
 

  
 
 
 

みなさん、こんにちは。 

連日猛暑が続いた今年の夏、まだまだ残暑は続くと思います。体調管理に十分な注意をはらいましょう。 

 

 
 

 

●自治会館用地の場所が決定しました。 

     自治会館用地の場所は「はつが野 1 丁目 32番地７～９号地」に決定しました。 

7 月 29 日に土地所有者エス・バイ・エル（株）と自治会館建設委員との協議の結果を踏まえ、8月 18 日開催の 

自治会定例理事会で正式に「はつが野 1丁目 32 番地７～９号地」に決まりました。 

 

はつが野 1丁目 32番地内の南東角になります。 
青葉台 2号線（道路）に面していますが、進入路は宅地内道路からとなります。 
 
自治会館用地 約 400 ㎡ および それに付随するポケットパーク 約 130 ㎡で構成されます。 
これらの土地の所有者は、和泉市であり、自治会は無料で貸与を受ける形となります。 

 

 

 

自治会として、この場所を選んだ主な理由は下記の通りです。 

a) 騒音の問題について 

前面および背面が道路であり、直接民家と接する部分がない。 

自治会館に隣接して「ポケットパーク」という自動車の転回及び駐車スペースとして約 130 ㎡を確保 

する予定ですので北面もしくは南面の 1 方のみ民家と隣接することになる。 

b) 安全面への対策について  

会館用地と前面道路との高低差が少ないこと。前面道路と自治会館用地の高低差がほとんどなく、 

自治会館を使うこども、老人、身体の不自由な方にもやさしい建物の建設が可能になること。 

c) 地域住民の自治会館建設に対する承諾について 

販売主体であるエスバイエルがこれから造成工事にかかり、順次販売を進めていきますが、販売時 

に｢重要事項説明書｣の中に、この地区内に自治会館が建設される予定であることが明記されます。 

 

すでに、和泉市の関係部局にも報告を終え、了承を得ております。 

今後は、自治会館建設委員会にて、設計図概要の作成、建築費の見積もり取得、などの作業を進めていきます。 

会館建設は、平成 28 年度を予定しています。 
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はつが野自治会 検 索 
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製作：広報委員会 

自治会からのお知らせ 



●自治会入会説明会の開催 

  下記の要領で自治会入会説明会を開催いたします。ご近所に未加入の方がおられましたら、入会のお誘いをお願いします。 

     日時 平成 24 年 9月 15 日（土）午後 5時 30 分～6 時 30 分 

     場所 青葉はつが野シニアセンター（青葉はつが野小学校の北約 30m） 

     内容 自治会、子ども会、老人クラブ、いきいきサロン、子育てサロンの説明 

   ※ 駐車場はありませんので、自転車または徒歩でお越しください。 

※ 加入の申し込みに際しては、10月から 3月分までの 6カ月分の自治会費 3,000円と印鑑をお持ち

ください。自治会費は毎月 500 円です。 

 

 

●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します。 

     

実施日時： 9 月 9 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。 

       （雨天の場合は 9 月 16日（日）同時刻に延期） 

       ブロック長さん、班長さんの指示に従い清掃してください。 

         
 

 

   地域一斉清掃時に合わせて公園などの公共用地についても住民全体で清掃活動に取組むことになっています。 

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ください。 

ご協力のほどよろしくお願いいたします。         

 

 場     所 担   当 

里道 ５ブロック 

かぐらざき公園 

清掃は、遊歩道横の溝の清掃をお願いします 

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, ５ブロック E班 

周回道路および空き地 ３、７ブロック 

はつが野 1号公園と 3号公園 子ども会 

   

 

●和泉市辻市長とのタウンミーティング 

8 月 8 日（水）午後 7時～9時 あおば会館（青葉台）にて辻市長とのタウンミーティングが開催されました。 

当自治会からは、鎌野会長が参加され、市長に対して、交番の設置を要求して行きたいので、和泉市としても 

支援をして欲しいと要請され、市長からも賛成の意を得ることができました。                                  

                     

●８月の活動報告 

1 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 広報いずみ配布  はつが野通信 8月号発行   

5 日（日） 17:30～18:30 防犯防災委員会  

8 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

11 日（土） 17:00～19:00 はつが野街づくり推進委員会、  

12 日（日） 17:30～18:00 自治会館建設住民説明会、18:00～18:30 会館建設委員会 18:30～19:30 自治会運営委員会     

15 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

18 日（土） 19:00～21:00 自治会定例役員会  21:00～夜間パトロール                                                          

22 日（水） 古紙類・アルミ缶回収   
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●９月の活動予定                        

1 日（土） 広報いずみ配布  はつが野通信 9月号発行   

2 日（日） 17:30～18:00 防犯防災委員会  18:00～18:30 自治会運営委員会 18:30～19:30 自治会館建設委員会 

5 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

8 日（土） 17:00～19:00 はつが野街づくり推進委員会 

9 日（日） 9:00～10:00  一斉清掃     

12 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

15 日（土） 17:30～18:30  入会説明会  19:00～21:00 自治会定例役員会  21:00～夜間パトロール                                                          

  19 日（水） 古紙類・アルミ缶回収   

  26 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 53,050 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 その他紙類 

50円/Kg 10円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 

85Kg 230Kg 6,430Kg 1,080Kg 1,020Kg 570Kg 70Kg 130Kg 

4,250円 2,300円 32,150円 5,400円 5,100円 2,850円 350円 650円 
  
※9 月の回収日は 5 日、12 日、19 日、26 日のいずれも水曜日です。   

※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。 

                                                                     

※あまり朝早く出されますと、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 時に近い時間で出していただきますようお願いします。 また、風に飛ばされないようにして出して下さい。  

 

※資源ゴミ回収の大一資源から還付金の変更について連絡がありました。相場の下落により、買い取り価格が値下がりしています。 

  8 月回収分から、下記の価格になります。 

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 その他紙類 

40円/Kg 10円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 

                                                                                                                                

                                                                                             
 

     ８月の活動報告 
      ８月２７日から８月３１日まで、朝７時から 
      かぐらざき公園でラジオ体操を行いました。 

  

９月の活動予定 
 子ども会での、公園掃除を行います。 
   日時：９月９日（日）９時３０分～１０時 
     （雨天の場合は９月１６日（日）同時刻に延期） 
   場所：はつが野 1号公園（ぞうさん公園）③④⑤⑥班 
      はつが野 3号公園（１丁目の公園）①②⑦⑧班 
       ☆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。 

 
               子ども会入会希望の方は、副会長岩村まで 53-3430                                                                                                                                         

   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」     お休みでした。     

９月の「にこにこクラブ」  

９月１８日（火） 開催場所：青葉はつが野小学校 多目的室。  

開催時間： １０時１５分～１１時１５分（横門開放９時５５分～１０時５分） 

参 加 費： 無料（非自治会会員家庭 及びモンセーヌの方はお子様１名につき１００円） 

内 容：親子体操です！動きやすい服装で来てくださいね。 

持 ち 物：上靴・タオル・飲み物     

申し込みは不要です。当日お越しください。 初めての方も毎回増えています。 お気軽にお越しくださいね。                                                                                                                                                                 
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にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  

子ども会からのお知らせ 



はつが野祭りについての司会、こどもアナウンサー、運転について、ご応募いただける方は記入の上 
班長さんにご提出ください。  
      ブロック    班      氏名         電話番号              
 

 

 

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、自冶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２３日～７月２９日が当番でした。ご協力くださった方々、誠にありがとうごだいました。 
お蔭様で、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１６日（日）午前１０時～１２時３０分  シニアセンターにて 

顕彰者の表彰  尺八の演奏、舞踊、グループ別カラオケ大会、ジャンケン大会等を予定しております。 
  
はつが野まつり（１０月２８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）（電化製品）（衣料品未使用のみ）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あげます。９月１６日（日）よりシニアセンターにて受付させていただきます。 

  

                  お問い合わせ 会長 上林（かんばやし） ℡ ５３－１１４０                                                                                                     

                                                                                    

 

                   

8 月の活動報告    8 月 12日（日） 午後 1時 30 分～3時 シニアセンター（青葉はつが野老人集会所） 

             ボランティアグループ【青春１９】さんによる「フラダンス」でした。 

             「フラダンス」の指導のあとみんなで踊りました。腰みの付けて夏の一日を 

ハワイに行った気分を味わいました。 

                       

9 月の活動予定   9月 16 日（日） 午前 10時～12 時 30分 シニアセンター（青葉はつが野老人集会所） 

             敬老祝賀会（らくゆう会と合同） 

                 

  どなたでもご参加いただけます。はつが野にお住まいの 60 歳以上の方を対象とさせていただいています。 

  参加費 100円（傷害保険とお菓子代です） 

問い合わせ    柴 ｔｅｌ ３９－１５８０                                                

 

                                                                                                                                                                                                              

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】  8月 11 日（土）17:00～19:00 

    はつが野祭り実施計画の進捗状況について協議 

    協賛金の依頼先について検討、各自治会の負担金の支払い期日、今後の日程について話し合いました。 

 

                                                                        = はつが野通信 平成 24年 9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。                                                                                 

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 


