らくゆう会からのお知らせ
●６月の活動報告
６月３日（金）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。
６月１０日（金）シニアセンターの床のワックスがけを青葉台３名、はつが野１名で行いました。
●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２８年７月１５日（金）受付 午前１０時
場所：高石市コミュニティセンター（デージードーム）
●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
連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１
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はつが野自治会

検索

今年は、６月４日に梅雨入りしましたが、これは昨年より１日遅いとのことです。梅雨明けの予報は出ていませんが、昨年は７月２４
日でした。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。
昨年のはつが野通信７月号では、箱根大涌谷の噴煙、口永良部島（新岳）の噴火等について記載していますが、今年も熊本地震があ
りました。地球環境の異変が気になる昨今ですが、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６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

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●５月の活動報告
１１組２４名参加。 青葉台のエンゼルハウスさんに来ていただき、童謡・手遊び・少しの体操と穏やかな時間が過ぎました。
子どもさん達は本当に音楽が大好きですね。曲が流れると自然と体が動いていました。
●６月の活動予定
６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：「体操！」お母さんも、子供たちもたくさん体を動かしましょう！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

いきいきサロンからのお知らせ
●６月の活動報告
６月１２日（日）午後１時から３時４５分まで シニアセンター
ボランティア１３名 メンバー２９名 合計４２名
映画会を開催。タイトルは「そして父になる」（福山雅治主演）
２年前のヒット作で、泣けました。なかなか良い雰囲気で、開催でき、参加者にも好評でした。
●７月の活動予定
７月１０日（日） 午後１時３０分から３時まで シニアセンター
フラダンス ボランティアグループ プチアニティアレに来ていただきます。
参加費 100 円
参加希望者は、鎌野さんまでご連絡ください。（電話 ５３－５３６０）

●地域一斉清掃のお礼
６月１２（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１１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。
●はつが野３号公園の植樹会のお礼
６月１２日（日）に行いましたはつが野３号公園の植樹会に
ご協力いただきありがとうございました。
約 1,000 名の方々に参加いただきました。
つつじ、くちなし、しゃりんばい等の苗木約 １，２００本が
植えられました。
花一杯の公園となるよう皆で育てていきたいと思います。
ご協力をお願いします。

●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２８年４月から平成２９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。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２８年８月１８日（木）までに班長さんまでに提出下さい。班長さんは８月１９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２０日（土）の役員会で報告下さい。
９月１１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。

はつが野祭り特集

●自治会入会説明会の開催
下記要領で自治会入会説明会を開催します。未加入の方はぜひご参加ください。
ご近所で未加入の方がおられましたら声掛けをお願いします。

１１月６日（日） 青葉はつが野小学校 ９時３０分～１５時
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。
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日時 平成２８年７月１６日（土）１７：３０～１８：３０
場所 青葉はつが野シニアセンター（青葉はつが野小学校の北約３０ｍ）
内容 自治会、子ども会、老人クラブ（らくゆう会）、いきいきサロン、子育てサロンの説明
＊駐車場はありませんので、自転車または徒歩でお越しください。
＊加入申し込みに際しては、７月から９月までの自治会費１，５００円と印鑑をお持ちください。
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●７月の活動予定
日（曜日）
０１日（金）
０５日（水）
０９日（土）
１０日（日）

２０日（水）
２３日（土）
２６日（火）

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
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）
自治会運営委員会（１８：１５～１９：３０）
古紙類・アルミ缶回収
自治会入会説明会（１７：３０～１８：３０）
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）
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）
廃家電の回収

２７日（水）

古紙類・アルミ缶回収

１２日（水）
１６日（土）

活動概要

和泉市新分別回収もあります。
地域一斉清掃とは別に毎月実施しています。

シニアセンターで行います。
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。
回収可能なものは金属類です。布、プラスチック
は回収不可です。

●５月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告

５月の大一資源及び米田商店からの還付金 68,230 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/㎏
10 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
5 円/㎏
50 ㎏
105 ㎏
4,930 ㎏
740 ㎏
1,290 ㎏
980 ㎏
80 ㎏
2,610 ㎏
80 ㎏
3,000 円
1,050 円
29,580 円
4,440 円
7,740 円
5,880 円
480 円
15,660 円
400 円
※投込みチラシ、パンフレット、コピー用紙、包装紙、紙袋、紙箱等の雑紙は、「その他紙類」として回収します。
※回収漏れ等ありましたら業者に直接連絡してください。
大一資源（廃家電以外）：072－274－296
米田商店（廃家電のみ）：072－268－3338

【自治会定例役員会】６月２５日（土）１９：００～２０：３０
（１）報告事項
・校区役員会の報告（社会福祉協議会会費・みどり募金・日赤募金の支払の件、避難行動要支援者同意台帳の提出及び研修会、
防犯灯電気料金助成金申請、社会を明るくする推進大会）
・自治会館建設委員会報告
（２）協議・決議事項他
・費用支出申請
・自治会館建設に係る「コンサルタント契約」、「設計図書作成契約」、「地盤調査契約」の締結と当該費用の支払いについての承認
・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
・地域一斉清掃の参加者増加策の検討
●今年度の自主防災組織の構成メンバーについて
５月２９日（土）の班長役員キックオフミーティングで次のとおり決定しました。

ブロック

情報班

消火班

避難誘導班

救出救護班

1

Ｄ班

Ａ班

Ｂ班

Ｃ班

2

Ｅ班

Ｂ班

Ａ班、Ｃ班

Ｄ班

3

Ａ班

Ｄ班

Ｃ班

Ｂ班

5

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ

Ａ班

4

Ｃ班

Ａ班、Ｂ班

Ｄ班

Ｅ班、Ｆ班

6

Ｅ班

Ｄ班、Ｃ班

Ｂ班

Ａ班

7

Ｄ班

Ｂ班

Ａ班、Ｃ班

Ｅ班

8

Ｂ班

Ａ班

Ｄ班

Ｃ班

9

Ａ班

Ｂ班

Ｃ班

Ｄ班

10

Ｂ班

Ｅ班、Ｆ班

Ａ班、Ｃ班

Ｄ反

11

Ｂ班

Ａ班

Ｃ班

Ｄ班

【はつが野街づくり推進委員会】６月１１日（土）１７：００～１８：００
（１）平成２８度第１回役員会
・実施日について：１１月６（日）が桃大祭と重複した為、１０月３０日（日）への変更を視野に入れ検討しましたが例年とおり１１月
６日（日）に開催することになりました。
・テーブル、テントのレンタル業者の選定
・飲食ブース及びアトラクションについて、昨年同様に協力依頼を行うこととしました。
・費用支出申請の承認

＊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。 ＊黄色の網掛け部分が昨年からの変更点です。

【自治会館建設委員会】６月１１日（土） １８：００～１９：３０
・建設業者の選定につき検討しました。

子ども会からのお知らせ

【運営委員会】６月１２日（日）１７：１５～１９：３０
・校区役員会の報告（社会福祉協議会会費・みどり募金・日赤募金の支払の件、避難行動要支援者同意台帳の提出及び研修会、
防犯灯電気料金助成金申請、社会を明るくする推進大会）
・７月１０日参院選立会人の選任について
・草刈機の修理
・一斉清掃の参加者増加策の検討（今月の一斉清掃で一部の班で参加人数が非常に少なかったので改善策を検討）
・自治会会則施行細則の制定及び各専門委員会設置細則等の改訂案の検討
【防犯委員会】６月２５日（土） １０：００～１２：００
・防犯委員で防犯パトロールを行いました。
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＊自主防災組織には上記の各班の他に、「統括班」と「ライフライン班」があります。
「統括班」の構成メンバーは自治会運営委員です。統括班長は自治会長です。
「ライフライン班」の構成メンバーは、昨年度のブロック長です。ライフライン班長は自治会副会長です。
昨年度のブロック長の方にはご協力をお願いします。

●６月の活動報告
６月２６日(日)に、お楽しみ運動会を行いました。
ダンボールキャタピラー競争などをチーム戦で行い、
元気いっぱいの熱い戦いになりました。

●８月の活動予定（７月の活動はありません）
８月２２日（月）から２６日（金）の５日間、午前７時より、かぐらざき公園にてラジオ体操を行います。
子ども会入会希望の方は 副会長 玉沖まで （☎９２－６６１７）
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