
 

 

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 

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 

    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、村原 ０９０－９６９３－７４５９ まで連絡下さい。 

●竹馬つくりをしませんか。 

   はつが野祭りで、らくゆう会が世代間交流として竹馬あそびをします。その準備として、 

９月２８日（日）午後１時からシニアセンターで 竹馬つくりを行います。興味のある方は是非お越しください。 

  祭り当日は、乗り方の指導にもご協力をお願いします。 

 はつが野通信  平成２６年９月１日号  完 
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日本の夏風景のひとつである全国高等学校野球大会や皆で海や山で遊んだ夏休みが終わり、２学期が始まりま

す。まだまだ暑い日が続きます。気を緩めずに暑さ対策はしっかり行いましょう。暑さが一段落すると、いよいよはつが野祭りの季節

になります。役員一同はつが野祭りの準備に全力投球します。楽しみにしていて下さい。 

 

 

●地域一斉清掃を実施します。 

下記要領で地域一斉清掃を実施します。私たちの街「はつが野」の美化活動として皆様のご協力をお願いします。 

実施日時   平成２６年９月１４日（日） 午前９時～１０時 （雨天の場合は９月２１日（日）同時刻に延期します） 

清掃場所   ブロック内のゴミ拾い、草抜き、側溝清掃 

当日の準備  ゴミ袋、土嚢袋は自治会で用意します。清掃用具は各ご家庭で用意して下さい。 

ブロック長、班長さんの指示に従い清掃をして下さい。 

   地域一斉清掃時に合わせて公園等の清掃活動にも取り組むことになっています。ご協力をお願いします。 

   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下さい。 

場  所 担  当 

里道 １０ブロック 

かぐらざき公園 ８、９ブロック 

自治会用地（１丁目２４番５号） １、２、３、４ブロック 

自治会用地（２丁目２７番１号） １０ブロック F班、１１ブロック 

周辺道路及び空地 ６ブロック、７ブロック 

はつが野１号公園と３号公園 子ども会 

   ＊「ポイ捨て禁止札」をブロック長さんに配布しますのでブロック内の適当な場所に設置してください。 

●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 69,780円 

アルミ缶 ペットボトル 新聞 雑誌 段ボール 布類 牛乳パック その他紙類 

60円／㎏ 10円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 

130㎏ 470㎏ 9,000㎏ 2,500㎏ 2,050㎏ 470㎏ 90㎏ 210㎏ 

7,800円 4,700円 36,000円 10,000円 8,200円 1,880円 360円 840円 

    ＊当日（毎週水曜日）の朝8時までに各戸前の敷地の外側に出して下さい。 
    ＊自治会で配布しました「資源ゴミ持ち出し禁止札」をご利用下さい。札を無くされた方は班長さんまでに連絡下さい。 
    ＊ゴミの飛散防止にご協力下さい。 
    ＊還付金は自治会の貴重な収入源となっています。皆様の一層のご協力をお願いします。 
 

●９月の活動予定 

日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（月） 広報いずみ配布  はつが野通信９月号発行    

０３日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

１０日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用 

１３日（土） はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０） １１月２日のはつが野祭りの準備 

１４日（日） 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） 

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 

１７日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

２０日（土） 自治会定例役員会（１９：００～２１：００） 

夜間パトーロル（２１：００～） 

 

 

２４日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用 

２７日（土） 防犯パトロール・防犯委員会（９：００～１１：００） 防犯委員の方は参加下さい。 
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発行：平成２６年 ９月１日  

製作：広報委員会 

自治会からのお知らせ 

はつが野自治会 検索 

はつが野祭り特集 

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、こどもアナウンサー、こども運営委員について、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。  

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         

 

https://www.youtube.com/watch?v=73pEDz7a3WY


●自主防災組織の構成メンバーについて（防災委員会から） 
  自主防災組織の構成メンバーは次のとおりとなっています。７月に回覧しましたが再度掲載しますのでご確認ください。 

ブロック 情報班 消火班 避難誘導班 救出救護班 

1 Ｂ班（上田） Ａ班（定永） Ｃ班（山下） Ｄ班（鎌野） 

2 Ｃ班（米村） Ｂ班（若城） Ａ班（大塚） Ｅ班（浦野） Ｄ班（中西） 

3 Ｂ班（薗田） Ａ班（小林） Ｃ班（湊） Ｄ班（小栗） 

5     Ａ班（原田）   

4 Ｅ班（中本） Ａ班（西） Ｂ班（大久保） Ｃ班（工藤） Ｄ班（梅本） Ｆ班（藤木） 

6 Ｂ班（岩田） Ｄ班（梶野） Ｅ班（若月） Ｃ班（松村） Ａ班（山田） 

7 Ｂ（高松） Ｄ班（広瀬） Ａ班（木南） Ｃ班（山口） Ｅ班（伊東） 

8 Ｃ班（樋口） Ａ班（近藤） Ｄ班（境） Ｂ班（桑田） 

9 Ａ班（岡本） Ｂ班（荒井） Ｃ班（南） Ｄ班（池川） 

10 Ｃ班（山本） Ｅ班（本田） Ｆ班（前田） Ａ班（山野） Ｂ班（中村） Ｄ班（西岡） 

11 Ａ班（中本） Ｃ班（畠中） Ｂ班（吉田） Ｄ班（羽田） 

   ＊情報班はブロック長が属する班が担当する。   ＊５ブロックは３ブロックに含める。 

   ＊各班班長は当該自治会班の班長が担当する。  ＊（  ）は班長（敬称略） 

  自主防災組織の各班の役割は次のとおりです。 

班名 平常時の役割 災害発生時の役割 

統括班 
自主防災活動の統括、行政窓口、防災ﾏｯﾌﾟ作成、防災訓

練計画策定及び実施統括、啓蒙活動、連絡網維持管理 
全般統轄、行政窓口 

ライフライン班 備蓄品管理、給食給水訓練 
被災住宅支援、炊き出し・救護物資の

受領及び配布 

情報班 ブロック内統括、連絡網整備 
被災情報の収集・伝達、統括班との

窓口 

消火班 消火訓練 初期消火、消防署補助 

避難誘導班 
避難誘導訓練、誘導経路の把握と整備、災害時要

支援者の補助訓練 
避難所への誘導、安否確認 

救出救護班 救出救護訓練、防災資機材の点検・整備 
負傷者の救出救護、災害時要支援者

の避難補助 

  

 

 

 【はつが野街づくり推進委員会】８月１７日（日）１７：１５～１９：００ 

（１）平成２６年度第５回役員会 （平成２６年度はつがの祭りの準備中です） 

ゲームブース、飲食店舗、アトラクション、協賛金依頼先につきほぼ決まりました。新しいゲームブース、飲食店舗、アトラク

ションが追加されました。抽選会の賞品についても検討を始めました。楽しみにしていてください。 

   【自治会館建設委員会】８月１０日（日） １７：１５～１８：３０ 

   ・１階建と２階建についての概算費用と資金計画について検討中です。又、アンケート内容についても検討中です。 

【防犯委員会】８月２３日（土） ９：００～１１：００ 

・８月２３日（土）防犯委員で防犯パトロールを行いました。 
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【防災委員会】８月１０日（日）１８：３０～１９：１０ 

・和泉市主催の防災リーダ養成講座を自主防災組織の統括班のメンバーで受講する予定です。 

【自治会定例役員会】８月１６日（土）１９：００～２１：００ 

（１） 報告事項 

    ・和泉弥生ロマン・ツーデーウオーク（１０／１８、１９）  ・タウンミーティング（１０／１８）   

    ・街づくりワークショップ（９／３、１０／２８、１月下旬）  ・子育てネット秋まつり（１１／３０） 他 

   （２）協議・決議事項 

  ・費用支出申請の承認 

  

 

●８月の活動報告 

８月２５日、２７日、２８日、２９日の４日間、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 

９月１４日（日）午前９時３０分～１０時に、子ども会での公園清掃を行います。 

各班の担当場所 １・２・３・４班→はつが野３号公園（１丁目の公園） 

     ５・６・７・８班→はつが野１号公園（ぞうさん公園） 

＊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 

後期会費徴収のお知らせと１０月のイベント「キッザニア」のお知らせ等をお配りさせて頂きます。 

                                     子ども会入会希望の方は 副会長 神田まで ２４－２０７１ 

 

 

●９月の活動予定 

  敬老祝賀会を開催します。 

９月１４日〈日）午前１１時～午後１３時３０分迄シニアセンターにて、いきいきサロンと合同で開催します。 

マロニエギターアンサンブルグループの皆様の演奏やグループ対抗歌合戦、ジャンケン大会、ビンゴゲーム等 

を予定しております。楽しく皆様と親睦をはかりたいと思います。 

お問い合わせ  らくゆう会  会長  上林（かんばやし） 電話５３－１１４０ 

  

 

●８月の活動報告 

６組１３名参加。  可愛い、色とりどりの「ロディー」を使っての体操、とても楽しかったです。 お母さん達もロディーに乗ってバラ

ンス！ 体操のお兄さんも子供たちに優しく、頼もしい限りでした。 

●９月の活動予定 

９月１６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） 

対 象：0歳～未就園児とその保護者の皆様 

内 容：久しぶりに涼しいシニアセンターで自由に遊びましょう！お子さんのおもちゃ・飲み物用意してます！ 

多くの皆さんの参加をお待ちしています！  初めての方も多く参加されていますよ～。  

                                                        連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

 

●８月の活動報告   

８月１７7日（日）午前１０時 シニアセンター 「邦楽アンサンブル」 

ボランティアグループ「邦楽アンサンブル」のメンバー８人の方々に来ていただき、琴と尺八の演奏を楽しみました。 

特に、交響曲のような｢鶴の恩返し｣の曲は、語りも入って、感動できでした。 

●９月の活動予定 

９月１４日（日）午前１１時から「敬老祝賀会」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！ 

じゃんけんオリンピック、歌謡大合戦、マロニエギター演奏など盛りだくさんです。 

                                                     連絡先  柴 清子 電話３９－１５８０ 
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自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 

子ども会からのお知らせ 

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  

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 


