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● １０月の活動報告  

10 月 1 日（月）にキッザニア甲子園に遠足に行きました。台風の襲来で、実施が危ぶまれましたが、当日は 

秋晴れのもと決行！！ 
子ども会会員のほぼ全員が参加のもと、賑やかに楽しみました。みんな、立派な小さな仕事人になり、 

かっこよったよ～。 
● １１月の活動予定  

11 月 4 日（日） はつが野祭りで、ペットボトルダーツを出店します。パーフェクトに挑戦して、豪華景品を 

ゲットしよう。みんなの参加をお待ちしています。 子ども会入会希望の方は、副会長 藤村まで（☎53-2987） 

  

 

 

はつが野自治会館では自治会員さまの利用を受付しております。利用方法については自治会 HP より自治会館の 

ページを開いていただくと説明があります。 

＜管理人の募集＞ 

はつが野自治会では自治会館利用者のサポートとして自治会館管理人を募集しています。 

＜管理人の応募資格＞ 

１） はつが野自治会の自治会員であること。 

２） グループでの申し込みも可能です。ただし手当はグループに対しての支払いとなります。 

＜有償ボランティア＞ 

主な仕事は会館利用者の対応となります。 
自治会館の解錠、施錠、利用者からの利用料の徴収、会館の後片付けなどです。 
管理人（またはグループ）に対して、1 回（4 時間）あたり、1,000 円の手当を支給します。 

詳細は、自治会ホームページ 自治会館のページをご参照ください。 

お問い合わせ お申し込み： 自治会メールアドレス info@hatsugano-jichikai.com 
           または、はつが野自治会館 FAX 0725-24-7453 

                                                                            

      

● はつが野祭りパンフレットと抽選券を配布しました。 

 はつが野祭りのパンフレットを自治会エリアの全戸に配布しました。地域コミュニティ活動として自治会員以外の 

方も参加いただけるイベントです。お誘い合わせの上ご参加ください。 

 抽選券を自治会員に配布しています。人気のお掃除ロボットなど豪華景品が当たります。14 時開始の 

お楽しみ抽選会までに必要事項を記載し会場設置の抽選箱に投函し、抽選会に参加ください。抽選会場に 

おられないと当選が取り消されます。雨天の場合は抽選会の開始が 12:48 に繰り上げされますのでご注意 

ください。 

● 10 年後のわたしの夢（作品・作文）募集について 

 自治会員に「10 年後のわたしの夢」作品・作文の応募用紙を配布しています。作品数に応じてコピーいただき、はつが野 

祭り当日に作品・作文をご提出いただけば、当日ゲームブースでご利用いただける 50 円券 2 枚を進呈いたします。 

ご応募をお待ちしています。 

掲載をご了解いただいた作品は、はつが野自治会ウェブサイトにて公開（11 月～2 月頃）を予定しております。また、作品 

はタイムカプセルに保管し 10 年後にお返しさせていただきます。 

● 出店予定ゲームブース・飲食ブース 

 ゲームブース おみくじひき／くじ引き／あめちゃんすくい／金魚すくい（おもちゃ）／コイン落とし 

ペットボトルダーツ／スピードガン＆的当て／キックターゲット／ぴょんぴょんボール 

ホールインワンゲーム／わりばしてっぽうつくり／わりばしてっぽう的当て／吹き矢 

        対戦ゲーム（将棋・五目ならべ・オセロ）／桃大ブース（何のゲーム化お楽しみ） 

 飲食ブース  焼きそば・唐揚げ・フライドポテト・ドリンク／クレープ／ケーキ／シュークリーム・プリン 

フランクフルト／ジェラート・ポップコーン・カスタードソフト／ピッツァ・野菜スープ／たこせん 

パスタ・ティラミス・サンドイッチ／ドーナツ・どらやき／ベビーカステラ など 

● 出演予定 
  ジーニーズ／ジャザサイズ／ミンクス・アンド・ルフト／ズンバダンス／プアナニ・ティアレ／鼓聖泉／音女太鼓ん／ 
  フォワイエバレエスタジオ／南池田中学校吹奏楽部／泉ヶ丘幼稚園 

 
 
 

 
 
info@hatsugano-jichikai.com  
自治会ホームページ https://www.hatsugano-jichikai.com/ 

 
 
 

 

● 第１３回 はつが野祭りの開催について（青葉はつが野小学校 １１月４日 午前９：３０開会） 

今年もはつが野、はつが野３丁目、はつが野松風台３自治会で組織する「はつが野街づくり推進委員会」主催による 

はつが野祭りが開催されます。詳しくは配布パンフレットならびにはつが野祭り特集をご覧ください。自治会員の手作り 

によるゲーム、地元有志による舞台、協賛企業による出店など盛りだくさんの内容となっています。ぜひご参加ください。 

● 里道清掃の実施について（１１月１１日（日） 午前９：００～１０：００） 

緑ヶ丘小学校東の里道清掃を実施します。みなさまのご協力をお願いします。 

● 青葉はつが野小学校区防災訓練の実施について 

12 月 1 日（土）青葉はつが野小学校区の防災訓練を実施します。9 時に地震が発生したと想定し自治会役員により 

自治会員の安否確認を実施します。11 月中旬頃に詳しい実施方法をお知らせしますのでご参加をお願いします。 

● はつが野キャンパスの実施について 

はつが野自治会の福祉活動として「はつが野キャンパス」を立ち上げます。小学生の子どもたちを対象にボランティアの 

芽を育てていく取り組みです。桃山学院大学ボランティア活動支援室のご協力を得て、第１回目を１２月１６日（日） 

１３：３０より開催いたします。 

  

● １１月の活動予定   

 日（曜日） 活動項目 活動概要 

１日（木） 広報いずみ配布  はつが野通信１１月号発行   

３日（土） はつが野祭り準備（ゲームブース関係１４：００～） 青葉はつが野小学校（軍手を準備ください） 

４日（日） はつが野祭り準備（開門７：００ ８：００集合） 青葉はつが野小学校 

はつが野祭り（９：００～１５：００） 青葉はつが野小学校 

７日（水） 

 

ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～） 和泉市回収 時間が早いです。 

古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

１０日（土） はつが野街づくり推進委員会 役員会 （１７：００～１８：００） シニアセンター 

１１日（日） らくゆう会役員会（１０：００～１１：３０） シニアセンター 

里道清掃（９：００～１０：００） 里道（緑ヶ丘小学校東） 

いきいきサロン（１３：３０～） シニアセンター 

自治会館 会館委員会 （１７：１５～１８：３０） はつが野自治会館 

はつが野自治会 運営委員会（１８：３０～１９：３０） はつが野自治会館 

１４日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

１７日（土） 自治会定例役員会  （１９：００～２１：００） はつが野自治会館 

２０日（火） 子育てサロン（９：３０～１１：００） はつが野自治会館 

２１日（水） ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～） 和泉市回収 時間が早いです。 

古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

２４日（土） 防犯パトロール (０９：００～１０：００) かぐらざき公園東屋集合  防犯委員全員 

２８日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

 

 

 

  

はつが野自治会館からのお知らせ 

はつが野通信 発行：平成３０年１１月１日  
製作：はつが野自治会広報委員会 11 月号 

はつが野自治会 

子ども会からのお知らせ 

検索

はつが野祭り特集 

自治会からのお知らせ 
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● ９月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告   単位：ｋｇ    ９月の大一資源からの還付金  92,450 円 

新聞 雑誌 段ボール 
牛乳 

パック 

その他 

紙類 
合計 古布 アルミ缶 

7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 4 円/㎏ 60 円/kg

5,110 1,080 2,070 140 3,490 11,890kg 580kg 115 

     83,230 円 2,320 円 6,900 円 

   ※投込みチラシ、パンフレット、コピー用紙、包装紙、紙袋、紙箱等の雑紙は、「その他紙類」として回収します。 

   ※雨の日、【古布】は、回収できませんので、お出しにならないようお願い申し上げます。 

      「濡れた【古布】はリサイクルできないため、雨の日は【古布】を出さないようにお願いします 

※回収漏れ等ありましたら業者に直接連絡してください。 大一資源：072－274－2960                                                                                                             

                                                                   

 

【自治会館委員会】 10 月 14 日（日） 17:15～18:00   

・11 月の利用予定のイベントの未決定文の管理人の設定。 
・設置ミラーの確認 

 

【自治会運営委員会】  10 月 14 日（日） 18:00～19:30 

・校区役員会議の報告  

・10 月 17 日（土）役員会の準備について 

・地域福祉活動の進め方について協議し、福祉委員会の決定事項に沿って役員会に提案することを確認しました。 

 

【はつが野街づくり推進委員会】  

10 月 13 日（土） 17：00～18：00 シニアセンター 総会 

・はつが野祭りパンフレット、作文募集、抽選券の配布 

・前日と当日の運営方法について  3 日（土） 14 時集合 、4 日（日） 8 時集合、 

・ゲームブース運営名簿の提出 ・11 月 10 日（土）ブース精算の実施 ・11 月 25 日祭り打上げ開催 

10 月 13 日（土） 18:00～19：30 平成 30 度第 6 回役員会 

    ･はつが野祭り後の清掃方法について ・前日と当日の役割分担について 

    ・協賛お礼の役割分担について ・臨時役員会 10 月 

 

【防犯委員会】   

・10 月 27 日（土） 9:00～ 防犯パトロールを実施しました。  

・年末夜警の実施について検討しました。今年も 12 月 29 日、30 日に実施予定です。 

                                                                                     

【自治会定例役員会】 10 月 20 日（土） 19:00～20:30 

 １．報告事項 

(1) 校区役員会から 

･南大阪・和歌山エリア合同企業説明会 ついて(掲示済)  

・つるやまだいマルシェ２nd 開催について(掲示依頼)  

・第５回いずみ音楽祭開催について(自治会説明)   

・市立南横山小学校小規模特認校制度 児童募集について(掲示依頼) 

・平成３０年度市長とのタウンミーティングについて(回覧・掲示依頼) 

・いずみメール登録の推進について(回覧済) 

・信太山クロスカントリー大会について(掲示依頼)  

・赤い羽根募金の依頼について 

(2) 会館委員会報告（会館利用について） 

(3) 各専門委員会報告（会計・総務・環境街づくり・防犯・福祉・ウェブサイト） 

(4) はつが野街づくり推進委員会報告 

(5) 各ブロック報告（はつが野祭りの準備について） 

(6) 子ども会、らくゆう会、子育てサロン、いきいきサロンからの報告 

(7) 青葉はつが野小学校区防災訓練の実施について 12/1 午前 9 時から 

(8) 8 校区合同人権研修会「蓮池薫氏講演会」について シティプラザ 11/10 

(9) 平成３１年度一般コミュニティ助成事業について 

(10) 台風２１号被害による町会館等整備助成について 

２．協議・決議事項 

(1) 費用支出申請について(公共料金、設備・備品、その他) 

(2) 青葉はつが野小学校区防災訓練の実施方法案について 

(3) その他 

 

 

                                                                  
● １０月の活動報告  

はつが野祭りに向け、各ブースで準備をしました。 

● １１月の活動予定 

11 月 11 日（日） 定例役員会（10 時～11 時 30 分） 

11 月 4 日（日） はつが野祭りに４つのブースを出店します。 

飲食ブース らくゆう亭 「フランクフルト」、ゲームブース 吹き矢、おもちゃ鉄砲づくり、的あて、対戦ゲーム 

ゲームブースの料金はすべて５０円です。みなさまの参加をお持ちしています。 

連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 080-4021-9652  

 

 

 

● １０月の活動報告   

10 月 14 日（日）映画鑑賞会を開催しました。参加者は 34 名でした。 
 題名『100 円の恋』主演 安藤サクラ 
だらしない生活をしていた子連れ・出戻りの一子がボクシングに目覚めて身体を鍛え、試合に臨むまでの 
ドラマでした。けっこう楽しめました 

● １１月の活動予定 

11 月 11 日（日）午後 1 時 30 分 シニアセンター 健康体操、血圧測定、検尿も希望すれば受けられます。 

イスにすわったまた楽な姿勢で、軽い体操をリズムに合わせて楽しくやります。 

参加希望者は、保積さんまでご連絡ください。 参加費 100 円（茶菓子代＋保険料） 

連絡先  保積 三吾 電話５４－１７１１   

 

 

 

● １０月の活動報告    

開催日時：10 月 9 日（火）9 時 30 分～11 時 

内 容：英語でハロウィーンを楽しみました。英語の歌・ゲームクラフト。どの場面を見ても可愛らしく 

穏やかな時間を過ごしました。 

● １１月の活動予定 

開催日時：11 月 20 日（火） 9 時 30 分～11 時 

開催場所：はつが野自治会館 

内   容：「ステンシルでトートバッグ製作」 既成のトートバッグにステンシルで柄をつけ、オリジナルの 

バッグを作ります。 

材料の準備がありますので、参加される方は平日 19 時 30 分に下記連絡先にお電話ください。 

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・お菓子等に使います） 

対 象：0 歳～未就園児とその保護者の皆様 

※    自治会館へは徒歩・自転車でお越しください。 

連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８ 

 

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 

いきいきサロンからのお知らせ 

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ 

らくゆう会（はつが野老人クラブ）からのお知らせ 


