
 

  

 

 

 

みなさんこんにちは。町内の運動会、お祭りが終わり、街に静けさが戻りました。日増しに朝夕は冷え込み、秋の深まりを 

感じる今日この頃です。秋は、文化の振興、行楽、また食物のおいしい季節でもあります。 

秋の季節をゆっくりと楽しみましょう。 

 

 

 

 

●はつが野祭りのお礼 

     10 月 30 日（日）はつが野祭りにおきましては、皆様のご協力、ご支援により雨の中とはいえ、大勢の方に参加して 

いただき、無事終えることができました。 ありがとうございした。 

 

また開催にあわせて「10 年後の私の夢」を題名とした作文募集にも 16 人から投稿いただき、ありがとうございました。 

作文は「タイムカプセル」に収容させていただき、2021 年の自治会イベントの時に、開封し、一部の作品を発表させて 

いただき、その後、すべての作品を作者にご返却させていただきます。 

また自治会ウェブサイトに掲載許可をいただいた方の作品については、来年 9 月まで掲載させていただきます。 

 

東日本大震災義援金には、4,706 円の支援をいただきました。和泉市社会福祉協議会を通じて被災地に届けることと 

しております。ご支援ありがとうございました。 

 

●自治会役員会報告 

    10 月 15 日（土）19 時～19 時 30 分 シニアセンターでの自治会役員会にて下記のことが協議されました。 

 

    <平成 24 年度「和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業」について> 

    今年から和泉市において創設された制度で、「イベント等にあらかじめ申請のあった中から支援したい団体を市民が選び、 

一定の支援額（上限額 50 万円）を和泉市がその団体に補助金として交付する制度」で、要件として「周辺地域住民相互の 

    交流促進を目的とした市民活動」で「公益活動であること」とされております。 

 

    当自治会においてもこの制度に基き、周辺自治会と連携し「はつが野街づくり推進委員会」を発足させて、その活動の 

一環として来年度から「はつが野祭り」を開催するという形を取り、和泉市に補助金を申請すべく手続きを進めていくことが 

役員会で可決承認されました。 

                                                                                                 

●１０月の活動報告 
１日（土） はつが野通信 10 月号発行、広報いずみ配布 

4 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

    9 日（日） 10:00～10:50 自治会費集金 11:00～11:45 自治会運営委員会  11:45～12:30 会館建設委員会 

   １1 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   15 日（土） 18:00～18:50 自治会費集金 19:00～21:00 自治会定例理事会、イベント実行委員会、  

   16 日（日） 9:30～11:00 シニアセンター 「はつが野祭り」ステージのバックの制作   

  18 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   23 日（日） 10 時～11 時 シニアセンター こどもアナウンサー打ち合わせ 

   25 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

  29 日（土）「はつが野祭り」テントの借入、13 時～17 時「はつが野祭り」会場準備（役員班長全員） 

   30 日（日） 10 時～15 時 青葉はつが野小学校グラウンド 「はつが野祭り」開催 

 

●１１月の活動予定 
 1 日（月） 広報いずみ配布 

 ２日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

6 日（日） はつが野通信 11 月号発行 

9 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

13 日（日）9 時～10 時 里道清掃 今月は花の植替えです。皆様のご協力をお願いします。                      

   13 日（日）10:00～11:00 防犯防災委員会  11:00～11:45 自治会運営委員会   11:45～12:30 会館建設委員会  Page 1 

はつが野自治会 検検検検    索索索索    
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製作：広報委員会 

自治会からのお知らせ 



１6 日（水） 古紙類・アルミ缶回収                                                                         

19 日（土） 19:00～21:00 自治会定例理事会、 21:00～夜間パトロール 

   23 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

   30 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

 

●9 月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                       9月の大一資源からの還付金 57,450 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 430Kg 5,850Kg 1,250Kg 1,250Kg 460Kg 10Kg 

9,000円 4,300円 29,250円 6,250円 6,250円 2,300円 50円 

 ※11111111 月月月月の回収日は 2222 日、日、日、日、9999 日、日、日、日、11116666 日、日、日、日、22223333 日日日日、、、、30303030 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。 

※あまり朝早く出されますと、自治会の契約業者（大一資源）以外の業者に回収されることもありますので、できるだけ 

  午前 8 時に近い時間で出していただきますようお願いします。 

                                                                     

                                                                                             

 

10 月 30 日（日） はつが野祭りで子ども会ブースで ”スーパーボールすくい”出店しました。 

          雨の中にもかかわらずたくさんの方に来ていただいて大盛況のうち終わりました。 

 

11 月１３日（日） 青葉台子ども会 ・ はつが野 3 丁目子ども会合同のドッチボール大会があります。 

           優勝目指して がんばろう！！ 

 

１２月の予定   12 月 23 日（金・祝日） クリスマス会 

子ども会入会希望の方は 副会長 猪飼まで  0725-39-8816  

 

   を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

10 月のにこにこクラブ（子育てサロン）は・・・  10 月 18 日（火） 41 組、86 名参加   

初めて「青葉はつが野小学校・多目的室」にて活動しました。 体操・ハロウィーンクラフト・元保育士の方による遊び。 

参加者でおしゃべり。 

 

11 月のにこにこクラブは・・・11 月 15 日（火）開催場所；青葉はつが野小学校・多目的室 

門開放時間；正門ではなく北門を開けます。9 時 40 分～50 分（この時間のみ横門を開けます。この時間にお越し下さい） 

開催時間；10 時～10 時 55 分 

内容；ラーメン体操（楽しいですよ～）・歌・手遊び・おしゃべり。皆で楽しみましょう！！！ 

持ち物；上靴 

 参加費：各自治会会員家庭の方は無料。モンセーヌ・非自治会員ご家庭の方はお子様 1 名に付き 100 円 

 

 

 

 

 ●１１月活動予定 

 第８回すこやか文化祭  作品展  主催 和泉市老人クラブ連合会 和泉市社会福祉協議会               

             日 時  １１月３０日 (水）～ １２月２日 (金） １０時～１７時 

             場 所  和泉シティプラザ ３階 レセプションホール 学習室４ 

 

   今回 らくゆう会 花あそび倶楽部よりフラワーアレンジ３点が展示されます。是非ご覧ください。 

  

 ● はつが野祭り (フリーマーケット）のご協力のお礼 

 たくさんの皆様より多数の寄贈品をいただき、おかげさまでにぎやかに開催することができました。 

 たくさんのお客様に喜んでご購入をいただきました。売上金は、らくゆう会の活動資金として有効に使わせて 

 いただきます。本当にありがとうございました。                                                

                                      会長 上林（かんばやし） （５３－１１４０）         Page 2 

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  

子ども会からのお知らせ 



                                                                                    

 

 

10 月 9 日（日） 13:30～15:00  シニアセンター ｢手話コーラス｣ 手話で「この街で」を習いました。 

 

11 月 13 日（日）13:30～15:00  シニアセンター  「健康体操」 イスにすわったままで音楽に合わせて軽い体操をします。    

                                                                                                  

自治会専門委員会からのお知らせ 

 

  【自治会館建設委員会】 10 月 9 日開催 

     下記の件を協議し、検討を進めることになりました。 

１） 各委員が大まかな設計図を持ち寄り、全員で討議を行う。 

今後も、1 階建てか 2 階建てにするのか検討していく。 

 

２） 一方、建設は 2 丁目の自治会用地に計画しているが、1 階建ての場合、土地面積が狭く、会館として 

十分な広さを確保できない。そこで再々度 1 丁目の土地と合わせた面積の用地を別の場所に和泉市・UR に 

確保していただくよう要望をしています。 

 

      みなさんの自治会館についてのご意見・アイデアをお寄せください。 

      http://www.hatsugano-jichikai.com/kaikan.html 

 

●自治会ウェブサイト （http://www.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsugano----jichikai.comjichikai.comjichikai.comjichikai.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.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsuganohttp://www.hatsugano----jichikai.comjichikai.comjichikai.comjichikai.com）を直接打ち込んでいただいても OK です。  

     

   「はつが野祭り」の特集ページで写真などを公開していきます。 

    祭りの当日、家のカギを落とされたかたがいます。水色の首掛けに玄関のカギが付いたものです。 

 「はつが野祭り」の特集ページの落し物コーナーで写真を掲載しますので、お心当りのある方は、会長の鎌野さん 

（電話 53-5360）まで、ご連絡ください。 

 

   

 【防犯防災委員会】 9 月 25 日開催  

   防災に対する取り組みについて、検討を進めています。 

   次回の委員会は 11 月 13 日（日）午前 10 時～11 時 シニアセンターで開催されます。       

 

【はつが野祭り写真特集】   自治会ウェブサイトにはもっとたくさん掲載されていますので、見に行ってください。 

  

開会式 鎌野自治会長                          ハローウィンかぼちゃショー  ミスターショーンハート   Page 3 

いきいきサロンからのお知らせ 



今回のはつが野祭りについてのご意見・今後の祭り開催へのご要望について、みなさまの声をお聞かせください。 

           ブロック    班      氏名        

 

     
    子ども会 スーパーボールすくい                     緑が丘幼稚園  鼓笛隊の演奏 

 

   

皷聖泉 雨が降るのでトラックの中で「いずみ太鼓」の演奏     よさこい「りょく」 体育館での演技 

       

 らくゆう会  フリーマーケット                            和泉総合高校  ミニ SL    

 

= はつが野通信 平成 23 年 11 月 6 日号 完 = 

    

    

 

 

 

 

    

    

    

    

☆☆☆☆ご意見・ご要望は点線で切り取って、班長さんまでお持ち下さい。ご意見・ご要望は点線で切り取って、班長さんまでお持ち下さい。ご意見・ご要望は点線で切り取って、班長さんまでお持ち下さい。ご意見・ご要望は点線で切り取って、班長さんまでお持ち下さい。                                                                                 


