
 

  

 

 

 

みなさんこんにちは。9 月は秋の交通安全月間です。和泉市内における交通事故の現状は、すでに今年 8 件の死亡事故発生で 

大阪府下ワーストワンです。特に自転車による事故、高齢者の事故が多発しているようです。 

次のことに心掛け安全運転に努めましょう。 

  ・脇見運転、スピードの出し過ぎは、危険の認識が遅れるだけでなく、ハンドル操作を誤るなど重大事故につながります。 

  ・交差点ではスピードを落として、対向車や歩行者、自転車の動きに注意する。 

 

 

 

 

●資源ゴミの種類追加 

 9 月から資源ゴミ回収品目に「その他紙類」が追加されます。従来は「新聞」「雑誌・書籍」「段ボール」「飲料用紙パック」 

  「アルミ缶」「ペットボトル」「古布類」でしたが、「その他紙類」が追加され 8 品目となります。 

  「その他紙類」とは、次のものです。 

① お菓子・ティッシュ類の紙箱  ②はさみや接着剤など文具類の台紙  ③ヨーグルトやプリンの台紙 

④ 紙袋 ⑤封筒 ⑥包装紙 ⑦歯ブラシの台紙 ⑧折り紙 ⑨投げ込みチラシ ⑩名刺 ⑪ダイレクトメール 

⑫ ポケットティッシュに入っている広告の紙 ⑬コピー用紙 ⑭煙草の箱（中の用紙は燃えるゴミ） 

⑮ はがき ⑯メモ用紙など ⑰割り箸の袋 ⑱カッターシャツの台紙 ⑲子どもがお絵かきした紙 

 

出し方は次のいずれかの方法でお願いします。 

  紙製の手付袋に入れ十字にしばる。 

  雑誌の間にはさむ 

  小箱に入れる 

  包装紙に包んで袋状にする 

  紙袋や使い古しの封筒に入れる 

 

趣旨：従来、上記①～⑲のものは、生ゴミといっしょに、出していましたが、「紙類の再生をもっと増やす」というエコの 

    精神で再生資源として活用することになったものです。 

 

 

●地域一斉清掃を実施いたします 

  地下記の要領で一斉清掃を実施したします。ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

     実施日時： ９月１１日（日）午前９時～１０時 （雨天の場合は 9 月 18 日（日）同時刻に延期） 

     清掃場所： ブロック内のゴミ拾い、草抜き、側溝掃除 

     当日の準備：ゴミ袋、土のう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。 

 

   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りました。 

毎年 6 月、9 月、12 月、3 月に地域一斉清掃を実施しておりますが、9 月時実施より従来のブロック内および各ブロックに 

面した舗道の清掃に加え、下記の通り公園などの清掃活動を行うことになりましたのでご協力いただきますようよろしく 

お願いいたします。なお分担については、ブロック長、班長さんの指示に従い清掃してください。 

    場     所     担    当  

はつが野 1 号公園、3 号公園 子ども会 

里道 ５ブロック 

かぐらざき公園 ４，８ブロック 

自治会用地（1 丁目 24 番 5 号） １、２ブロック 

自治会用地（2 丁目 27 番 1 号） ６ブロック 

周回道路および空き地 ３、７ブロック 

 

 

 

 

はつが野自治会 検検検検    索索索索    

発行：平成２３年 9月１日  

製作：広報委員会 

自治会からのお知らせ 



●イベント実行委員会報告 

   8 月 20 日（土）20 時～21 時 シニアセンター 第 4 回イベント実行委員会にて下記のことが協議されました。 

１） 各ブロックのブース計画の取りまとめ 

２） お楽しみ抽選会内容決定（抽選方法、人数、賞品、およびスポンサー先候補） 

３） 会場レイアウト、パンフレット作成につき協議 

４） 屋台出展者との打ち合わせ日の決定（９月１７日）  

５） ステージでの演目の中に、「カラオケ」をすることになりました。曲は１コーラスのみ。15 曲を予定しています。 

出演希望者は下記の申込票を班長さんにお届けください。応募者多数の場合は抽選で選ばせていただきます。 

自治会ウェブサイトでも受け付けさせていただきます。また鎌野会長宅へ電話(53-5360)で申し込みも OK です。 

６） ｢10 年後の私の夢｣と題した作文を募集します。10 月 30 日イベント当日に会場で提出してください。 

提出していただいた作文は｢タイムカプセル｣に入れて、10 年後に開封されます。 

投稿者にはブース利用券をお渡しします。  

 

●自治会ウェブサイト （http:/http:/http:/http://www.hatsugano/www.hatsugano/www.hatsugano/www.hatsugano----jichikai.comjichikai.comjichikai.comjichikai.com） 

  自治会のウェブサイト（ホームページ）を見るには、まずヤフーかグーグルなどの検索エンジンのページで 

検索キーワードのところに【はつが野自治会】と入力して検索ボタンを押してください。すると検索結果ページの、 

一番上に【はつが野自治会】が出てきます。それをクリックしてください。 

アドレス（http://www.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsugano----jichikai.comjichikai.comjichikai.comjichikai.com）を直接打ち込んでいただいても OK です。  

 個人情報が掲載されているページについてだけ、ID/パスワードの入力を求められますが、ほとんどのページは 

 自由に閲覧できるようになっています。 

 サイトについてのご意見は info@hatsuganoinfo@hatsuganoinfo@hatsuganoinfo@hatsugano----jichikai.comjichikai.comjichikai.comjichikai.com  までメールをお寄せください。 

●8 月の活動報告 

１日（月） はつが野通信 8 月号発行、広報いずみ配布 

3 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   １０日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   １４日（日） 11:00～11:45 自治会運営委員会  11:45～12:30 会館建設委員会 

   １７日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

  ２０日（土） 17:00～19:00 運営委員会 19:00～21:00 自治会定例理事会、イベント実行委員会、  

  ２４日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

  ３１日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

 

●9 月の活動予定 
１日（木） はつが野通信 9 月号発行、広報いずみ配布 

7 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   １1 日（日） 地域一斉清掃・里道清掃・自治会用地（2 か所）・はつが野 1 号公園・はつが野 3 号公園 

   １1 日（日） 11:00～11:45 自治会運営委員会  11:45～12:30 会館建設委員会 

   １4 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   17 日（土） 19:00～21:00 自治会定例理事会、イベント実行委員会、 21:00～夜間パトロール 

   21 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   28 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

 

●7 月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                       7 月の大一資源からの還付金 63,800 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 

60円/Kg 10円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 

145Kg 350Kg 6,870Kg 1,430Kg 1,590Kg 420Kg 10Kg 

8,700円 3,500円 34,350円 7,150円 7,950円 2,100円 50円 

 ※9999 月月月月の回収日は 7777 日、日、日、日、11114444 日、日、日、日、22221111 日、日、日、日、22228888 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。 

 

 

 

 

 

子ども会からのお知らせ 



8 月 22 日から２６日まで 朝 7 時から かぐらさき公園でラジオ体操を行いました。 

最終日に公園を掃除して、ジュースを配りました。 

 

朝早くから、その時間に合わせて、犬の散歩やウォーキング・庭掃除などをして、子ども達の 

見守りにご協力してくださりありがとうございました。 

 

＊これからの予定＊ 

9 月 11 日自治会の掃除の後 1 丁目にある 1 号公園 2 丁目にある 3 号公園（ぞうさん公園）を掃除します。 

詳細はまた近日中にお手紙お配りします。 

子ども会入会ご希望の方は 下記までご連絡ください 

     ０７２５－３９－８８１０   副会長  猪飼まで 

 

   を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

 

8 月のにこにこクラブは・・・お休みでした。 

 

9 月のにこにこクラブ（子育てサロン）は 9 月 20 日（火）10 時～11 時（受付開始 9 時 45 分） 開催場所：シニアセンター 

 

参加費：自治会員家庭 無料。他のご家庭はお子様 1 名につき 100 円。対象：未就園児とそのご家族様 

 

内容：ラーメン体操・歌・おしゃべり会をします。初めての方も沢山参加されています。 

赤ちゃんとご一緒に参加される方も今年度は多いですよ～。 

 

 

 

 

●シニアセンター植栽の水やりのお礼 

 夏期はシニアセンターを使用する老人会各クラブ、自治会などが当番を決めて、植栽に水やりをしておりますが、 

 はつが野自冶会は 7 月 26 日～8 月 1 日の間が当番でした。ご協力くださった方々、誠にありがとうございました。 

 おかげさまで、きれいな花や植木が利用者の心を癒してくれています。 

 

 ●敬老祝賀会 

  9 月 18 日 (日） 午前 10 時～12 時 30 分 敬老祝賀会  シニアセンターにて 

会員によるクイズ大会及びカラオケ大会を予定しています。 

 

 ● はつが野まつり（１０月３０日）フリーマーケット商品寄贈のお願い 

ご家庭で眠っている(日用雑貨）（装飾品）(電気製品）(衣料品未使用）等不要なものがありましたら、 

是非ご寄贈賜りますようお願い申し上げます。9 月１８日(日）以降シニアセンターにて収集したいと思います。 

 

                                     お問い合せ  会長 かんばやし （５３－１１４０）   

 

●夏休み｢はさみ将棋大会｣と｢五目並べ大会｣開催について 

  9 月 4 日（日）午後 1 時 30 分からシニアセンターで、第 2 回目の夏休み｢はさみ将棋大会｣と｢五目並べ大会｣を 

開催します。  初めての方、けっこう強い方、どなたでも参加 OK です。子どもさんを対象に考えていますが、 

大人の参加も OK。  参加費無料 どんどんご参加ください。 

 

お問い合わせ 会長 上林 （５３－１１４０）     

 

        お問い合わせ     会長  上林   （５３－１１４０） 

 

8 月 14 日（日） 13:30～15:00  シニアセンター ｢フラダンス｣ 

みんなで腰みのを付けて、ハワイに行った気分になって、楽しく踊りました。 

 

9 月 18 日（日）10:00～12:30  シニアセンター  「敬老祝賀会」 らくゆう会と共催でお祝いします。 

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 

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  



ご意見・ご要望        ブロック    班      氏名        

 

 

自治会専門委員会からのお知らせ 

   

  【自治会館建設委員会】8 月 14 日開催 

     下記の件を協議し、検討を進めることになりました。 

１） 建設スケジュール（基本計画、会館等の整備費助成金申請、基本設計、実施設計期間、建設工事期間） 

２） 建設予算（自己資金、市助成金） 

３） 建設予定地の場所と所有権（市名義で無償貸与、建物登記） 

４） 自治会の法人化 

 

        自治会館の建設について、アイデア、ご意見をお願いします。 

a) 自治会ホームページに『掲示板』を設置します。そこに書き込みをお願いします。 

b) 自治会宛にメールを送っていただいても結構です。 info@hatsugano-jichikai.com  

c) メモに書いていただき、封筒に入れて、班長さんまでお届けください。 

 

      自治会サイトにいただいたご意見・アイデアを掲載させていただいています。 

      http://www.hatsugano-jichikai.com/kaikan.html 

      ご意見・アイデアを是非よろしくお願いします。 

     

 【ウェブサイト委員会】  

   「はつが野祭り」の特集ページを作成します。 

   イベント実行委員会できまったこと、進行状況などを掲載していきます。 

   是非ご覧ください。 

 

●自治会用地を菜園としての活用について 

   自治会用地の有効利用および会員のコミュニケーションのため「菜園」として活用することが役員会で決まりました。 

  １丁目用地は長期にわたってですが、２丁目用地では自治会館の建設が始まるまでの 27 年度までとなります。 

  自治会内に菜園クラブ（仮称）を立ち上げ、子ども会との連携も図りながら、花、芋類を作っていくこととします。 

  クラブ加入者の募集をさせていただきます。希望者は鎌野（tel ５３－５３６０）までご連絡ください。 

 

= はつが野通信 平成 23 年 9 月１日号 完 = 

 

    

    

 

 

 

 

    

    

    

☆☆☆☆ごごごご意見・ご要望は点線で切り取って、班長さんまでお持ち下さい。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。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。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。    

    

はつが野祭りカラオケ申込票はつが野祭りカラオケ申込票はつが野祭りカラオケ申込票はつが野祭りカラオケ申込票    
 

はつが野祭りで、歌を歌う人の名前（フリカナ） 住所 電話番号 

   

曲    名 歌手名 その他要望・意見 

   

班長さんにご提出ください。班長さんは 9 月 16 日までにブロック長に届けてください。ブロック長は 9 月 17 日の役員会にお持ちください。 


