にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●６月の活動報告
１６組３４名参加。青葉台のエンゼルハウスさんに来ていただき、歌・体操・手遊び・七夕の飾りを付けたカレンダー作り。盛りだく
さんの内容でとても楽しみました。
●７月の活動予定
７月２１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。
内 容： 親子で楽しく体を動かしましょう！親子体操の指導者の方に来てもらい、音楽に合わせ元気にたくさん体を動かします。
と～っても楽しく、元気をもらう事間違いなし！ 多くの皆さんの参加をお待ちしていますね。 動きやすい服装でお越しください。
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
連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８

●４月の活動報告
いきいきサロンからのお知らせ
●６月の活動報告
・６月１４日（日）午後１時３０分 マジックショーと認知症予防についてのお話
参加者 いきいきメンバー２５ ボランティア １６ マジックレインボー３ 地域支援包括センター２ 合計４６
マジックレインボーのグループ３人によるマジックを楽しみました。最後の玉すだれが特に良かったと思います。
・コミュニティ・ケア・ネットいずみ（地域包括支援センター）の二宮さんに｢認知症予防｣についてのお話していただきました。
●７月の活動予定
・７月１２日（日）午後１時３０分 フラダンス
ボランティアグループにフラダンスを教えていただきます。
参加費 100 円です。
・7 月３日（金）堺市内観光バスツアー
申込は締め切らせていただきました。１９名の参加で、バス１台で行きます。
７月３日（金）午前８時１０分 シニアセンター出発、８時１５分 セブンイレブン前出発
連絡先 村原 携帯 090-9693-7459
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０

はつが野祭り特集

発行：平成２７年７月 １日
製作：広報委員会

はつが野自治会

検索

今年は、６月３日に梅雨入りしましたが、これは昨年と同様平年より４日早いとのことです。梅雨明けは７月２０日頃のようです。梅雨
が明けるといよいよ夏本番の季節を迎えますが、熱中症対策を十分にしていただき元気でこの夏を乗り切りましょう。
箱根大涌谷の噴煙、口永良部島（新岳）の噴火、ＭＥＲＳ、標的型サイバー攻撃等いろいろと気になりことが多い今日ですが、先ず
は自助です。「備えあれば憂いなし」日頃から防災・防犯意識を高め非常時に備えておきましょう。
自治会では１１月１日（日）のはつが野祭りの準備に入ります。昨年のはつが野祭りに関して皆様からいただいた多数のご意見を参
考により楽しいはつが野祭りにしていきたいと思っています。 皆様のご協力をお願いいたします。

自治会からのお知らせ
●地域一斉清掃のお礼
６月１４日（日）に実施しました地域一斉清掃にご協力いただき誠にありがとうございました。３ヶ月に１度の清掃ですが、私たち
の街が綺麗になるのは嬉しいものです。次回は９月１３日（日）を予定しています。隣近所に声をかけていただき、各世帯１人はご
協力いただきたくお願いいたします。

●自治会入会説明会結果報告
６月２０日（土）午後５時３０分からシニアセンターで入会説明会を行いました。
６世帯の方が参加され即日入会いただきました。６月２０日現在で自治会員数は８２９名となっています。
●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。
平成２７年４月から平成２８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２７年８月１３日（木）までに班長さんまでに提出下さい。班長さんは８月１４日（金）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１５日（土）の役員会で報告下さい。

今年のはつが野祭りは、下記の通りに開催の準備を進めています。
９月１３日（日）午前１０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。

１１月１日（日） 青葉はつが野小学校 ９時３０分～１５時
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「トラック運転手」を募集
１０月３１日（土）及び１１月１日（日）にかけて、机、テントなどの機材を借用しお祭り終了後は返却しますが、その運搬用のトラック
の運転手が不足しています。トラックを運転できる方で、両日又はいずれかの日でご協力いただける方はご連絡をお願いします。
又、トラックをお持ちの方で、使わせていただける方がおられましたら、ご連絡をお願いします。

和泉市イベントコーナ他（広報いずみ、いずみメール等から抜粋）

●５月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告
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

廃家電

60 円／㎏
100 ㎏
6,000 円

10 円／㎏
375 ㎏
3,750 円

4 円／㎏
6,900 ㎏
27,600 円

4 円／㎏
3,430 ㎏
13,720 円

4 円／㎏
1,650 ㎏
6,600 円

4 円／㎏
1,460 ㎏
5,840 円

4 円／㎏
100 ㎏
400 円

4 円／㎏
0㎏
0円

5 円／㎏
240 ㎏
1,200 円

＊回収日 廃家電以外は毎週水曜日 廃家電は第４火曜日
＊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。
＊自治会で配布しました「資源ゴミ持ち出し禁止札」をご利用ください。札を無くされた方は班長さんまでに連絡ください。
＊ペットボトル等軽いものは、ネットをかける等風に飛ばされないようにして出してください。
●（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）優待契約について
自治会では（株）セルビスと団体（自治会等）優待契約を締結しています。優待特典は次のとおりです。ご利用される方は
田畑会長（５４－３３６８）まで連絡ください。優待券をお渡しします。
特典内容

●在宅ケア歯科ステーションについて
高齢等で歯科医院に行けない方でご自宅での受診を希望される方は在宅ケア歯科ステーションにご相談ください。
連絡先は、0725-45-1180 です。
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５月の大一資源及び米田商店からの還付金 65,110 円

メモリアル特典

ブライダル特典

①葬祭プラン、香典返し（即日返し）、法要料理の５％引き
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

①挙式・披露宴の送迎バス利用費用サービス（無料）
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
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●７月の活動予定
日（曜日）

０１日（水）
０８日（水）
１１日（土）
１２日（日）

１５日（水）
１８日（土）
２２日（水）
２６日（土）
２８日（火）
２９日（水）

活動項目

広報いずみ配布 はつが野通信７月号発行
古紙類・アルミ缶回収
古紙類・アルミ缶回収
はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０）
里道清掃（９：００～１０：００）
自治会館建設委員会（１７：１５～１８：１５）
運営委員会（１８：１５～１９：３０）
古紙類・アルミ缶回収
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）
古紙類・アルミ缶回収

活動概要

和泉市新分別回収もあります。
ゴミの飛散防止にご協力下さい。
地域一斉清掃とは別に毎月実施しています。
自治会法人化の準備
次回役員会の準備
和泉市新分別回収もあります。
終了後夜間パトロールを行います。
ゴミの飛散防止にご協力下さい。

防犯パトロール・防犯委員会（０９：００～１１：００） 防犯委員の方は参加ください。
廃家電の回収

回収可能なものは金属類です。

古紙類・アルミ缶回収

ゴミの飛散防止にご協力下さい。

●避難行動要支援者名簿の自治会への情報提供について
東日本大震災での経験を踏まえ、避難行動要支援者名簿を自治会等でも保管するようになります。概略スケジュールは次のとお
りです。
６月２５日（木） 支援者（自治会等）への説明会（役員が参加します）
７～９月
要支援者への説明と同意書提出
１２月
名簿提供
＊自治会としても個人情報を預かることになるので、制度の仕組みや運用についてしっかりと勉強し対応していきたいと考えてい
ます。

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】６月１３日（土）１７：００～１９：００
・昨年のアンケートを参考にしながら飲食店ブース、アトラクションの検討を行いました。新しい企画も検討しています。
又、「はつが野祭り」組織図と部門別責任者を決めました。
・３自治会へ仮拠出金の依頼を行いました。（はつが野自治会は 604,000 円です）
【自治会館建設委員会】６月１４日（日）１７：１５～１８：３０
・自治会法人化に向けて、会員登録用紙・名簿作成手順について検討しました。
【防犯委員会】６月２７日（土） １０：００～１２：００
・防犯委員で防犯パトロールを行いました。（1 丁目、２丁目の２ルートでパトロールを行いました。）
【運営委員会】６月１４日（日）１８：３０～２１：００
・校区長連絡会の報告（仮称「和泉市中央消防署」建設計画、赤十字募金、みどりの募金、和泉市社会福祉協議会会費、
いきいきいずみ体操、府議会選挙の投票率、避難行動要支援者名簿の情報提供 防犯灯電気代補助金交付申請基準日の変更、
男女共同参画講演会、等）
・アトム社住宅地図作成 ・災害緊急物資倉庫鍵の会長保管 ・防犯灯設置要望場所の確認
【定例役員会】６月２０日（土）１９：００～２０：３０
（１）報告事項
・校区長連絡会の報告（仮称「和泉市中央消防署」建設計画、赤十字募金、みどりの募金、和泉市社会福祉協議会会費、いきい
きいずみ体操、府議会選挙の投票率、避難行動要支援者名簿の情報提供 等）
・アトム社によるはつが野地区の住宅地図作成について（１２月頃発行予定）
・災害緊急物資倉庫（青葉はつが野小学校）鍵の会長保管について
Page２

・はつが野街づくり推進委員会報告
・６月２０日（土）自治会入会説明会の結果報告
・防犯灯設置要望場所（２ブロック、４ブロック）の確認について（運営委員、防犯委員会で確認します）
（２）協議・決議事項
・費用支出申請の承認
・はつが野祭りゲームブース（各ブロックが出店・運営）の出店内容についての打合せについて
・６月１４日（日）に実施した一斉清掃の参加人数や集合場所の確認について
【防災委員会】６月１４日（日）運営委員会の中で実施
・防災計画、防災訓練について検討しました。今年度の防災組織（ブロック毎の防災組織の構成メンバー）についても検討しました。
いずれも継続検討となりました。
【環境街づくり委員会】
・６月１４日（日）の一斉清掃にご協力いただきありがとうございました。
・５月に実施した環境パトロールで気付いた事項につき報告します。
（１）犬の糞の後始末はこれまでの環境パトロールの中で一番良好でした。（愛犬家の皆様のご協力ありがとうございます）
（２）２丁目バス停（3 丁目行）歩道の敷石破損があったので市役所に連絡しました。
（３）和泉中央駅に向かう中央線の歩道のハナミズキが枯れていたので市役所に連絡しました。
・点灯していない防犯灯があるので市役所に修理を要請しています。

子ども会からのお知らせ
●６月の活動報告
６月１５日に、キッザニア甲子園に遠足に行ってきました。
好きな仕事にチャレンジにする子ども達の姿は、とってもキラキラしていました。
自ら考え、行動する学びの場ともなったのではないでしょうか。
お家では、どんなお話が聞けましたか？
●８月の活動予定（７月はお休みです）
８月２５（火）から２８日（金）にかぐらざき公園にて朝のラジオ体操を行ないます。
子ども会入会希望の方は、副会長 大家まで 電話 ２４－６８０４

らくゆう会からのお知らせ
●６月の活動報告
６月９日（火）に青葉はつが野老人集会所（シニアセンター）の大掃除を行いました。
管理運営委員、各クラブ及び自治会の代表の皆様ご協力有難うございました。
●７月の活動予定
泉州第１ブロック選抜囲碁・将棋大会
日時：平成２７年７月１６日（木 ）受付 午前９時３０分～
場所：和泉市立北部総合福祉会館
●クラブのご紹介
らくゆう会は１５のクラブがあります。随時募集
カラオケ部、楽唱会、歌声喫茶、ハイキング部、囲碁・将棋部、ストレッチ体操部、手芸部、ディスコン部、グランドゴルフ部、
健康麻雀部、なつめろタイム、俳句部、ウォーキングクラブ、ゴルフ部、卓球部
●平成２７年度「はつが野祭り」が１１月１日（日）に開催されます。
らくゆう会では、バザーを行ないますので品物のご寄附宜しくお願いします。
らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０-９７０５-４５３１
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