
 

  

 

 

 

みなさんこんにちは。東日本大震災が起きてからすでに 110 日余りが経過しましたが、未だに被災地では、苦悩の 

生活が虐げられています。政府の救済対策と私たちの支援が必要です。災害はいつ、どこで起きるかわかりません。 

｢備えあれば憂いなし｣常に非常時に備え次の事項に努めていきましょう。 

① 住宅の耐震性強化 ②窓ガラスの飛散防止 ③家具の転倒防止 ④スリッパ、笛、懐中電灯の備え ⑤水を備える 

⑥災害用伝言ダイアル（171） ⑦避難場所を確かめる ---（北淡震災記念公園震災の語り部より） 

 

 

 

 

●地域一斉清掃のお礼 

   6 月 12 日（日）に実施いた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。 

   次回は 9 月に実施いたしますので今後とも隣近所の方にも声を変え勝手いただき、班内一致協力して地域の美化運動 

   として各世帯 1 人は、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

●公園での遊びには十分な注意の心がけをお願いします。 

   緑ヶ丘４号公園周辺の方から、｢いろんなボールが一般住宅に入って困る｣との苦情が上がっております。 

   公園周辺の住宅には迷惑のかからないよう、お子様に注意をお願いします。またかぐらざき公園の山林の内には 

   散歩道となっておりますが、不審者の侵入などの危険から守るため、特に小さなお子様には注意をお願いします。 

   自治会としても、危険防止のため、和泉市公園緑地課に対し、見通しをよくする対策をお願いしています。 

 

●自治会地区内での擁壁工事について 

   1 丁目 13 番地、1 丁目 27 番地と 28 番地において、7 月から地区内宅地造成工事にかかわる擁壁工事が 

   行われます。工事に際しては、近隣住民の安全対策に配慮し、作業を行うよう工事関係者にお願いしておりますが 

   十分ご注意いただきますよう（特に子どもさんには）お願いいたします。 

    

 

●自治会ウェブサイト （http://www.hatsugano-jichikai.com） 

  自治会のウェブサイト（ホームページ）を見るには、まずヤフーかグーグルなどの検索エンジンのページで 

検索キーワードのところに【はつが野自治会】と入力して検索ボタンを押してください。すると検索結果ページの、 

一番上に【はつが野自治会】が出てきます。それをクリックしてください。 

アドレス（http://www.hatsugano-jichikai.com）を直接打ち込んでいただいても OK です。  

 個人情報が掲載されているページについてだけ、ID/パスワードの入力を求められますが、ほとんどのページは 

 自由に閲覧できるようになっています。 

 サイトについてのご意見は info@hatsugano-jichikai.com  までメールをお寄せください。 

●６月の活動報告 

１日（水） はつが野通信 6 月号発行、広報いずみ配布 

1 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

８日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   １２日（日） 9:00～10:00 地域一斉清掃、 10:00～11:00 里道清掃、11:00～12:30 自治会運営委員会・会館建設委員会 

   １５日（水）古紙類・アルミ缶回収 

  １８日（土） 19:00～21:00 自治会定例理事会、イベント実行委員会、 21:00～夜間パトロール 

  ２２日（水）古紙類・アルミ缶回収 

  ２９日（水）古紙類・アルミ缶回収 

 

●７月の活動予定 
１日（金） はつが野通信 7 月号発行、広報いずみ配布 

６日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   １０日（日） 9:00～10:00 里道清掃、9:30～11:00 はつが野祭りブロック会議 11:00～12:30 自治会運営委員会・会館建設委員会 

   １３日（水）古紙類・アルミ缶回収 

  １６日（土）17:00～18:30 ブロック会議 19:00～21:00 自治会定例理事会、イベント実行委員会、 21:00～夜間パトロール 

はつが野自治会 検検検検    索索索索    

発行：平成２３年 7月１日  

製作：広報委員会 

自治会からのお知らせ 



  ２０日（水）古紙類・アルミ缶回収 

  ２7 日（水）古紙類・アルミ缶回収 

 

●5 月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                       5月の大一資源からの還付金 58,850円 

アルミ缶 ペットボトル 新 聞 雑 誌 ダンボール 布 類 牛乳パック 

60円/Kg 10円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 

150Kg 270Kg 5,200Kg 1,650Kg 1,320Kg 1,260Kg 0Kg 

9,000円 2,700円 26,000円 8,250円 6,600円 6,300円 0円 

 ※7777 月月月月の回収日は 6666 日、日、日、日、13131313 日、日、日、日、20202020 日、日、日、日、22227777 日日日日のいずれも水水水水曜日曜日曜日曜日です。 

※当日の朝８時までに各戸前の敷地の外側に出してくださいますようお願いいたします。 

※ペットボトルは軽く中を洗ってこの日にお出しください。ふたは外して出してください。 

 

 

 

 

６月４日「紀泉わいわい村」へ遠足に行きました。   

縦割り班でカレーをつくりました。 

薪割から始め火起こし、かまどでの炊飯、みんな頑張っておいしいカレーが出来ました。 

その後川遊びや自然の宝探しなどみんな大はしゃぎの楽しい１日でした。(^^♪ 

 

 

 

  

 

 

 

 

子ども会からのお知らせ 



   を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

 

６月 21 日のにこにこクラブは  参加者 52 名 （25 組） 歯科衛生士さんによる歯ブラシ指導と歯のお話。 

「大切な歯」皆さん真剣に話を聞かれていました。  

 

7 月のにこにこクラブは 7 月 19 日（火） 10 時～11 時（受付開始 9 時 45 分） 場所：シニアセンター  

内容；体操・歌・おしゃべり。初めての方も毎回たくさん参加されています。 

みなさん一緒に楽しみましょうね～。 

暑くなってきていますので、お子様の飲み物、タオルお忘れなく。  

 

今後の予定・・・8 月の子育てサロンはお休みです。  

9 月からは「青葉はつが野小学校多目的ホール」にて子育てサロンを実施します。 

 

 

 

 

   ６月２日 バス旅行に行って来ました。 

前日まで大雨でしたが、当日は梅雨の晴れ間に恵まれ、総勢３２名の参加で今大河ドラマで放映してます＜江＞浅井３姉妹の 

ふるさとでもある滋賀県長浜にあります、浅井 江ドラマ館、浅井歴史民族資料館等を楽しく見学し、昼食は近江牛豪華すき焼き 

御膳をいただきました。 

午後からは彦根城を見学、天守閣より眺める琵琶湖の景色は素晴しかったです。皆さん満足し帰路につきました。 

 

          蝶のごと  湖北の山の  山法師   （ 三吾 ） 

  

          古城より  琵琶湖眺むる 梅雨晴間  （ 通康 ）お問い合わせ     

 

        お問い合わせ     会長  上林   （５３－１１４０） 

 

     6 月 12 日（日）  ｢マジックショー｣ 

       ボランティアグループ｢マジックレインボー｣のお二人による華麗なマジックに魅了されました。 

 

7 月 10 日（日） 13:30～15:00  シニアセンター ｢七夕祭り｣です。短冊に願い事を記し、こよりを通して笹に吊り下げます。 

 

今後の予定   8 月 14 日（日）13:30～15:00  シニアセンター  フラダンス 

          9 月 18 日（日）10:00～12:30 シニアセンター  敬老祝賀会 

 

 ●本年度“米寿”（８８才）をお迎えになられる方をお知らせください。 

   平成 23 年 4 月から平成 24 年 3 月までに“米寿（88 才）”になられる方に「敬老祝い金または記念品」を 

贈呈させていただきます。自治会では、自治会員個人、およびご家族の生年月日を把握しておりませんので、 

お届けいただくことにより、お祝いをさせていただきたいと思っております。お手数ですがメモ用紙に該当の 

方の「ご氏名、よみ、ご住所、電話番号、生年月日」を記載していただき、封筒に入れて担当の班長さんまで 

ご提出をお願いします。 9 月 18 日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。 

 

この受付は平成 23 年 8 月 19 日まで受付させていただきます。 

班長さんは 8 月 19 日までにブロック長さんまでお届けください。ブロック長さんは 8 月 20 日の役員会に 

メモをお持ちください。 

 

自治会専門委員会からのお知らせ 

 

   【環境街づくり委員会】 5 月 8 日開催 

     はつが野地区内における公園等の清掃活動への取り組みについて協議し、7 月度定例役員会で結論を得ることと 

     しております。 

       対象：はつが野 1 号公園、はつが野 3 号公園、里道、かぐらざき公園、自治会用地 1 丁目、自治会用地 2 丁目 

いきいきサロンからのお知らせ 

らくゆう会からのお知らせ 

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  



 

    【防犯防災委員会】 5 月 28 日、6 月 18 日開催 

     震災等の災害に備え、防災のための取り組みに必要なことを整備して行きます。 

     2 回の会合で、今後掘り下げていくポイントを 4 つに絞りました。 

1) 震災時の家族の連絡をどう取るか？ 

2) 自治会と会員の情報連絡、自治会と行政、学校などとの情報連絡の取り方。 

3) 要介護者の把握と災害時の対応 

4) 各家庭での災害への備えの意識高揚 

 

     『災害時の家族との連絡』 

       東日本大震災では、携帯無線局が水没し、携帯電話が使えなくなるという事態が発生しました。 

       それに対して、SNS（ソーシャルネットワークサービス）である『 Mixi 』『 Twitter 』『 Facebook 』は、 

          切れることなく繋がり、コミュニケーションが取れたという報告があります。SNS は、インターネット回線を 

       使っていて、（つまりサーバー経由でつながる）、たとえどこかのサーバーが使えなくなっても、すぐに 

       代替回線を探し当てて、回線が切れないように、常に安定した通信が出来るように設計されているからです。 

 

       そこで、6 月の会合で、『イマドコ』というソフトが提案されました。携帯のインターネットサイト、スマートフォン 

       でソフトをインストールすることが出来ます。このソフトを起動すると、GPS 機能を持った相手方に自分が現在 

いる場所を地図上で連絡することができます。家族みんながこのソフトを入れておくと、いざというときに 

大変便利に使えると思います。 

 

『我が家の防災対策』を募集します。 

   こんなことをやっている、心がけているということを、教えてください。 

   来月号からはつが野通信で紹介させていただきたいと思います。 

 

   自治会ホームページに掲示板を設置しますので、書き込みをお願いします。 

   また、メールでご連絡をお願いします。 

   または、メモに書いていただき、封筒に入れて、班長さんにご提出ください。 

 

    【自治会館建設委員会】6 月 12 日開催 

      5 年後の平成 28 年度を見据え着実な竣工を目指し、近隣自治会の会館建設にかかわる事例の資料の収集を 

      行う。合わせて自治会の法人化についても研究を行う。 

 

        自治会館の建設について、アイデア、ご意見をお願いします。 

a) 自治会ホームページに『掲示板』を設置します。そこに書き込みをお願いします。 

b) 自治会宛にメールを送っていただいても結構です。 info@hatsugano-jichikai.com  

c) メモに書いていただき、封筒に入れて、班長さんまでお届けください。 

 

      今までに出ている意見、アイデアは下記のようなものがあります。 

        窓には電動シャッターを付ける。  

        段差はなくし、スロープを付けてバリアフリーとする。 

        2 階への移動には階段とは別に、ホーム用のエレベーターを設置する。 

        照明は LED ライトにする。 

        屋根には太陽光発電パネルを設置する。 

        オール電化 

        2 階にもトイレを設置する。 

 

    費用としての見積もりが 3,000 万円ですので、すべての要望をかなえられるのは難しいとは思いますが、 

    私たちひとりひとりの手作りの自治会館に仕上げて行きたいと思います。 

     アイデア、ご意見をよろしくお願いします。 

    

= はつが野通信 平成 23 年 7 月１日号 完 = 


