
 

  
 
 
 

みなさん、こんにちは。 

7 月中旬、梅雨末期の暖湿流により発生した九州北部の記録的な猛烈な豪雨は、土石流となり住居を襲い尊い人命と 

住居を奪いました。被災地の方々へ心からのお悔やみとお見舞いを申し上げます。 

梅雨も過ぎ、早朝からセミの鳴き声とともに猛烈な日差しが照りつけ、夏本番の到来となりました。熱中症に注意しましょう。 

熱中症は身体の水分と塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が破たんするなどして起こります。 

熱中症を防ぐには、①外出時は帽子などを着用してできるだけ直射日光を避けましょう。②水分をこまめに取りましょう。 

③室内でも通気を良くするなどして暑い場所に長時間いることは避けるようにしましょう。④高齢者の方は脱水症状になりやすく 

暑さに対する抵抗力が弱いので気を付けましょう。 

 

 
 

 

●大規模災害時の要支援者名簿の作成について 

     この度自治会では、大規模災害時の要支援者名簿を作成することにしました。 

     従来、和泉市危機管理室でもこの届の受付をしていますが、情報が和泉市が管理し、事前に 

     「災害対策本部」、「消防本部」および地元の「校区社会福祉協議会」、「民生児童委員」に提供されることに 

     なっています。 自治会では、このシステムでは、実際に災害が起こった時に、「校区社会福祉協議会」または 

「民生児童委員」が対応できるのかという心配と、一次行動を起こすのは、やはり自治会でなければならない 

との信念で、改善の対応策を検討してきました。 

 

この度、和泉市危機管理室と協議のうえ、当自治会が作成した書式で和泉市としても他の届の方と同等の 

対応をすることが決まりましたので、正式に名簿の作成準備に移らせていただきます。 

 

詳細は 4 ページをご参照ください。 

 

●和泉市辻市長とのタウンミーティング 

8 月 8 日（水）午後 7時～9時 あおば会館（青葉台）にて辻市長とのタウンミーティングが開催されます。 

参加は自由です。 あおば会館の住所は和泉市青葉台 2丁目１です。 

 

●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。（最終） 

   平成 24 年 4月から平成 25 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、 

ご連絡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 16 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 24 年 8月 16 日までの受付とさせていただきます。 班長さんは 8 月 17 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 18日の役員会にメモをお持ちいただき、発表してください。 

 

はつが野祭り 10月 28日（日）青葉はつが野小学校 10時～15時  

自治会では、松風台自治会、はつが野 3丁目自治会と共同で行うはつが野祭りの準備を進めています。 

 「司会」と「こどもアナウンサー」を募集しますので、奮ってご応募をお願いします。 

                                                                        

裏面の通信欄にお名前（フルネーム）、電話番号、項目を書いていただき、封筒に入れて、班長さんまでお届けください。 

8 月 16 日（木）までにお願いします。 

 

●はつが野祭りでの「司会」を募集（継続） 

  女性の方を募集します。ご友人と一緒でも大歓迎です。松風台とはつが野３丁目自治会の方と協力して司会を行って 

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？                   Page 1 
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●はつが野祭りでの「こどもアナウンサー」を募集（継続） 

  小学 4 年生以上～6年生までの男女を募集します。 松風台とはつが野３丁目自治会の方と協力してイベントの 

    案内、進行などをアナウンスしていただきます。 チャレンジしてみてください。 

 

●はつが野祭りでの「トラック運転手」を募集（継続） 

  10月 27 日（土）および 28 日（日）にかけて、テーブル、テント、などの機材を和泉市役所、和泉市社会福祉協議会、 

    緑ヶ丘幼稚園、南池田中学校、などから借りて、また返却する作業があります。運転手が不足しています。 

    トラックを運転できる方で、両日、またはいずれかの日お手伝いをしていただける方、ご連絡をお願いします。 

    また、もしトラックをお持ちの方で使わせていただける方がおられましたら、ご連絡をお願いします。 

                                                  

                     

●７月の活動報告 

1 日（日） 広報いずみ配布  はつが野通信 7月号発行  17:30～18:30 防犯防災委員会 20:00～21:00 会館建設委員会  

4 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

8 日（日） 11:00～12:00 自治会運営委員会 

11 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

14 日（土） 17:00～19:00 はつが野街づくり推進委員会 

18 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

21 日（土） 17:30～18:30 ブロック別はつが野祭り検討会 19:00～20:00 自治会定例役員会  20:00～夜間パトロール                                                          

  25 日（水） 古紙類・アルミ缶回収        

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

●８月の活動予定 

1 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 広報いずみ配布  はつが野通信 8月号発行   

5 日（日） 17:30～18:30 防犯防災委員会  

8 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

11 日（土） 17:00～19:00 はつが野街づくり推進委員会 

12 日（日） 11:00～12:00 自治会運営委員会   里道清掃； ８月の里道清掃はお休みです。  

15 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

18 日（土） 19:00～21:00 自治会定例役員会  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                                                                       

                                                                              

●6 月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                       6 月の大一資源からの還付金 50,750 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 その他紙類 

50円/Kg 10円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 5円/Kg 

95Kg 250Kg 5,720Kg 1,000Kg 1,180Kg 560Kg 90Kg 150Kg 

4,750円 2,500円 28,600円 5,000円 5,900円 2,800円 450円 750円 
  
※８月の回収日は 1 日、8 日、15 日、22 日、29 日のいずれも水曜日です。   

※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。 また、風に飛ばされないようにして出して下さい。  

                                                                                                                                

                                                                                             
 
  ７月の活動は、ありませんでした。 

  

８月の活動予定 

       ラジオ体操のお知らせ 

       ８月２７日（月）～ ８月３１日（金）７時から 

       かぐらざき公園で行います。 

                             子ども会入会希望の方は、副会長岩村まで 53－3430            Page 2             
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   を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 
 
７月の「にこにこクラブ」 

 ７月１７日（火）実施；１３組２８名参加 

     当日はとても暑かったのですが、涼しい「小学校多目的室」でボール遊びと・おしゃべりを楽しみました 

  

８月の「にこにこクラブ」はお休みです。 

 

９月の「にこにこクラブ」  

９月１８日（火） 開催場所：青葉はつが野小学校 多目的室。  

開催時間：１０時１５分～１１時１５分（横門開放９時５５分～１０時５分） 

参加費：無料（非自治会会員家庭 及びモンセーヌの方はお子様１名につき１００円） 

                       

※  詳細ははつが野通信９月号にて。申し込みは不要です。当日お越しください。 初めての方も毎回増えています。  

お気軽にお越しくださいね。                                                                                                                                                                 

                                                                 

 

 

 

  ９月１５日（土）第５０回市老人クラブ連合会大会   和泉市シチイプラザ 弥生の風ホール 
 顕彰者の表彰その他 

  ９月１６日（日）敬老祝賀会 １０時～１３時頃まで シニアセンター 
                                                                                                        
                                                                                    

 

                   

7 月の活動報告   7 月 8日（日） 午後 1時 30 分～3時 シニアセンター（青葉はつが野老人集会所） 

             ボランティアグループ【笑福】さんによる「踊りとマジックと歌」 

             「おかめとひょっとこ」の踊りが秀逸でした。みな腹を抱えて笑い芸の達者さに 

感銘されていました。マジックを楽しんだ後、みんなで｢スンバ踊り｣を踊りました。 

                       

8 月の活動予定  8月 12 日（日） 午後 1時 30分～3 時 シニアセンター（青葉はつが野老人集会所） 

             ボランティアグループ【青春１９】さんによる「フラダンス」です。 

             「フラダンス」の指導のあとみんなで踊ります。腰みの付けて夏の一日を 

ハワイに行った気分で、楽しみましょう ！ 

       

  どなたでもご参加いただけます。はつが野にお住まいの 60 歳以上の方を対象とさせていただいています。 

  参加費 100円（傷害保険とお菓子代です） 

問い合わせ    柴 ｔｅｌ ３９－１５８０                                                

 

                                                                                                                                                                                                              

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 

 
●自治会役員会報告   7 月 21日（土）19 時～20時 シニアセンター                                                                    

     1) 和泉市辻市長とのタウンミーティング開催 8 月 8日（水）午後 7時～ 青葉会館         

      2) 防災訓練 11 月 4日（日） 南池田中学校                

3) 会員世帯数 7月 21 日現在 774 世帯                                                     

 

 【防犯防災委員会】  7月 1 日 17:30～18:30 シニアセンターで開催  

    ｢要支援者名簿｣ 

データ保管、書式、和泉との連携、会員への周知方法、届の回収方法などについて協議しました。 
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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  

いきいきサロンからのお知らせ 



はつが野祭りについての司会、こどもアナウンサー、運転について、ご応募いただける方は記載して 
班長さんにご提出ください。 また、米寿になられる方についても、ご記載ください。 
      ブロック    班      氏名         電話番号              
 

 【環境街づくり委員会】   

    ｢環境リサイクル会議｣での報告 

     家庭から出るゴミの中の４分の１は、｢その他紙類｣に分類される【再生用古紙】です。 

     それぞれのご家庭でも、ゴミ箱に気軽に入れている「チラシ」「スーパーのレシート」「菓子などの包装紙」 

     を毎週水曜日の古紙回収の時に袋また紙のショッピングバッグなどにまとめて入れて出してください。 

     再生資源としてよみがえることにつながります。ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

●ベルマークのご協力おねがい 

青葉はつが野小学校 PTA から協力依頼が来ています。同時配布のチラシにあるように、遊具を購入するために 

あと 10 万点が必要で、自治会にも協力を求められています。使用済みインクカートリッジについては、小学校へ 

直接持って行っていただくか (呼び出しボタンで用件を伝えたら、先生が取りに出て来てくれます)、または、ご近所の 

小学生に託してください。 

 

「災害時要支援安否確認情報」の取り扱いについて  

はつが野自治会として、大災害時の対策の一環として重度障害者及び要援護高齢者等の安否情報の登録を進めてまいります。 

情報の取り扱い方針について、ご説明させていただきます。 

 

1）「安否確認情報の登録申込書」の取り扱いについて 

a) ｢申込書｣のコピーを 1 部作成します。 

b) そのコピーをスキャンして PDF ファイル形式で保存します。 

保存先は、自治会が使っているクラウド上のストーレージとします。 

アクセスは自治会役員の限られたメンバーとします。 

     c) 上記の作業の後、コピー1 部は、自治会の貸金庫で保管します。 

     d) 原本を和泉市へ提出します。 

 

 2) 個人情報の取り扱いと災害時の自治会の役割について 

     a) 大災害時、和泉市が本当に要支援者の救護に当たって、一次行動は自治会がすべきと考えております。 

       その場合、個人情報をどのように保管するか、また必要な時にどのように閲覧することができるかが、重要です。 

申込書の PDF ファイルを、クラウド上の自治会専用のオンラインストレージに保管することで、万が一、災害で 

パソコンなどが被害を受けた時でも、支障なく、必要な情報を閲覧することができ、必要な行動を取ることができる 

と思います。 

 

 b) アクセス権 

     自治会役員の中の限られたメンバーに限って、アクセス権を付与します。 

 

    c) セキュリティー（安全性） 

     オンラインストーレージでの保管については、ファイヤーウォールのしっかりしている信頼のできるところに設定し、 

アクセス時には ID、パスワードの入力が必要なように設定します。 

以上 

                                                                        = はつが野通信 平成 24年 8月 1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。                                                                                 


