いきいきサロンからのお知らせ
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●１０月の活動報告
１０月９日午後１時３０分から午後３時まで シニアセンター
ボランティア８名メンバー３５名 ボランティアグループ８名 合計５１名
ハラ腹一座公演
民舞、大正琴、演劇、合唱 シャンソン 盛りたくさんの出し物にあっという間に時間が過ぎ、楽しい時を過ごしました。
●１１月の活動予定
１１月２０（日） 午後１時３０分から午後３まで シニアセンター
健康体操
田中弘子先生によるイスに座ったままできる簡単で楽しい体操です。 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）

はつが野自治会

検索

秋本番です。朝夕はめっきり寒くなり冬の足音を感じますが昼間は優しい太陽が嬉しく紅葉も楽しめる時期ですね。行楽・スポーツ・
読書等趣味を通じて楽しみましょう。私達のはつが野自治会の最大のイベント「はつが野祭り」は１１月６日（日）に開催します。ご家族
やお友達と一緒に参加してください。はつが野祭りが終わると次のイベントは年末夜警です。詳しくは１２月号でお知らせします。

はつが野祭り特集
１１月６日（日） 青葉はつが野小学校 ９時３０分～１５時

らくゆう会からのお知らせ
●10 月の活動報告
はつが野の祭りに向けて、竹馬ランドと対戦ゲームの準備をしました。
又、『ゴダイくん・ロマンちゃん』の踊りの練習をしました。
●１１月の活動予定
１１月４日（金）９時からシニアセンターの蛍光灯の点検・清掃を行います。
連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１

自治会館建設コーナ
●自治会館建設工事が開始されました。
地盤改良工事が終わり１０月１８日から建物の建設工事に入っています。ご近所の方々にはご迷惑をお掛けしますが、
ご理解の程よろしくお願いします。自治会役員の方では工事の進捗状況等現場確認を適宜行うようにしています。
工事完成予定日は、平成２９年２月１５日です。
●自治会法人化が認可されました。
自治会法人化手続が完了し１０月４日付で承認されました。これにより、４月の定期総会で承認されました自治会会則が
１０月４日より施行となりました。

社会福祉協議会たより
●年末のおせち料理のお届け
下記の方に、年末のおせち料理をお届けさせていただきます。
商品： おせち料理詰め合わせ 真空パック 3,800 円の品
本人負担 2,000 円
条件： ①80 歳以上の方のみの世帯 ②障がい者の方のみの世帯 ③障がい者と 80 歳以上の方のみの世帯
上記①②③いずれかに該当する方 かつ、お届け日当日に必ず本人が自宅で受け取ることができること
該当者が複数おられる場合は、何人でもお申込いただけます。
お届日 平成２８年１２月２８日（水）午後
申込期間 １０月２９日（土）～１１月１３日（日）
申込方法 １１月１２日（土）までは、電話で村原までお問い合わせください。（携帯 090-9693-7459)
１１月１３日（日） １１時３０分～１２時の間、シニアセンターで受け付けさせていただきます。
おひとり 2,000 円 ｘ 人数分の代金と印鑑をお持ちください。

今年も昨年同様に、ゲームブース、飲食ブース、地域の皆さんによるダンスや音楽、抽選会等たくさん準備しました。詳しくは、既
に配布している「はつが野祭り」の開催案内リーフレットをご覧ください。
お友達をお誘いいただきみな様のご参加をお待ちしています。
●お楽しみ抽選会について
自治会員のみな様には別途配布している「2016 年 はつが野祭り お楽しみ抽選会について」の「お楽しみ抽選会 控え券・提出
券」に住所・氏名・電話番号を記入し「提出券」を当日の午後１時１５分までに、会場受付の「抽選ボックス」に入れてください。
「控え券」は、当選された時に「提出券」と照合させていただきますので抽選会まで大切にお持ちください。
抽選会は午後２時１５分から始まります。
● 「10 年後の私の夢」作品募集について
「はつが野祭り」開催にあわせて、作品を募集します。題は「１０年後の私の夢」。用紙は 400 字詰め原稿用紙１枚、またはＡ４サイ
ズの紙 1 枚に、作文、イラスト等をお書きください。作品には、住所・氏名・学年（年齢）・保護者氏名・電話番号をご記入ください。
又、作品の自治会サイトへの掲載の可否及び匿名希望等についてもご記入ください。作品ははつが野祭り当日に本部席までお持ち
ください。
作文を提出していただいた方には、ゲームブース利用券２枚をプレゼントさせていただきます。
題
「１０年後の私の夢」
対象
２０歳未満のこども全員
氏名ふりがな
年齢（学年）
保護者氏名
ご住所
電話番号
ご意見など
自治会サイトへの掲載 可 否 匿名希望
無 有
匿名
● 点天こどもぎょうざ教室
点天こどもぎょうざ教室を開催します。申し込みは祭り当日の８時５０分から９時１０分の間に受付の場所でお申込みください。
２０組を募集します。お申込みが多数の場合は抽選させていただきます。参加いただける方は受付の場所とぎょうざ教室の場所に
張り出します。
詳しくは既に配布している「点天こどもぎょうざ教室」のリーフレットをご覧ください。
● はつが野祭りアンケート
はつが野祭りアンケートにご協力ください。アンケート用紙は祭り当日の受付で配付します。アンケートにお答えいただいた方
から抽選で２０名の方にアンケート賞をお渡しさせていただきます。アンケートは、受付のアンケートボックスに１３時１５分までに入
れてください。アンケートは次回のはつが野祭りの企画運営の参考とさせていただきます。ご協力をお願いします。

自治会からのお知らせ
●自治会費の納入ありがとうございました。
平成２８年度後期（１０月～Ｈ２９年３月）の自治会費の納入が無事完了しました。
ご協力ありがとうございました。
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●ペットボトル回収の中止について（１０月からです）
はつが野通信１０月号でお知らせしましたが、毎週水曜日にアルミ缶・新聞・雑誌等の回収を大一資源さんに委託していますが、
ペットボトルについては、１０月から回収を中止しています。
ペットボトルは和泉市の回収（毎月、第１・３水曜日）やスーパー等の回収ＢＯＸに出していただくようにお願いします。
なお、このことは、自治会の資源ごみ集団回収にご協力いただいている、近所の非自治会員様にもお知らせいただきますよう、
お願いします。
９月の大一資源及び米田商店からの還付金 76,130 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/㎏
5 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
5 円/㎏
80 ㎏
220 ㎏
5,870 ㎏
650 ㎏
1,350 ㎏
390 ㎏
140 ㎏
3,180 ㎏
150 ㎏
4,800 円
1,100 円
35,220 円
3,900 円
8,100 円
2,340 円
840 円
19,080 円
750 円
※ペットボトルの回収は、10 月から米田商店は廃止になりました。今後は、和泉市が第１・３水曜日に回収します。
回収日の午前６時までに家の前に出してください。
ペットボトル以外の廃品回収は今迄通りです。今後も皆様のご協力をお願いいたします。
大一資源（廃家電以外）：072－274－2960
米田商店（廃家電のみ）：072－268－3338

０９日（水）
１２日（土）
１３日（日）

活動項目
広報いずみ配布 はつが野通信１１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）

【運営委員会】１０月９日（日）１８：３０～２０：００
・校区役員会報告 ・赤い羽根共同募金の支払いについて

・桃大祭り協賛金の支払いついて

【自治会役員・班長会】１０月１５日（土）１９：００～２０：３０
（１）はつが野祭り開催に向けての協議連絡事項
・１１月５日（土）会場設営・準備について
・晴天バージョン、雨天バージョンの決定時間と通知方法について
・１１月６日（日）当日の準備・予定について
・駐車場利用方法 ・開催中の役割分担 ・食事室の利用方法
（２）報告事項
・校区役員会報告（和泉市すまいフェスタ開催、消防警戒区域立入り認可証、和泉弥生ロマン・ツーデーウオーク、町会自治会入
会促進部会の創設）
・ペットボトル回収の中止について ・あおはつ小校区３００人パレード ・こども見守り隊の募集 ・市長とのタウンミーティング
・自治会館建設委員会報告
（３）協議・決議事項
・赤い羽根共同募金に支払い ・桃大祭り協賛金の支払い ・その他費用支出申請

●９月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告

●１１月の活動予定
日（曜日）
０１日（火）
０２日（水）

【自治会館建設委員会】１０月９日（日）１７：１５～１８：３０
・フェンス、駐車場、駐車場入り口のポール等の必要性の検討
・備品購入についての検討
・自治会法人化の認可について

活動概要

子ども会からのお知らせ
和泉市新分別回収もあります。
ペットボトルは和泉市分別回収に出してください。
ペットボトルの回収は中止しています。

里道清掃・花の植替え（９：００～１０：００）
自治会館建設委員会（１７：１５～１８：３０）
運営委員会（１８：３０～２０：００）

皆様のご協力をお願いします。

１６日（水）

古紙類・アルミ缶回収

和泉市新分別回収もあります。
ペットボトルは和泉市分別回収に出してください

１９日（土）

自治会定例役員会（１９：００～２０：００）

２２日（火）

廃家電の回収

回収可能なものは金属類です。

２３日（水）
２６日（土）

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）

３０日（水）

古紙類・アルミ缶回収

ペットボトルの回収は中止しています。
防犯委員の方はご参加ください。
ペットボトルの回収は中止しています。

●１０月の活動報告
１０月３日（月）に、キッザニア甲子園に遠足に行って来ました。
皆さん、いろいろなお仕事を体験できたでしょうか？
＊３号車のバスに、腕時計の落とし物(右写真)がありました。
心当たりがある方はご連絡下さい。
●１１月の活動予定
１１月６日（日）のはつが野祭りで、「ボールダーツ」のブースを出店します。
子ども会会員の方には、1 名につき 1 枚（1 回分）の無料券を配布していますので、忘れずに持って来て下さい。。
子ども会入会希望の方は 副会長 玉沖まで （☎９２－６６１７）

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●１０月の活動報告
１６組３６名参加。 ハロウィーンを満喫しました！
英語で歌を歌って、ゲーム。コスチュームを付けてハイポーズ！

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
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【はつが野街づくり推進委員会】１０月８日（土）１７：００～１９：００ １０月２３日（日）１７：００～１９：００
（１）平成２８度第６回役員会 １０月８日（土）１７：００～１９：００
・青葉はつが野小学校ＰＴＡの参加、舞台設備・音響設備について、開催案内・広告面の確認、抽選会の景品の確認、アンケー
ト用紙の確認、こども餃子教室の運営方法の確認、こども会無料券の確認、バックパネル制作について
（２）平成２８年度第２回総会 １０月２３日（日）１７：００～１８：００
・開催案内の配付、作文・作品の募集チラシの配付、１１月５日（土）の準備の段取り、１１月６日（日）祭り当日の段取り
（３）平成２８年度第７回役員会 １０月２３日（日）１８：００～１９：００
・祭りの準備全般についての最終確認、祭り当日終了後の段取り
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●１１月の活動予定
１１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：９月台風のため中止でした３B 体操！楽しい音楽に合わせて子どもも大人も一緒にたくさん動かしましょう！
多くの皆様の参加をお待ちしています。
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
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