らくゆう会からのお知らせ
●１１月の活動報告
第１２回すこやか文化祭に手芸部が作品を出展しました。部員の作品作りに対する 真摯な態度に感動しました。
●１２月の活動予定
シニアセンターの冬季大掃除について
日時：１２月４日（金）９時～１１時
はつが野からは管理運営委員、通期会館利用クラブ、自治会の代表の１２名が参加します。
●「はつが野祭り」のお礼
「バザー」に２７名の方から商品の寄附を頂きました。売上金は２９，１８５円でした。
売上金は当会の活動に活用させて頂きます。有難うございました。今後とも宜しくお願いします。
連絡先 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
●１１月の活動報告
１６組３５名参加。手洗いの実践をおこない菌の多さにビックリ！何度も手洗いに挑戦するお母さん・お子さんもありました。 口腔
内を清潔に保つこと、乳がんの模型に触れさせて頂くこと、盛りだくさんでたくさんうなづける事ばかりでした。
●１２月の活動予定
１２月１５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：英語でクリスマス！歌・踊り・ゲーム。保護者の方も楽しめる内容で元気にクリスマス！みんなで楽しみましょう！
今回は要予約：先着２０組とさせて頂きます。
参加される方は２０時以降下記連絡先（篠原）までご連絡ください。
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

いきいきサロンからのお知らせ
●１１月の活動報告
１１月１５日（日）午後１時３０分～午後３時 シニアセンター
いきいきメンバー２０人 ボランティア１３人 講師２人 合計３５人
田中弘子先生による「健康体操」 ちょっと頭を使いながら楽しく手足の運動をしました。
●１２月の活動予定
１２月１３日（日）午後１時３０分～午後３時 シニアセンター
手話コーラス
ひまわりグループ（ボランティア）の方々に来ていただき、手話コーラスの指導といっしょに身振り手振りでの手話をしながら コ
ーラスを楽しみます。参加費１００円です。
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０

防犯・防災コーナ等
●火災予防について
火災は身近なものが原因で起きています。住宅火災予防のポイントを消防署ホームページから抜粋しました。
〇寝たばこやたばこの投げ捨てをせず、たばこの火はしっかり消す。
〇ストーブの付近には燃えやすいものを置かず、給油するときは火を消す。
〇料理をしているときはその場を離れず、離れるときは火を消す。
〇家の周りは整理整頓をし、放火されないように気をつける。
〇子どもには火遊びをさせない。花火などは大人と一緒にする。
〇電気器具は正しく使い、たこ足配線をやめる。またコードの上には重いものをのせない。
〇コンセントなどにはホコリを付着させない。テレビの裏などは注意が必要。
〇住宅用火災警報器などを設置し、寝具やカーテンなどは防炎製品を使用する。
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発行：平成２７年１２月１日
製作：広報委員会

はつが野自治会

検索

はつが野祭りも終わり心せわしい年の瀬を迎えるようになりました。今年 1 年の振り返り、家の大掃除、お正月の準備等忙しい１ヶ
月になりそうです。風邪をひかないよう体調管理をしっかり行い元気で新年を迎えたいものです。又、１２月といえばクリスマスです。
街中で流れるクリスマスソングを聞くと心がわくわくします。
一方で、インフルエンザの季節でもあります。手洗い、予防接種等インフルエンザ対策を行いましょう。

自治会からのお知らせ
●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２７年１２月１３日（日） 午前９時～１０時 （雨天の場合は１２月２０日（日）同時刻に延期します）
集合場所・時間
班毎に決められた場所に集まってください。午前９時
＊軍手等清掃用具をご持参ください。
清掃場所
９時～９時３０分は、自宅前周辺。９時３０分～１０時は、共通の場所 となっています。
自宅前周辺の場所は具体的に次のとおりとさせていただきました。よろしくお願いします。
ブロック
班
自宅前周辺の具体的な場所（９時～９時３０分）
１ブロック
Ａ
和泉中央線 １-Ａエリア
Ｂ、Ｄ
はつが野３号公園
Ｃ
和泉中央線 １-C エリア
２ブロック
Ａ
和泉中央線 ２-Ａエリア
Ｂ、Ｃ
和泉中央線 ２－Ｃエリアとモンセーヌ-～南池田中学校間道路 ２－Ｃエリア
Ｄ
はつが野３号公園
Ｅ
モンセーヌ～南池田中学校間道路 ２－Ｅエリア
３ブロック
Ａ、Ｃ
和泉中央線 ３-Ａエリアとモンセーヌ～南池田中学校間道路 ３－Ａエリア、かぐらざき公園遊歩道（３・４
ブロック間橋）
Ｂ、Ｄ
モンセーヌ～南池田中学校間道路 ３－Ｂエリアと５ブロックエリア、かぐらざき公園遊歩道（３・４ブロック
間橋）
５ブロック
Ａ
モンセーヌ～南池田中学校間道路 ３－Ｂエリアと５ブロックエリア、かぐらざき公園遊歩道（３・４ブロック
間橋）
４ブロック
Ａ、Ｃ
かぐらざき公園遊歩道
Ｄ
Ｂ、Ｅ、 和泉中央線 ４ブロックエリア
Ｆ
６ブロック
Ａ
モンセーヌ～かちかち山公園～ひかり歯科 ６－Ａ／Ｅ境界エリア
Ｂ、Ｃ
モンセーヌ～かちかち山公園～ひかり歯科 かちかち山公園前
Ｄ
モンセーヌ～かちかち山公園～ひかり歯科 モンセーヌ前道路エリア
Ｅ
和泉中央線 ６－Ｅエリア
７ブロック
Ａ、Ｂ
モンセーヌ～かちかち山公園～ひかり歯科 ７ブロックエリア
Ｃ
Ｄ、Ｅ
モンセーヌ～桃山大学 ７ブロックエリア
８ブロック
Ａ、Ｂ
モンセーヌ～桃山大学 ８ブロックエリア
Ｃ
和泉中央線 ８ブロックエリア
Ｄ
かぐらざき公園遊歩道
９ブロック
Ａ
自宅周辺溝清掃、モンセーヌ～桃山大学 ９ブロックエリア～桃大前
Ｂ
自宅周辺溝清掃
Ｃ、Ｄ
モンセーヌ～桃山大学 ９ブロックエリア～桃大前
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１０ブロック Ａ、Ｂ、
Ｃ、Ｄ、
Ｅ
Ｆ
１１ブロック Ａ
B、C
Ｄ

●１２月の活動予定

自宅周辺溝清掃

日（曜日）

０１日（火）
０２日（水）
０９日（水）
１２日（土）
１３日（日）

自宅周辺、自治会用地（２丁目２７番１号）
和泉中央線 １１ブロックエリア
緑ヶ丘４号公園の周辺道路
３丁目境界道路 １１ブロックエリア

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。
自宅前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。
共通清掃場所（９時３０分～１０時）
担当
はつが野１号公園
こども会
はつが野３号公園
こども会、１ブロック
自治会用地（１丁目２４番５号）
２、３、５ブロック
かぐらざき公園遊歩道
４ブロック
周辺道路及び空地
６、７ブロック
かぐらざき公園
８、９ブロック
しっぽ動物病院～緑ヶ丘間道路 １０ブロックエリア
１０ブロックＡ／Ｂ
かぐらざき公園～里道間道路、
里道、和泉中央線 １０ブロックエリア
１０ブロックＣ／Ｄ／Ｅ
里道
１０ブロックＢ/F
自治会用地（２丁目２７番１号）
１０ブロックＦ、１１ブロック

１６日（水）
１９日（土）
２２日（火）
２３日（水）
２６日（土）
２９日（火）
３０日（水）

活動概要

和泉市新分別回収もあります。
ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用
はつが野祭りの検証等
今年最後の一斉清掃です。ご協力ください。
次回役員会の準備
和泉市新分別回収もあります。

回収対象は金属類です。
ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用
防犯委員の方は参加下さい。
１回目は子ども中心 ２回目は大人
ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用
１回目は子ども中心 ２回目は大人

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ

●はつが野祭りのお礼
１１月１日（日）のはつが野祭りにおきましては、皆様のご協力・ご支援により約３，９００名の方々にご来場いただきました。あり
がとうございました。今年は久しぶりに天候に恵まれ大盛況でした。来場者数の読みがあまく早々と店じまいをしたゲームブースも
ありました。この反省は来年度のはつが野祭りに活かしたいと思います。
＊「１０年後の私の夢」作品について
「はつが野祭り」開催にあわせて募集しました「１０年後の私の夢」作品につきましては、タイムカプセルに保管させていた
だき、１０年後にお返しさせていただきます。又、自治会ウェヴサイトへの掲載の了承を頂いた作品を来年１月末までの予定
で掲載させていただきます。
●年末夜警を実施します。
１２月２９日（火）と３０日（水）の２日間、年末夜警を実施します。２日間とも、１回目は１７時３０分から子ども達を主としてシニ
アセンターを出発します。２回目は２０時から大人だけで出発します。巡回時間は約５０分を予定しています。出発時間の１０分
前までにシニアセンターにお集まりください。年末でお忙しい中申し訳ありませんが、街の防犯防災のためご協力をお願いしま
す。詳しくは、別途配布の「年末夜警実施のお知らせ」をご覧ください。
●環境パトロールを実施しました。
１１月１５日（日）に環境パトロールを行いました。モンセーヌ前から南池田中学校への歩道に犬の糞が目立ちました。
環境委員で除去しました。
又、交差点内の自転車専用通路の表示が不鮮明な場所がありましたので市役所に申し入れを行います。

●１０月度の古紙類およびアルミ缶回収報告

活動項目

広報いずみ配布 はつが野通信１２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）
地域一斉清掃（９：００～１０：００）
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）
夜間パトロール（２１：００～）
廃家電の回収
古紙類・アルミ缶回収
防犯パトロール・防犯委員会（１０：００～１２：００）
年末夜警（１回目１７：３０ ２回目２０：００）
古紙類・アルミ缶回収
年末夜警（１回目１７：３０ ２回目２０：００）

１０月の大一資源及び米田商店からの還付金５８，４３０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／㎏
95 ㎏
5,700 円

10 円／㎏
270 ㎏
2,700 円

4 円／㎏
6,490 ㎏
25,960 円

4 円／㎏
2,360 ㎏
9,440 円

4 円／㎏
1,120 ㎏
4,480 円

4 円／㎏
710 ㎏
2,840 円

4 円／㎏
110 ㎏
440 円

4 円／㎏
1,580 ㎏
6,320 円

5 円／㎏
110 ㎏
550 円

＊皆様方のご協力ありがとうございました。
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【はつが野街づくり推進委員会】 １１月１４日（土） １７：００～１８：３０
・はつが野祭りの検証、ゲームブース仮払金の精算
【自治会館建設委員会】 １１月８日（日） １７：１５～１９：００ １１月１４日（土）１８：３０～２０：００
・間取り図の最終チェック ・自治会会則の改定の検討
【運営委員会】 １１月８日（日）１９：００～２０：３０
・校区連絡会からの報告事項
・地域一斉清掃場所の確認 ・入会届け、退会届の様式改定の検討 他
【自治会定例役員会】１１月２１日（土）１９：００～２１：００
（１） 報告事項
・大阪府知事選及び市庁舎建設に係る住民投票について ・避難行動要支援者登録状況 ・防犯灯７基増設
・自治会入退会届の様式変更 他 ・自治会館建設委員会報告
（２）協議・決議事項
・費用支出申請の承認 ・年末夜警の実施 ・はつが野祭りの検証

子ども会からのお知らせ
●１１月の活動報告
１１月１日（日）開催のはつが野まつりで、“『ガチャ‼』スーパーボールくじ”を出店しました。たくさんの方に来て頂きありがとうござ
いました。
１１月２８日(土)は三葉学園子育てネットワーク秋まつり（南池田中学校区）のふれあいウオーキング、ふれあい模擬店の運営に
参加しました。
●１２月の活動予定
（１）１２月６日（日）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。オリジナルドアプレートを作りますよ♪詳しくはお
知らせをご確認ください。
（２）１２月１３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。（雨天の場合は、２０日に実施）
＜各班の担当場所＞※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。
１・２・３班→はつが野３号公園（１丁目の公園） ４・５・６・７・８班→はつが野１号公園（ぞうさん公園）
《お知らせ》
２８年度新規役員の立候補の案内をお配りします。
子ども会の新規入会申込みも受付けていますので、よろしくお願いします。(自治会加入が必須条件で新一年生から)
子ども会入会希望の方は、子ども会副会長 大家まで（☎２４－６８０４）
Ｐａｇｅ３

