はつが野祭り特集

発行：平成２６年 ８月１日
製作：広報委員会

はつが野自治会は、はつが野３丁目自治会、はつが野松風台自治会と合同で「はつが野街づくり推進委員会」を設置し、
この委員会の活動として「はつが野祭り」を実施しています。
はつが野祭りにご協力いただける方を以下の通り募集しますので、ご応募をお願いします。

はつが野自治会

夏休みに入り、海や川等での行楽真っ盛りの季節です。毎日猛烈に暑い日が続きますが、熱中症には十分に気
を付けてこの猛暑を乗り切りましょう。厚生労働省による熱中症の予防策を紹介しますので参考にしてください。
①水分・塩分の補給
②外出時の準備：日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめな休憩、通気性の良い吸湿・速乾の衣服着用
③熱中症になりにくい室内環境：扇風機やエアコンを使った温度調整、こまめな換気、すだれ、打ち水等
④体調に合わせた取り組み：こまめな体温測定、保冷剤・氷・冷たいタオルなどによる体の冷却

１１月２日（日） 青葉はつが野小学校 ９時３０分～１５時
●はつが野祭りでの「司会」を募集
女性の方を募集します。ご友人と一緒でも大歓迎です。はつが野３丁目自治会、はつが野松風台自治会の方と協力して司会を
やっていただきます。経験、未経験を問わず、チャレンジしてみませんか？
●はつが野祭りでの「こどもアナウンサー」を募集
小学４年生～６年生までのお子様を募集します。はつが野３丁目自治会、はつが野松風台自治会のお子様と協力して、
イベントの案内、進行などのアナウンスをしていただきます。いい思い出になると思います。チャレンジしてください。
●はつが野祭りでの「こども運営委員」を募集

自治会からのお知らせ
●本年度に米寿（８８歳）をお迎えになられる方をお知らせください。（7 月に引き続いて掲載、今回最終です）
平成２６年４月から平成２７年３月までに米寿（満年齢８８歳）になられる方に「敬老祝い金」又は「記念品」を贈呈させていただき
ます。自治会では、自治会員個人及びご家族の生年月日を把握しておりませんので、ご連絡をいただくことにより、お祝いをさせて
いただくことになっています。お手数ですが、該当の方の「ご氏名、ふりがな、ご住所、電話番号、生年月日」を班長さんまで連絡下
さい。（様式は任意です）
平成２６年８月１５日（金）までに班長さんまでに提出下さい。班長さんは８月１６日（土）までにブロック長さんまでに提出下さい。
ブロック長さんは８月１６日（土）の役員会で報告下さい。
９月１４日（日）午前 11 時開催予定のらくゆう会の敬老祝賀会にご招待させていただく予定です。

対象： 小学生、中学生
はつが野祭りの｢テーマ｣の検討、｢バックパネル｣の制作、運営についてのアドバイス、作業をしていただきます。
10 月 5 日（日）11 時 30 分～12 時 30 分 シニアセンター テーマの検討会
10 月 12 日（日）10 時～12 時 シニアセンター バックパネルの制作

●｢はつが野祭り｣の会場で、当日、踊りのリーダーとして踊っていただける方を募集
和泉市のキャラクター｢コダイくんロマンちゃん｣が歌になりました。
その曲に合わせて｢いきいきサロン｣のメンバーを中心にはつが野祭りで踊ります。
曲は下記をご参照ください
https://www.youtube.com/watch?v=73pEDz7a3WY
振付指導は田中弘子先生（健康運動実践指導士）
盆踊りのように、みんなで楽しく踊れるように、会場のみなさんの先頭に立って踊っていただきます。
踊りの練習日
８月１０日（日）午後１時～１時３０分
９月１４日（日）午後１時３０分～２時
１０月１２日（日）午後２時～２時３０分
１０月１９日、２６日、１１月１日も予定しています。
＊ご応募いただける方は、最下段の通信欄にお名前（フルネーム）、電話番号、項目を書いていただき、封筒に入れて、８月１５日（金）まで
に班長さん宅までお届けください。 （班長さんは、申込がありましたら、ブロック長にお届けください）

はつが野通信

平成２６年８月１日号

検索

完

はつが野祭りでの、司会、こどもアナウンサー、こども運営委員、踊りのリーダについて、ご応募いただける方は本欄に
記入して班長さんにご提出ください。
又、米寿になられる方についてもご記入ください。
ご意見、ご要望につきましても、あわせてご記入ください。
＊点線で切りとって班長さんまでご提出ください。
ブロック
班
氏名
住所
電話番号

●（株）セルビス（和泉中央メモリアルホール）との団体（自治会等）優待契約の締結について
６月２１日（土）の定例役員会にて承認されました（株）セルビスとの団体（自治会等）優待契約を締結しました。優待特典は次のと
おりです。ご利用される場合は、優待券が必要です。優待券は田畑会長（54-3368）がお持ちですので田畑会長に連絡ください。
＜優待特典＞
（Ａ）メモリアル特典
①葬祭プラン、香典返し（即日返し）、法要料理 の５％割引
②通夜送迎マイクロバス利用費用サービス（無料）
③供花（自治会名）サービス
（Ｂ）ブライダル特典
①挙式・披露宴の送迎バス利用費用の無料サービス
②結納式・お顔合わせ 会場使用料の無料サービス
③ ドリンクコース ワンランクアップ
④祝い商品 ５％割引
●８月の活動予定
日（曜日）

０１日（金）
０６日（水）
０９日（土）
１０日（日）
１３日（水）
１６日（土）
２０日（水）
２３日（土）
２７日（水）

活動項目

●６月度の古紙類およびアルミ缶回収報告
アルミ缶
ペットボトル
新聞
60 円／㎏
10 円／㎏
4 円／㎏
110 ㎏
440 ㎏
6,710 ㎏
6,600 円
4,400 円
26,840 円
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活動概要

広報いずみ配布 はつが野通信８月号発行
古紙類・アルミ缶回収
はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：００）
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）
古紙類・アルミ缶回収
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）
夜間パトーロル（２１：００～）
古紙類・アルミ缶回収
防犯パトロール・防犯委員会（９：００～１１：００）
古紙類・アルミ缶回収

雑誌
4 円／㎏
1,700 ㎏
6,800 円

和泉市新分別回収もあります。
１１月２日のはつが野祭りの準備
自治会館建設に関するアンケートの検討他
次回役員会の準備
ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用

和泉市新分別回収もあります。
防犯委員の方は参加下さい。
ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用

６月の大一資源からの還付金 53,360 円
段ボール 布類
牛乳パック
その他紙類
4 円／㎏
4 円／㎏
4 円／㎏
4 円／㎏
1,410 ㎏
520 ㎏
70 ㎏
180 ㎏
5,640 円
2,080 円
280 円
720 円
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にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ

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】７月１２日（土）１７：００～１８：３０
（１）平成２６年度第４回役員会 （平成２６年度はつがの祭りの準備中です）
出演団体、飲食店舗、協賛依頼先につき役員の役割分担も含めてほぼ決まりました。
飲食店舗につきましては、皆様からのアンケートも参考にさせていただき新規のお店を探すことになりました。
【環境街づくり委員会】
（１）交通事故防止関連
・１０ブロックの３０㎞規制ゾーン化、停止線（緑ヶ丘保育園）の追加等検討中です。
（２）環境改善
・「ごみ等のポイ捨て及び飼い犬等の愛玩動物のふんの放置を防止する条例」が施行されました。この条例の主旨をご理解
いただき、美しい街づくりにご協力ください。
【自治会館建設委員会】７月１３日（日） １７：１５～１８：３０
（１）自治会館建設
・建設仕様と資金計画の継続検討中です。又、アンケート内容についても検討中です。
【防犯委員会】７月２６日（土） ９：００～１１：００
・７月２６日（土）防犯委員で防犯パトロールを行いました。
【防災委員会】７月１９日（土）１７：００～１７：３０
・自主防災組織設立届の提出に向け準備中です。又、今年度の活動計画を作成中です。詳細が決まりましたらはつが野通信に
掲載させていただきます。
【自治会運営委員会】７月１３日（日）１８：３０～２０：００ ７月１９日（土）１７：３０～１９：００
・校区長連絡会からの報告事項
・定例役員会の準備
・定期総会と「出欠票兼委任状」ご提出時にいただいたご意見等について対応策等につき検討中です。検討結果については順
次はつが野通信で報告してまいります。
【自治会定例役員会】７月１９日（土）１９：００～２１：００
（１） 報告事項
・校区長連絡会からの報告事項（町会・自治会活動補助金の申請、和泉市地域防災訓練等）
・のぞみ野夏祭り（７月２６日１４時３０分～２０時３０分） 青葉台夏祭り（８月２日）１６時２０分～２１時２０分）
（２） 協議・決議事項
・費用支出申請の承認

子ども会からのお知らせ
●忘れ物がありました。
６月の縁日ゲーム大会の時に時計・鉛筆・髪留めの忘れ物がありました。
お心当たりのある方は副会長（下記連絡先）まで。
●８月の活動予定
８月２５日、２７日、２８日、２９日（登校日除く）の４日間、かぐらざき公園で朝７時から
ラジオ体操を行います。新学期に向けてみなさん参加してくださいね。
未就学児、会員以外の方も事前に申し込みいただくと参加できます。
＊ラジオ体操申し込みと子ども会入会希望の方は 副会長 神田まで ２４－２０７１

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様、同世代の地域の皆さんとクラブ活動を通じて、健康管理と地域の皆さん
との親睦をはかりませんか？らくゆう会では現在１５のクラブが活動しております。
カラオケ、楽唱会、歌声喫茶、なつめろタイム、俳句部、手芸部、ストレッチクラブ、囲碁将棋
健康麻雀、グランドゴルフ、ハイキング、ウオーキング、ディスコン、卓球クラブ、ゴルフ
お問い合わせ らくゆう会 会長 上林（かんばやし） 電話５３－１１４０
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●７月の活動報告

１３組２８名参加。 青葉台の「エンゼルハウス」さんが来てくれました。昔ながらの日本のわらべ歌で子供達も思わず立ち上
がり、体を動かしていました。穏やかな歌声でとても癒されました。
●８月の活動予定
８月１９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
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）
内 容：「ロデオヨガ！」お母さんと子どもがたくさん体を動かせるヨガです！ 近隣の子育てサロンでも大人気ということで来て
いただきます！ 暑い夏、涼しいシニアセンターでたくさん体を動かしてリフレッシュしましょう！
持ち物；動きやすい服装。 タオル。
連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８

いきいきサロンからのお知らせ
●７月の活動報告
７月１３日（日）午後１時３０分 シニアセンター 「フラダンス」
ボランティアグループ「青春19」のメンバー4 人に来ていただき、フラダンスを鑑賞しました。途中の衣装替えが 4 回もあり、いろん
なドレスでの踊りを楽しませていただきました。
●８月の活動予定
８月１０日（日）午後１時３０分から「邦楽アンサンブル」をシニアセンターで開催します。
参加費 100 円です。 お楽しみに！
琴と尺八のアンサンブル演奏を聴いてください。
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０

自治会からのお願い
●空き巣、下着泥棒にご注意ください。
のぞみ野地区やはつが野２丁目地区で空き巣や下着泥棒があったとの情報を自治会に寄せられています。自治会としては、警
察へのパトロール強化を要請しますが、皆様におかれてもご注意ください。
●傘の道路等への不法投棄について
傘の道路等への不法投棄を発見された場合、市役所に連絡すれば回収してもらえるとのことです。環境街づくり委員長又自治
会長に連絡いただければ対応します。
●本年 1 月から、はつが野通信のこの欄（自治会からのお願い）で皆様にご協力をお願いしました事項を纏めました。
「安心、安全、綺麗な街づくり」に関連した事項につきタイトルのみ記載しました。引き続きご協力をお願いします。
（１） １月号
①ゴミ出し時のペットボトルや白色トレイ等の飛散防止
②愛犬の糞の後始末をお願いします
（２） ２月号
①はつが野地区の不審者・泥棒について（防犯対策）
②めいわく駐車はやめましょう
（３）３月号
①防災における地域コミュニティの役割について（共助）
②「資源ゴミ持ち出し禁止」札をご利用ください
（４）４月号
①たばこのポイ捨てはやめましょう
②「資源ゴミ持ち出し禁止」札をご利用ください
（５）５月号
①住宅内での車の運転マナーや喫煙マナーを守りましょう
（６）６月号
①和泉市ごみ等のポイ捨て及び飼い犬等の愛玩動物のふんの放置を防止する条例について
＊７月号は該当なしです。
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