らくゆう会（はつが野老人クラブ）からのお知らせ

発行：平成２９年 ７月 １日
製作：広報委員会

●6 月の活動報告
6 月 2 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。
管理運営委員 4 名（保積・京・山下・山田）と会館利用クラブ 2 名（田畑・佐々木）、計 6 名がらくゆう会から参加しました。
●7 月の活動予定
7 月 2 日（日）定例役員会（10 時～11 時 30 分）
7 月 30 日（日）運営委員会（18 時～21 時）
●らくゆう会は 16 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、書道部
連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 080-4021-9652

はつが野自治会

検索

はつが野自治会館に、予定していた必要な設備・備品がほぼ揃いました。
自転車の雨よけのサイクルポート、外の掃除用具を入れるための物置、事務室で自治会事務が出来るように用意した
書棚（キャビネット）、文具、パソコン、パソコンデスク、ファックス電話機、予定記入ボード、など。
これら備品の多くは、中古品です。会員からの寄贈品、また、企業から破格の安い価格で分けていただいた商品です。
自治会館内覧会を今後も続けて行きますので、それらをぜひご覧ください。

自治会からのお知らせ

（携帯電話の番号が変わりました。）

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ

●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２９年４月から平成３０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２９年８月１７日（木）までに班長さんまでに提出下さい。班長さんは８月１８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１９日（土）の役員会で報告下さい。

●６月の活動報告
９組２０名参加。 青葉台のエンゼルさんが来てくださり、懐かしい歌や手遊び、パネルシアターを楽しみました。
季節がら「カエルのおもちゃ」もみんなで作り、カエルの鳴き声の音まで出すことができ、驚きと楽しさいっぱいの
１時間半でした。

９月１０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。
●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。
日時

平成２８年７月１５日(土）１７：３０～１８：１５
（先月号では、７月２２日開催と記載しましたが、１５日開催に変更になりました）
場所 はつが野自治会館
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。

●７月の活動予定
７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：「縁日を楽しみましょう！」夏らしく縁日遊びをします。ゲームをして景品を手に入れましょう！
多くの方の参加をお待ちしていますね！
参加費：自治会会員家庭 無料。
自治会に加入されていないご家庭 はお子様 1 名に付 ３００円。 （保険・飲み物・景品代等に使います）
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

はつが野祭り特集
１0 月 29 日（日） 青葉はつが野小学校グラウンド ９時３０分～１５時

はつが野自治会館ニュース
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。
●「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。祭り当日の司会および子ども司会者の指導をしていただきます。
経験、未経験を問わず、チャレンジしてみませんか？
●こどもアナウンサーを募集
小学４年生～６年生までのお子様で、祭り当日の司会を担当していただきます。、
プログラムやイベントの案内、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。
●こども運営委員を募集
小学 1 年生～６年生までのお子様で、お祭りの時に、抽選のお手伝い、賞品授与のお手伝いなどをしていただける
方を募集します。

7 月の自治会館内覧会 ７月１５日（土） 午後４時３０分～午後５時１５分 はつが野自治会館
自治会館の内部をぜひ見学・探検してみてください。自治会員の方、団体で今後（平成 30 年 4 月以降）借りるかもしれな
いと思っておられる方、どうぞお越しください。

申し込みは、保護者名、お子様の氏名、学年、ご住所、携帯電話番号、メールアドレスをご記入の上、下記の自治会のメールアドレス
物 置

サイクルポート
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まで、お願いします。
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●地域一斉清掃にご協力ありがとうございました。
６月１１日（日） 地域一斉清掃を実施いたしました。 梅雨前で雑草が大きく伸びていたため、予想以上にゴミ袋が必要に
なったところもありました。 町並みがきれいになって、気持ちよく感じられます。ありがとうございました。

・路上でのボール遊びについてのチラシ作成および配布の検討
【防犯委員会】６月２４日（土） １０：００～１２：００

●７月の活動予定
日（曜日）
０１日（土）
０５日（水）
０８日（土）
０９日（日）

活動項目

活動概要

１９日（水）
２２日（土）
２５日（火）

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(８時～９時)（暑いので時間を早めます）
自治会館建設委員会（１７：１５～１８：３０）
自治会運営委員会（１８：３０～１９：３０）
古紙類・アルミ缶回収
自治会館 内覧会 （１６：３０～１７：１５）
自治会入会説明会（１７：３０～１８：１５）
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

２６日（水）

古紙類・アルミ缶回収

１２日（水）
１５日（土）

●５月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告
アルミ缶

新聞

雑誌

単位：ｋｇ
段ボール

和泉市新分別回収もあります。
はつが野祭り 出店 アトラクション ブース決定
里道のお近くの方はご協力をお願いします。

【はつが野街づくり推進委員会】６月１0 日（土） 平成２９度第２回役員会 １７：００～１８：００
・アトラクション、飲食ブース、ゲームブース 出店希望者の募集中
７月８日（土）まで募集し、次回の役員会で決定することで方針が決まりました。
アトラクション・ゲームブース・飲食店などの募集を行います。自薦・推薦 どちらでもけっこうです。
団体名・責任者名・携帯電話番号・参加人数・内容などを記載の上、自治会メールアドレスまで、ご連絡ください。

info@hatsugano-jichikai.com
ご自由にご観覧ください。

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。
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月の大一資源及び米田商店からの還付金 111,280 円
古布類

・防犯委員で防犯パトロールを行いました。

牛乳
パック

その他
紙類

【自治会定例役員会】６月１７日（土）１９：００～２０：４０
（１）報告事項
・校区役員会の報告（j 自衛官募集案内、市民フォーラム、社会を明るくする運動、緑の募金、赤十字募金、拠点づくり事業、防犯カ
メラ設置）
・自治会館建設委員会報告 ・はつが野街づくり推進委員会報告 ・各専門委員会報告 ・各ブロック報告 ・関連団体活動報告
（２）協議・決議事項他
・自治会エリア ボール遊びなど交通安全についてチラシ作成および配布の決定
・地域一斉清掃についての検証 （清掃担当場所、掃除用具の手配、ゴミ集積場所など）
・費用支出申請
・自治会の会合の時に、お茶を支給することについての検討

いきサロンからのお知らせ
廃家電

60 円/㎏
7 円/㎏
7 円/㎏
7 円/㎏
7 円/㎏
7 円/㎏
7 円/㎏
5 円/㎏
125
6,290
1010
1,890
1,110
200 ㎏
4,290
50
7,500 円
44,030 円
7,070 円
13,230 円
7,770 円
1,400 円
30,,030 円
250 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）：072－274－2960
米田商店（廃家電のみ）：072－268－3338

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
【自治会館建設委員会】６月１１日（日） １７：１５～１８：３０
・寄贈品を申し出ていただいた方からの品物について、すべていただき、配置。設置させていただきました。
たくさんの商品のご寄付ありがとうございました。

いきいきサロンからのお知らせ
●６月の活動報告
６月１１日（日）午後１時３０分から３時まで シニアセンター ｢琴と尺八の演奏 邦楽アンサンブル “遊”｣
ボランティア１４名 メンバー１６名 講師５名（琴４名 尺八１名） 福祉委員１名 合計３６名
光明台の邦楽グループ｢遊｣の皆さんに来ていただき、琴と尺八の演奏を聞いて楽しみました。２０曲の内の１０曲は
ナツメロで、参加者もいっしょに合唱しました。琴、尺八ともに、すごくレベルの高い演奏で、アンコールの声もかかりました。
●７月の活動予定
７月９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 プアナニ・ティアレ｣
毎年７月恒例のフランダンスです。ハワイに行った気分で、腰をふりふり、若返りましょう。
参加希望者は、保積さんまでご連絡ください。
連絡先 保積 三吾 電話５４－１７１１

子ども会からのお知らせ
・６月１０日 事務室にパソコンデスク、カッター、パンチ、テプラなど事務用品が設置されました。
・６月２２日 自転車置き場に雨よけのサイクルポートが設置されました。
・６月２６日 事務室に、中古の書棚（キャビネット）が搬入・設置されました。
自治会館に設置を予定していた備品などは、６月末をもって、ほぼ設置完了となります。自治会館建設委員会は
次回の７月９日の会合を最後とし、解散することとなりました。 今後は、｢会館委員会｣が引き継いで会館の運用をしていく
ことになります。
【運営委員会】６月１１日（日）１８：３０～１９：３０
・校区役員会の報告
・防犯灯増設についての検討
・一斉清掃前に、和泉市に公共場所の清掃を要請する件についての検討
・入会説明会の開催日時および案内チラシの配布についての検討

●６月の活動報告
6 月 25 日（日）に青葉はつが野小学校の体育館でドッジボール大会を行いました。低学年・高学年チームに分かれて
総当たり制で行い、それぞれ優勝チームを決定しました。
●７月の活動予定
7 月は子ども会での活動予定はありません。
子ども会入会希望の方は、副会長 山辻まで（☎ ２４ー４１１７）
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