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検 索

はつが野自治会
みなさん、こんにちは。
今年も今月いっぱいで終わりとなります。年の暮れには、京都清水寺で恒例の一年の世相を現す一つの文字が
選ばれますが、今年は何の文字が選ばれるでしょうか？ ちなみに、今年の｢はつが野祭り｣の｣バックパネルの
テーマには、子どもたちは｢夢｣を選びました。
来年は、みんなが夢を持てる良い年でありますように、祈りつつ、年の瀬を迎えましょう。

自治会からのお知らせ
●自治会費の納入ありがとうございました
平成 24 年度後期（10 月～平成 25 年 3 月）の自治会費の納入が無事 11 月 17 日に完了しました。
ご協力ありがとうございました。
●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： 12 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 12 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
里道
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
自治会用地（1 丁目 24 番 5 号）
自治会用地（2 丁目 27 番 1 号）
周回道路および空き地
はつが野 1 号公園と 3 号公園

担
当
５ブロック
４，８ブロック
１、２ブロック
６ブロック, ５ブロック F 班
３、７ブロック
子ども会

●年末夜警を実施します
12 月 29 日（土）と 30 日（日）の 2 日間、年末夜警を実施いたします。2 日間とも、1 回目は午後 5 時 30 分から
子どもたちを主としてシニアセンターを出発します。 2 回目は午後 8 時おとなだけで出発します。夜回りは約 50 分程度。
いずれも出発の 10 分前までに、シニアセンターにお集まりください。
年末で何かとお忙しい時期でもありますが、街の防犯、防災のため、また子ども達の思い出つくりのため、是非
ご参加くださいますようお願いいたします。
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●11 月の活動報告
1 日（日） 広報いずみ配布
4 日（日） はつが野通信 11 月号発行
4 日（日） 9:00～12:00 和泉市地域防災訓練 南池田中学校
4 日（日） 17:30～18:30 防犯防災委員会
7 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
10 日（土） 16:00～17:00 はつが野祭りブース清算手続き
10 日（土） 17:00～18:00 はつが野街づくり推進委員会役員会
11 日（日） 9:00～10:00 里道清掃
11 日（日） 17:00～18:00 班長さんの自治会費納金
11 日（日） 18:00～19:00 自治会運営委員会
13 日（火） 10:00～11:30 はつが野祭り｢監査会｣
14 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
17 日（土） 18:00～19:00 班長さんの自治会費納金
17 日（土） 19:00～21:00 自治会定例理事会 21:00～夜間パトロール
18 日（日） 9:00～10:00 地区内環境安全パトロール
21 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
28 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
●12 活動予定
1 日（土） 広報いずみ配布 はつが野通信 12 月号発行
2 日（日） 17:30～18:30 防犯防災委員会
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
17:30～ 18:30 会館建設委員会
12 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
15 日（土） 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
29 日（土） 年末夜警 17:30 1 回目パトロール 20:00 2 回目パトロール
30 日（日） 年末夜警 17:30 1 回目パトロール 20:00 2 回目パトロール

18:30～ 19:30 運営委員会

10 月の大一資源からの還付金 56,560 円

●10 月度の古紙類およびアルミ缶回収報告
アルミ缶
40 円/Kg
100Kg
4,000 円

ペットボトル
10 円/Kg
320Kg
3,200 円

新 聞
4 円/Kg
7,980Kg
31,920 円

雑 誌
4 円/Kg
1,440Kg
5,760 円

ダンボール

布 類

4 円/Kg
1,740Kg
6,960 円

4 円/Kg
920Kg
3,680 円

牛乳パック
4 円/Kg
70Kg
280 円

その他紙類
4 円/Kg
190Kg
760 円

※12 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。
を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。
にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
１１月のにこにこクラブ

11 月 20 日（火） １２組 ２５名参加。 歌・おしゃべりでアッ！という間の時間が過ぎました。
子供たちは仲良くおもちゃで遊び、お母さんたちはお茶を飲みながらホッコリしました。

１2 月のにこにこクラブ 12 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（横門を開放９時５０分～１０時５分）
内 容； 元園長先生たちの「ブランコ」さんが来てくれます。 懐かしい遊び・歌に触れ合いましょう。
参加費；無料。（モンセーヌ・非自治会委員家庭はお子様１名につき１００円）
初めての方もたくさん参加されています。おしゃべりに来てくださいね。
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子ども会からのお知らせ
１１月の活動報告
１１月１７日（土）青葉はつが野小学校、体育館にて「ドッジボール大会」を行いました。
みんな元気いっぱい、たくさんの参加ありがとうございました。

１２月の活動予定
○子ども会での公園掃除を行います。
日時；１２月９日（日）９時３０分～１０時
（雨天の場合は１２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。

○１２月１５日（土）
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。
学年によって、1 部と 2 部とで集合時間がちがうので、注意してね！
詳しくは、お知らせのプリントで確認して下さい。

子ども会入会希望の方は、副会長岩村までご連絡下さい。☎５３－３４３０
次期役員の立候補も募集していますので、よろしくお願いします。

らくゆう会からのお知らせ
クラブ活動お試し体験参加のお知らせ
はつが野地域にお住まいのシニアーの皆さん、同世代の皆様とクラブ活動を通じて健康増進と地域の皆様との親睦を
図りませんか？
クラブの種類
カラオケ、歌声喫茶、楽唱会、なつめろタイム、花あそび、手芸、ハイキング、ディスコン、
グランドゴルフ、ストレッチ体操、俳句、囲碁将棋、健康麻雀、ゴルフ、ウォーキング、卓球クラブ、
等があります。いつでも自由に体験できますので、参加お待ちしてます。
お問い合わせ 会長 上林（かんばやし） ℡ ５３－１１４０

いきいきサロンからのお知らせ
11 月の活動報告

11 月 11 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）
健康体操と血圧測定

12 月の活動予定

12 月 9 日（日） 12 時 30 分～14 時 シニアセンター（青葉はつが野老人集会所）
12 時 30 分から昼食会 13 時 30 分から｢マジック｣

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
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自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
【防犯防災委員会】 11 月 4 日（日）17:30～18:30
1) 災害時の｢要支援者名簿｣の回収、管理について
2) 今度の活動について
防犯灯の LED 化について
年末夜警の実施
今後の実施活動
【はつが野街づくり推進委員会】 11 月 10 日（土）17:00～18:00
1) はつが野祭りアンケート結果に基づき、今後の運営を検討
2) 来年度の開催方式の検討（平成 25 年度ちょいず事業申請を含む）
3) 出店業者の募集について
【自治会定例理事会】 11 月 17 日（土）19:00～20:00
1) 平成 24 年度防犯灯電気料金補助金の交付申請
2) 和泉市人権啓発推進協議会｢和泉丘陵ヒューマンフェスタ｣の開催
3) はつが野祭り検証
4) 年末夜警の実施日の決定
【環境街づくり委員会】 11 月 18 日（日） 9:00～１0:0
１）地区内環境安全パトロールを実施
ポイ捨てゴミの清掃を兼ねて、危険箇所や保全箇所の発見
２）今後も定期的に実施しますので、参加ご協力をお願いします
【ウェブサイト委員会】
はつが野祭りスナップ写真、｢10 年後の私の夢｣、当日の忘れものなどを掲載しています。
ヤフーまたはグーグルで【はつが野自治会】と検索していただきますと、一番最初に出て来ます。
会員トップページから『はつが野祭り特集』のページに行ってください。
閲覧をお待ちしております。
= はつが野通信 平成24年12月1日号 完 =

ご意見、ご質問があれば、ご記入いただき、お近くの班長さん宅のポストに投函してください。
できるだけ早く、回答させていただきます。

ブロック

班

氏名

電話番号

☆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。

