自治会からのお願い
●白色トレイ等の回収について
白色トレイ・プラスチックボトル・ペットボトルのキャップは、新分別として和泉市が第１・第３水曜日に回収しています。
回収物は自宅前に出していただくことになっていますが、他の家の前に置かれているケースがあるようです。ルールを守って安心・
安全・奇麗な街づくりにご協力ください。
尚、本件のようなケースは「ごみの不法投棄」になります。被害にあわれた方は市役所に連絡していただくと市役所が対応すると
のことです。
●住宅地内道路の交差点角地への駐車について
交差点角地への駐車は、道路交通法違反になるばかりで無く、ドライバーにとって視界の妨げになり非常に危険です。一旦停止・
徐行運転は大前提ですがそれでも危険です。来客等の駐車については私達住民の共通課題ですが、良識ある対応をお願いしま
す。
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はつが野自治会

検索

夏真っ盛り！！暑いですね。ビールの量が増える一方です。でも、子どもたちは海や川や山等での行楽に大喜びではないでしょう
か。トマト、きゅうり、オクラ、かぼちゃ、冬瓜、なす、ピーマン、ふき、ミョウガなど夏野菜をしっかりと食べて季節を感じながらこの猛暑
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

自治会からのお知らせ

はつが野祭り特集

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。
１１月１日（日） 青葉はつが野小学校 ９時３０分～１５時

●本年度に米寿（８８歳）をお迎えになられる方はお知らせください。（７月号に引き続いて掲載、今回最終です）

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。
詳しくは自治会ホームページをご覧ください
●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３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。はつが野通信
７月号でも募集させていただき、４名のお子様の応募がありました。まだまだ不足していますので応募をお願いします。
●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４日（日）１１時３０分～１２時３０分 シニアセンター テーマの検討
１０月１１日（日）１０時～１２時 シニアセンター バックパネルの制作
●はつが野祭りでの「トラック運転手」を募集（トラックは普通免許で運転可能な大きさ（積載量）のトラックです）
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。
はつが野通信 平成２７年８月１日号
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、トラック運転手について、ご応募いただける方は本欄に
申込区分（司会、こどもアナウンサー、こども運営委員、トラック運転手）、ご本人の氏名・学年、保護者の住所・氏名・電話番号
を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。
はつが野祭りに関してはメールでも受付します。（はつが野自治会ウェブサイト委員会 info@hatsugano-jichikai.com ）
＊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

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
絡ください。（様式は任意です）
平成２７年８月２０日（木）までに班長さんまでに提出ください。班長さんは８月２１日（金）までにブロック長さんまでに提出くださ
い。ブロック長さんは８月２２日（土）の役員会で報告ください。
９月１３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。
●班長会開催のお知らせ
日時：９月１９日（土） １８時～１９時
場所：シニアセンター
議題：後期自治会費の徴収、自治会法人化に伴う会員届の徴収等の説明
＊班長さんは必ずご出席ください。
●はつが野３号公園（１ブロックの東側、２ブロックの北側）の水遣りについて
３月８日に「いずみいのちの森プロジェクト」の一環として３号公園に三春滝桜・平戸つつじ等約５００本の植樹を行いました。
植樹後最低２年は夏場の水遣りを行わないと枯れてしまいます。その水遣りをどうするかが課題と残っていました。
７月１８日の役員会で次のように水遣りを行うこととしました。
・水遣りの期間 ７月～１０月
・分担
７月２０日～８月末まで、運営委員、らくゆう会、こども会、環境委員で分担して行い、その実績を踏まえて
９月以降の分担を８月の役員会で決める。
＊１ブロック・２ブロックの方々でご協力をいただける方は、班長又は田畑会長までご連絡ください。ご協力をお願いします。
●６月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告
６月の大一資源及び米田商店からの還付金 54,130 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

廃家電

60 円／㎏
105 ㎏
6,300 円

10 円／㎏
340 ㎏
3,400 円

4 円／㎏
6,470 ㎏
25,880 円

4 円／㎏
2,300 ㎏
9,200 円

4 円／㎏
1,440 ㎏
5,760 円

4 円／㎏
610 ㎏
2,440 円

4 円／㎏
50 ㎏
200 円

4 円／㎏
0㎏
0円

5 円／㎏
190 ㎏
950 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。
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●８月の活動予定
日（曜日）

０１日（土）
０５日（水）
０８日（土）
０９日（日）
１２日（水）
１９日（水）
２２日（土）
２５日（火）
２６日（水）

活動項目

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（１７：００～１８：３０）
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
古紙類・アルミ缶回収
防犯パトロール・防犯委員会（０９：００～１１：００）
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）
廃家電の回収
古紙類・アルミ缶回収

《ご家庭、地域の皆さまへお願い》
ラジオ体操の開催中ですが、交差点など危険箇所に立っていただく等、子どもたちの安全を見守っていただければ幸いで
す。ご協力よろしくお願いいたします。
ラジオ体操申し込みと子ども会入会希望の方は、子ども会副会長 大家まで（☎２４－６８０４）

活動概要

和泉市新分別回収もあります。
自治会法人化の準備
次回役員会の準備
ゴミの飛散防止にご協力下さい。
和泉市新分別回収もあります
防犯委員の方は参加ください。

らくゆう会からのお知らせ

終了後夜間パトロールを行います。

回収可能なものは金属類です。
ゴミの飛散防止にご協力下さい。

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１１日（土）１７：００～１９：００
・ゲームブース、飲食店ブース、アトラクションについて検討しほぼ決まりました。
・協賛金依頼先についても担当を決め今月から依頼活動を開始します。
【自治会館建設委員会】７月１２日（日）１７：１５～１８：３０
・自治会法人化に向けて、会員登録届の様式と回収方法につき検討し１０月の自治会費徴収と同時に行うことになりました。
【運営委員会】７月１２日（日）１８：３０～２０：３０
・校区長連絡会の報告（日常ごみ有料化説明会、Ｈ２７年度タウンミーティング、みたチョアプリ等）
・はつが野３号公園の水遣りについて
・住宅内道路でのボール遊びについて（近隣住民からの注意喚起要請があったもの）
【定例役員会】７月１８日（土）１９：００～２０：３０
（１）報告事項
・校区長連絡会の報告（日常ごみ有料化説明会、認知症高齢者等ＳＯＳおかえりネットワーク訓練、夏祭り等の消防本部への届
出、包括支援センターについて、スマホ防災アプリ「みたチョ」登録、Ｈ２７年度防災訓練、Ｈ２７年度タウンミーティング 等）
・はつが野街づくり推進委員会報告
・自治会館建設員会報告
（２）協議・決議事項
・費用支出申請の承認
・２ブロック内の道路での遊びに対する近隣住民からの注意喚起要請について
・３号公園の水遣りについて
・自治会法人化に向けての会員登録届の様式と回収方法について
【防犯委員会】７月２６日（土） １０：００～１２：００
・防犯委員で 1 丁目、２丁目の２ルートで防犯パトロールを行いました。
【防災委員会】
・７月の活動はありませんでした。
【環境街づくり委員会】
・和泉市主催の「ごみ減量研修会」に参加しました。
・１０月からの日常ゴミ有料化に関連して、１人につき１０ℓ袋×１０枚の引換券を８月末頃に送付されるとのことでした。

子ども会からのお知らせ
●７月の活動報告
７月はお休みでした。
●８月の活動予定
８月２５日(火)から２８日（金）の４日間、夏休みラジオ体操を行います。
かぐらざき公園にて朝７時開始です。元気に二学期をむかえられるよう頑張りましょう！
子ども会会員以外の方も、事前に申し込みいただくと参加できます。
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●７月の活動報告
はつが野祭りには、囲碁・将棋・オセロとバザーをすることになりました。
●８月の活動予定
はつが野 3 号公園の水遣りに、らくゆう会も参加します。
●「はつが野祭り」バザーの寄附のお願い
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、是非ご寄附をお願いい
たします。９月１３日（日）シニアセンターにて受付（９時～１３時）させていただきます。また、ご連絡いただければ、頂きにまいりま
す。
らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０-９７０５-４５３１

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●７月の活動報告
９組２０名参加。 夏休みに入った幼稚園のお姉ちゃん・お兄ちゃんも加わり、にぎやかな子育てサロンでした。大きなお子さ
んたちは「ボランティアさん」のようにお手伝いをしてくれました。親子体操はお母さん達も子供達もニコニコ、元気に楽しみまし
た。
●８月の活動予定
８月１８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： 「新聞ビリビリ＆宝探し」。みんな大好きな“新聞ビリビリ”加えて宝探し！
多くのお子さんの参加をお待ちしています。 赤ちゃんたちには涼しい場所でお兄ちゃん・お姉ちゃん達の元気
な声をきいてもらって、ゆっくり過ごしてもらえますよ。
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

いきいきサロンからのお知らせ
●７月の活動報告
①７月３日（金）堺市内観光バスツアー １９名参加
堺市役所２１階展望ホールで、堺の街の成り立ち、道路の話、世界遺産登録をめざしている古墳群の話などを、聞いてから
バスで観光に出発。妙国寺の蘇鉄の話、南宗寺での徳川家康の墓の話が特に良かった。昼食は、大きな椀の中に、懐石料理が
並ぶ豪華なもので、満足感あり。
みなさん一日たっぷり楽しんでいただけました。
②７月１２日（日）午後１時３０分 フラダンス
参加者 いきいきメンバー１９ ボランティア１０ （内、自治会福祉委員２） フラダンスボランティア ５合計３４
フラダンスは、手話と同じで、手や体の動きで、言葉を伝えます。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
ました。「夏の夜」をみんなで教えてもらいながら踊りました。
●８月の活動予定
①８月９日（日）午前１０時４０分 シニアセンター集合 五風荘での昼食会
申込をされた１８名で岸和田五風荘へ昼食会に行きます。
②８月９日（日）午後２時３０分～午後３時 シニアセンターにて、コダイくん踊りの練習をしますので、ご参加ください。
（参加料 無料）
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０
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