
 

 

● 8 月の活動報告  

     夏休み最後の週にかぐらざき公園でラジオ体操を行いました。今年は新たな試みで、大阪弁バージョンのラジオ体操も 

取り入れました。子ども達はみんな朝から元気に楽しく体操してくれました。 

● 9 月の活動予定 

    ９月１０日（日）９時半より子ども会の公園清掃を行います。ほうきや軍手などの清掃道具を持って参加をお願い致します。 

場所は、１.２.３班→はつが野３号公園で、４.５.６.７班→ぞうさん公園となります。 

子ども会入会希望の方は、副会長 山辻まで（☎�２４ー４１１７）     

 

                                                                          

 

 

● 8 月の活動報告  

はつが野祭りの出店について検討しました。  

● 9 月の活動予定 

     ９月０３日（日） 定例役員会（10 時～１１時３０分） 

     ９月１０日（日） 敬老祝賀会 はつが野自治会館 １１時～１３時３０分 

    ９月２４日（日） 運営委員会（１７：１５～１８：３０） 

  クラブ活動中の熱中症に気をつけてください。 

● 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 

 

（携帯電話の番号が変わりました。） 

 

● 8 月の活動報告  

１３名参加。 念願の「にじの図書館」さんに来て頂き、パネルシアター・本読み・お歌をして頂きました。 

お子さまにお勧めの本もご紹介頂き、ゆったりとした時間が流れ、心が満たされました。 

夏休みですので、お姉ちゃんたちも一緒に参加されクイズ・かるたをして楽しくにぎやかに過ごすことができました。 

自治会館の使い心地もお母さん達や子どもたちに感じて頂くことができ良かったです。 

● 9 月の活動予定 

９月１９日（火）実施。  開催場所：はつが野自治会館。  開催時間；９時３０分～１１時。   

内 容：皆様に大人気「３Ｂ体操」をします。 お子さま・保護者様動きやすい服装でお越しくださいね。 

たくさん体を動かして、心も体もリフレッシュしましょう！ 

  

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 

 

 

 

○ 映写用スクリーンが設置されました。（７月３０日） 

１２０インチの大画面です。使わないときは、カーテンボックスの中に収納できるようになっています。 

８月１３日のいきいきサロンの映画会 および そのあとの「カラオケ大会」でさっそく利用がありました。 

 

○ ９月の自治会館内覧会  ９月１６日（土） 午後６時～午後６時４５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。 
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はつが野自治会館を、自治会員の方に 9 月から使っていただけるようにさせていただきます。 

ご近所同士の親睦会、お友達との打ち合わせ、ブロック・班での相談、カラオケ大会、なんでもけっこうです。 

申込者、および利用者が自治会員であれば、無料で使っていただくことが出来ます。 

申込者、または、利用者のうちのどなたが自治会員でない場合は、当面、ご利用をお控えいただきたいと存じます。 

（自治会員でない方のご利用については、来年度からとさせていただきます。 詳細については検討中です） 

お申込は、自治会のホームページの｢はつが野自治会館｣のページにある「申込フォーム」からお願いします。 

 

はつが野自治会ホームページ  http://www.hatsugano-jichikai.com/ 

 

 

 

 

 

 

  

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  締め切り 9 月8 日（金） 

   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  締め切り 9 月8 日（金） 

   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  締め切り 9 月8 日（金） 

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。 

スケジュールは、下記の通りです。 場所はすべて 【青葉はつが野シニアセンター】です。 

日付 時間 対象 内容 備考 

9 月10 日（日） 午後4 時～5 時 司会・運営委員 全員 全体会合 顔合わせ テーマ検討 保護者の方もお越しください 

9 月17 日（日） 午前9 時～11 時 司会・運営委員 全員 テーマ検討 材料購入の手配 保護者の方もお越しください 

9 月24 日（日） 午後1 時～5 時 司会・運営委員 全員 バックパネルの制作 保護者の方もお手伝いください 

10 月8 日（日） 午前9 時～11 時 司会・運営委員 全員 バックパネルの制作 （予備日） 9/24 仕上がっていれば不要 

10 月8 日（日） 午前9 時～10 時 司会 司会の練習（1 回目） パネル制作の場合は、11 時から

10 月15 日（日） 午前9 時～10 時 司会 司会の練習（２回目）  

10 月22 日（日） 午後1 時～2 時 司会 司会の練習（3 回目）  

10 月22 日（日） 午後2 時～3 時 司会・運営委員 全員 全体打ち合わせ 抽選、プレンゼンター、その他 

10 月29 日（日） 午前8時30分集合 司会・運営委員 全員 はつが野祭り 本番  

11 月26 日（日） 午後5 時～7 時 司会・運営委員 全員 はつが野祭り 打ち上げ  

 

 

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 

まで、お願いします。              info@hatsugano-jichikai.com           Page１ 

 

発行：平成２９年 9月 １日

製作：広報委員会 

はつが野自治会 検索 

らくゆう会（はつが野老人クラブ）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  

はつが野自治会館ニュース 

はつが野祭り特集 

はつが野祭り  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 

子ども会からのお知らせ



 

 

 

 ● 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２９年９月１０日（日） 午前９時～１０時 （雨天の場合は９月１８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。 

            清掃場所がよくわからない方は班長さんに確認ください。 

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。 

 

● 9 月の活動予定   

 日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（金） 広報いずみ配布  はつが野通信9 月号発行   

０６日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ペットボトルなど和泉市新分別回収もあります。 

０９日（土） はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０） はつが野祭り プログラム決定 協賛依頼の検討 

１０日（日） 地域一斉清掃（９：００～１０：００） 

里道清掃(１０：００～１１：００) 

敬老祝賀会（１１；００～１３：３０） はつが野自治会館 

司会・運営委員 全体会議  （１６：００～１７：００） 

自治会館委員会  （１７：１５～１８：３０） 

自治会運営委員会（１８：３０～１９：３０） 

ご自宅の近辺と指定地域の清掃 

里道の清掃 

らくゆう会といきいきサロン 「民謡」他 

場所：シニアセンター 

場所：はつが野自治会館 

場所：はつが野自治会館 

１３日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

１６日（土） 自治会館 内覧会 （１８：００～１８：４５） 

自治会定例役員会 （１９：００～２１：００） 

ご自由にご観覧ください。 

１７日（日） 司会・運営委員 （９：００～１１：００） シニアセンター パネルテーマ検討会 

１９日（火） 子育てサロン（９：３０～１１：００） はつが野自治会館  

２０日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ペットボトルなど和泉市新分別回収もあります。 

２３日（土） 防犯パトロール・防犯委員会（９：００～１１：００） 防犯委員の方は参加ください。 

２６日（火） 廃家電の回収 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。 

２７日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

 

● ７月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告   単位：ｋｇ    ５月の大一資源及び米田商店からの還付金 98,260 円 

アルミ缶 新聞 雑誌 段ボール 古布類 
牛乳 

パック 

その他 

紙類 
廃家電 

60 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 4 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 5 円/㎏ 

110 6530 810 2190 470 140 3120 50 

6600 円 45,710 円 5,670 円 15,330 円 1,880 円 980 円 21,840 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   

  

 

【自治会館委員会】【自治会運営委員会】合同会議８月13 日（日） １７：１５～１８：３０ 

  ・映写用スクリーンの設置の確認 （設置日は、７月３０日） 

  ・自治会館を自治会員に貸し出す手続の検討 

  ・災害時要支援者の自治会としての対応の検討                                     Page２ 

  【防犯委員会】８月２６日（土） １０：００～１２：００  ・防犯委員で防犯パトロールを行いました。 

              

【はつが野街づくり推進委員会】８月１２日（土）  平成２９度第４回役員会 １７：００～１９：００ シニアセンター 

 ・アトラクション、飲食ブース、ゲームブース 出店希望者の募集受付終了 

    ・アトラクション チンドンショー、緑ヶ丘幼稚園、いずみ太鼓、鳴子おどり、かけっこ（１）、キッズダンス、ブラスバンド、 

              クイズ大会、ダンスフィットネス、銭たいこ、チアリーディング、かけっこ（２） 

    ・ゲームブース 景品当て、アメちゃんすくい、千本引き、ピラミッドボール、金魚すくい、コイン落とし、スーパーボール 

              ホールインワンゲーム、スピードガン＆的当て、対戦ゲーム（オセロ、五目並べ）、わりばしてっぽう、 

              吹き矢、キックターゲット （出し物未定のものがあります） 

    ・飲食ブース  らくゆう亭（即席うどん、即席やきそば）、ジュハリ（ホットドッグ、ドリンク、ポテト）、中井（おはぎ 他）、 

              プラリンチュ（ケーキ）、Igusa（パスタ入りミネストローネ、ティラミス、サンドイッチ）、 

              ベリーズカフェ（クレープ、ワッフル）、旬の宴安（やきそば、からあげ）、ぷるぷる（クレープ） 

              その他出店候補 本家さぬきや、ぢどり亭など 

 

  【自治会定例役員会】８月１９日（土）１９：００～２０：５０ 

（１）報告事項 

・校区役員会の報告（第一回和泉市就職フェア、グルメグランプリ開催案内、日本赤十字社募金のお礼、秋の運転者講習、 

 市長とのタウンミーティング開催について、関西トランスウェイスポーツスタジアム体験会について、防災リーダー養成講座、 

 大阪８８０万人訓練について、平成３０年度町会館等整備助成制度申込について） 

 ・自治会館委員会報告  ・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 

・費用支出申請 

・はつが野3 号公園への遊具・看板を設置については、近隣の方に集まっていただき、協議した結果、 

 危険でない遊具については、設置してもらってもよいとなりましたが、和泉市の担当部局との打ち合わせをしたい 

 とのことですので、自治会として対応をしていく予定です。 

・自治会の会合の時に、お茶を支給 – 今回の役員会から、ペットボトルのお茶、コーヒーを必要な方が適宜入れる、 

ということで運用を開始しました。 

・はつが野祭り ゲームブース仮払い金額についての検討 

・回覧板を早くまわす方法についての検討（班の中で２部まわす、最終返却希望日を記載する、など） 

いきサロンからのお知らせ 
 

 

 

● 8 月の活動報告   

8 月13 日（日） 午後１時３０分から３時まで はつが野自治会館 映画会 ｢彼岸花｣ 

ボランティア１0 名 メンバー１3 名  合計23 名 

小津安二郎監督の初期のカラー映画。往年の名俳優・女優の絢爛豪華なキャスト。 

じんわりと温まる人間ドラマに感動しました。 

 

● 9 月の活動予定 

9 月１0 日（日） 午前1１時から午後1 時30 分まで はつが野自治会館 （シニアセンターではありません） 

らくゆう会と合同で「敬老祝賀会」を開催します。 

民謡のグループに来ていただき、たっぷりとすばらしい歌声を堪能していただきます。 

 

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       
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自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 

いきいきサロンからのお知らせ 

自治会からのお知らせ 


