」、また、「水

やりもできない」という結論に至りました。 

理由：①今の状態でも、十分樹木があると思われ、これ以上の植樹の必要性を感じない。 

       ②樹木を増やすことで、公園内の遊ぶスペースが狭くなり、公園機能が発揮されない。 

       ③落ち葉、害虫などの二次的な影響も懸念される。 

       ④樹木が成長すると、防犯の面から良くない。 

       ⑤水遣りをする時間的な余裕がない。 

１０月７日（水）緑ヶ丘自治会、はつが野３丁目自治会と合同で協議した席で、当自治会から植樹の受け入れはできない旨を表明。 

１０月１４日（水）和泉市公園緑地課と３自治会の会合の席で、３自治会とも植樹の受け入れはできない旨を和泉市側に伝えました。 

 

 

 

●自転車運転の危険行為について 

   改正道路交通法の施行により平成２７年６月１日から、危険行為を繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が義務化されています。

過去３年以内に２回以上繰り返すと受講が命じられます。（３ヶ月以内に受講しないと５万円以下の罰金となります） 

交通ルールを遵守し安全運転をしましょう。 

危険行為の概要は次のとおりです。分かりにくいですがよくありそうなものに太字記載しました。 

信号無視、通行禁止道路{（場所）の通行、歩行者用道路での歩行者妨害、歩道通行や車道の右側通行等、路側帯での歩行者

の通行妨害、遮断踏切への立ち入り、左方車優先妨害・優先道路車妨害等、右折時直進車や左折車への環状交差点安全進行

義務違反等、一時不停止、歩道での歩行者妨害等、制動装置不備の自転車運転、酒酔い運転、安全運転義務違反 
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時の経過は早くもう晩秋です。朝夕はめっきり寒くなり冬の足音を感じますが昼間は優しい太陽が嬉しく紅葉も楽

しめる時期ですね。私達のはつが野自治会の最大のイベント「はつが野祭り」には皆様参加して頂いたでしょうか。はつが野祭りが 

終われば役員は一安心です。次のイベントは年末夜警です。詳しくは１２月号でお知らせします。 

 

 

●はつが野祭りについて 

   はつが野祭りは、子ども達に、自分たちの「ふるさと」の良い思い出をつくり、近隣、友達とのコミュニケーションを図り、将来ここに

住むときに心の通えるコミュニティをつくる手助けをする。またこの街を離れて住むようになっても、戻ってきたときに友だち、知り合

いと気さくに話ができる環境づくりをする。そんな願いを込めたお祭りです。 

新しいアトラクション「クイズ大会 ○×で勝ち抜くぞ！」は、多くの子ども達が参加できるように企画したアトラクションです。 

いかがでしたでしょうか。又、運営についても、皆様からいただいたご意見・ご要望を参考に改善を積み重ねてきています。 

来年は１１月６日（日）に開催する予定です。多くの皆様に参加いただき楽しいお祭りとすべく一層の工夫と改善をおこなってま

いります。引き続き皆様のご協力をお願いします。 

 

＊「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、作品を募集しました「１０年後の私の夢」ですが、自治会ウェヴサイトへの掲載の了承を

頂いた作品を１１月中旬～１月末までの予定で掲載します。 

又、お祭りの写真も掲載しますのでぜひご覧ください。  

                                                                                                                    

●自治会費の納入ありがとうございました 

平成２７年度後期（１０月～平成２８年３月）の自治会費の納入が１０月１７日に無事完了しました。 

ご協力ありがとうございました。 

●環境パトロールを実施します。（環境街づくり委員会主催） 

   実施日  １１月１５日（日）   時間   ９：００～１０：００ 

   集合場所  モンセーヌ和泉中央（マンション）前の交差点 

手袋とごみを入れるビニール袋をご持参ください。 

   環境街づくり委員以外の方の参加も大歓迎です。よろしくお願いします。 

問合せ先は、環境街づくり委員長  関口  TEL ５３－１０６７ 

●廃家電の回収について 

   昨年１０月から（株）米田商店による廃家電の回収を始めています。１年が経過しましたが収集量が少なく皆様の更なるご協力を

お願いします。不要となった家電類は自治会による回収に出していただくようお願いします。 

＊収集日は毎月第４火曜日です。 

＊回収対象の廃家電は次のとおりです。 

   ＜回収可能な廃家電＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊テレビ・冷蔵庫・自転車・電気毛布・電気カーペット・蛍光灯・コタツ・ガラス類・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。 
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自治会からのお知らせ 

はつが野自治会 検索 

自治会からのお願いと報告 

防犯・防災コーナ等 
＊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 

⇒金属類が対象です。 



●９月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                            ９月の大一資源からの還付金 85,930円 

 

 

 

 
 

＊９月は大一資源の回収日が５回あり、また天候にも恵まれ、１ヶ月の還付金としては過去最高を記録しました。 

皆様方のご協力ありがとうございました。 

●１１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１１月号発行  

はつが野祭り（９：３０～１５：００） 

 

皆様の多数のご参加ありがとうございました。 

０４日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

０８日（日） 里道清掃（９：００～１０：００） 

自治会館建設委員会（１７：１５～１８：１５） 

自治会運営委員会（１８：１５～１９：００） 

地域一斉清掃とは別に毎月実施しています。 

 

次回役員会の準備 

１１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 

１４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 

１５日（日） 環境パトロール（９：００～１０：００） 環境街づくり委員会主催 

１８日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

２１日（土） 自治会定例役員会（１９：００～２１：００） 

夜間パトーロル（２１：００～） 

仮払金の精算を行います。ブロック長さんは、精

算書と現金を持参ください。 

２２日（日） 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。 

２４日（火） 廃家電の回収 回収対象は金属類です。 

２５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】 

（１）総会 １０月１０日（土） １７：００～１８：００） 

・はつが野祭り実行計画、抽選会の景品、開催案内の承認 

・H２８年度予算案（ちょいず事業への応募）の承認 

（２）定例役員会 １０月１０日（土） １８：００～１９：３０ 

   ・はつがの祭りの準備  

  【自治会館建設委員会】１０月１１日（日） １７：１５～１８：１０ 

   ・事前協議書の提出報告  ・入会届の改定の検討 

【運営委員会】 １０月４日（日）１７：１５～１８：１５   １０月１１日（日）１８：１５～２０：００ 

・次回役員会の準備   

・はつが野祭りの準備 

【役員・班長会議】１０月１７日（土）１８：３０～１９：３０ 

  ・はつが野祭り開催準備 

【自治会定例役員会】１０月１７日（土）１９：３０～２０：３０ 

（１） 報告事項 

・平成２８年度一般コミュニティ助成事業（宝くじ）について  ・赤い羽根共同募金  ・信号機架設要望 

・アトム社くらしのガイドへの記事投稿  ・南横山小学校小規模特認校の指定  ・H２７年度認知症フォーラム 

・第６３回信太山クロスカントリー大会  ・和泉丘陵ヒューマンフェスタ  ・広報いずみ配布謝礼金の振込 

・緑ヶ丘４号公園の植樹について  ・タウンミーティング及び住民投票説明会  ・H２８年度ちょいず事業エントリー 

   （２）協議・決議事項 

  ・費用支出申請の承認  

 

Page ２ 

  

 

●１０月の活動報告 

１０月２１日から３１日まではつが野３号公園の水やりに参加しました。 

●１１月の活動予定 

１１月１日(日)のはつが野祭りで、はつが野子ども会は“『ガチャ‼!』スーパーボールくじ”、はつが野３丁目子ども会は“水中コイン

落とし”のブースを出店します(̂ o )̂ 

会員様には、１名につき１枚（１回分）の無料券をお配りしていますので、忘れずに持ってきてくださいね。 

１１月２８日(土)は三葉学園子育てネットワーク秋まつり（南池田中学校区）のふれあいウオーキング、ふれあい模擬店の運営に

参加します。 

《２８年度子ども会の新規入会案内のお知らせ》 

１１月に受付が始まります。(子ども会入会につきましては、自治会加入が必須) 

新入生歓迎会・遠足・クリスマス会など様々な体験活動を行なっています。 

子ども会入会希望の方は、子ども会副会長 大家まで（☎２４－６８０４） 

 

 

●１０月の活動報告 

はつが野３号公園の水遣りに、８名が参加しました。 

●１１月の活動予定 

第１２回すこやか文化祭に手芸部が作品を出展します。   日時：平成２７年１１月２５日（水）～２７日（金） 

 場所：和泉市シティプラザ南棟３階レセプションホール（和泉市いぶきの５丁目４番７号） 

●「はつが野祭り」のお礼 

  「バザー」と「対戦ゲーム」に参加、協力有難うございました。 

     連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 090-9705-4531 

                                      

 

●１０月の活動報告 

１２組２６名参加。体操指導の講師の「体の動きがどこに働く」等の説明を受けながら体を動かしました。 小さな赤ちゃんが多かっ

たですが、みんなママと一緒に楽しみました。 

●１１月の活動予定 

１１月１７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：これから始まる風邪の季節、風邪予防・口腔状態の保ち方。 様々な風邪が流行っているこの頃、小さなお子さんが風邪 

      等をひいた時の 対処方法を保育士さんに説明してもらいます。 また、一生懸命手洗いしても残っている菌を実践して見 

せてもらいましょう。 他、女性の気になる事をたくさん教えてもらえます。 

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                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

 

●１０月の活動報告   

１０月１１日（日）午後１時３０分～午後３時 シニアセンター  

ボランティア１４名、 メンバー２７名、 ハッピーウェーブ６名 合計４７名 

青葉台、松風台、緑ヶ丘、弥生町のメンバーにより軽音楽バンド「ハッピーウェーブ」（ギター、サックス、コントラバス、ボーカル）

の演奏とたのしく合唱しました。荒城の月、スワニー川、埴生の宿、PUFF、今日の日はさようなら、などを演奏をバックに、みんなで

合唱。アンコールの声が、2 回もかかり、真夜中のギターなどを歌いました。リハーサルの練習も重ねての、初舞台。立派にステー

ジをつとめられました。 

●１１月の活動予定 

１１月１５日（日）午後１時３０分～午後３時 シニアセンター  

田中弘子先生による「健康体操」です。タオルを使う運動もしますので、タオルをお持ちください。 

連絡先  柴 清子 電話３９－１５８０ 

Ｐａｇｅ３ 

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／㎏ 

130㎏ 440㎏ 9,100㎏ 5,240㎏ 2,290㎏ 1,290㎏ 100㎏ 100㎏ 250㎏ 

7,800円 4,400円 36,400円 20,960円 9,160円 5,160円 400円 400円 1,250円 

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 


