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製作：はつが野自治会広報委員会

検 索

はつが野自治会

みなさん、こんにちは。
今年も運動会、お祭りが終わり、日増しに秋の深まりを感じる今日この頃です。日中は暖かさがあり、行楽にはよい季節ですね。
人ごみの中ではマスクをかけた人を多く見かけるようになりました。インフルエンザ対策がぼつぼつ必要です。主に小児に
RS ウィルス感染症が流行しつつあるようです。注意しましょう。

自治会からのお知らせ

●平成 24 年度後期分の自治会費を集金させていただきます
平成 24 年 10 月～平成 25 年 3 月の自治会費 3,000 円（500 円 x6 ヶ月）を 11 月上旬に班長さんが集金にお伺いしますので
ご協力をよろしくお願い申し上げます。
また、同時に「災害時要支援届」を出されるかどうかを班長さんがお聞きしますので、必要と思われる方は、届出用紙を
班長さんにご提出ください。郵送を希望される方には、封筒と郵便切手をお渡ししますので、会長宅まで郵送をお願いします。

●はつが野祭りのお礼
10 月 28 日（日）はつが野祭りにおきましては、皆さまのご協力、ご支援により、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。 ありがとうございました。
また、開催にあわせて「10 年後の私の夢」を題名とした作品を募集にも、たくさんの投稿をいただき、ありがとうございました。
作品は、タイムカプセルに収容させていただき、２０２２年の自治会イベントのときに、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。
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 2 月末まで掲載させていただきます。
今後も３自治会が一体となり、相互支援、地域世代間交流、子どもたちの思い出づくりのためにも、開催を続けて
行きたいと思っています。
第 4 面にスナップ写真を掲載しました。

●10 月の活動報告
1 日（月） 広報いずみ配布 はつが野通信 10 月号発行
3 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
6 日（土） 19:00～20:00 自治会運営委員会
7 日（日） 17:30～18:30 はつが野街づくり推進委員会
10 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
14 日（日） 9:00～10:00 シニアセンター 子どもアナウンサー 打ち合わせ
14 日（日）10:00～12:00 シニアセンター ステージバックパネルの制作
14 日（日）16:00～18:00 はつが野街づくり推進委員会全体会議
17 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
20 日（土） 17:00～18:30 自治会班長会議
20 日（土） 19:00～21:00 自治会定例理事会 21:00～夜間パトロール
21 日（日） 10:45～12:00 はつが野街づくり推進委員会
24 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
28 日（日） 9:30～15:00 第 7 回はつが野祭り 青葉はつが野小学校
31 日（水） 古紙類・アルミ缶回収

●11 月の活動予定
1 日（日） 広報いずみ配布
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4 日（日） はつが野通信 11 月号発行
4 日（日）
4 日（日）
7 日（水）
10 日（土）
10 日（土）
11 日（日）
11 日（日）
14 日（水）
17 日（土）
17 日（土）
21 日（水）
28 日（水）

9:00～12:00 和泉市地域防災訓練 南池田中学校
17:30～18:30 防犯防災委員会
古紙類・アルミ缶回収
16:00～17:00 はつが野祭りブース清算手続き シニアセンター和室
17:00～18:00 はつが野街づくり推進委員会役員会
17:00～18:00 班長さんの自治会費納金
18:00～19:00 自治会運営委員会
古紙類・アルミ缶回収
18:00～19:00 班長さんの自治会費納金
19:00～21:00 自治会定例理事会 21:00～夜間パトロール
古紙類・アルミ缶回収
古紙類・アルミ缶回収

9 月の大一資源からの還付金 45,980 円

●９月度の古紙類およびアルミ缶回収報告
アルミ缶
40 円/Kg
95Kg
3,800 円

ペットボトル
10 円/Kg
350Kg
3,500 円

新 聞
4 円/Kg
6,470Kg
25,880 円

雑 誌
4 円/Kg
1,300Kg
5,200 円

ダンボール

布 類

4 円/Kg
1,500Kg
6,000 円

4 円/Kg
210Kg
840 円

牛乳パック
4 円/Kg
60Kg
240 円

その他紙類
4 円/Kg
130Kg
520 円

※11 月の回収日は 7 日、14 日、21 日、 28 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。
※資源ゴミ回収の大一資源から還付金の変更について連絡がありました。相場の下落により、買い取り価格が値下がりしています。
8 月回収分から、上記の価格になりました。

子ども会からのお知らせ
10 月の活動報告
１０月２８日（日）はつが野祭りで、『スーパーボールすくい』を出店しました。
１１月の活動予定
１１月１７日（土）９時３０分～１２時
青葉はつが野小学校、体育館にてドッヂボール大会を行います。
みんな勝利を目指して、がんばってね！！
子ども会入会希望の方は、副会長岩村まで ５３－３４３０

を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。
にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
１０月にこにこクラブ
２７組５５名参加
ハロウィーンのかぼちゃ彫りとおしゃべりを楽しみました。
１１月のにこにこクラブ
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（横門を開放９時５０分～１０時５分）
内 容；体操・おしゃべり
参加費；無料。（モンセーヌ・非自治会委員家庭はお子様１名につき１００円）
初めての方もたくさん参加されています。おしゃべりに来てくださいね。
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らくゆう会からのお知らせ
第９回（すこやか文化祭）のご案内
１ 日時 平成２４年１２月５日（水）～７日（金）
２ 場所 和泉シティプラザ
３階
レセプションホール
今回らくゆう会手芸部から２～３点のが展示されます。是非ご覧ください。
はつが野まつり【フリーマーケット】ご協力のお礼
たくさんの方より多数の寄贈品をいただき、おかげさまでにぎやかにフリーケットを開催することができました。又
多くのお客様に喜んでご購入していただきました。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。本当に有難うございました。

いきいきサロンからのお知らせ
10 月の活動報告

11 月の活動予定

10 月 14 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）
手話コーラスを楽しみました。
参加の皆さんも手話技術が大いに向上して来ました。
11 月 11 日（日） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 シニアセンター（青葉はつが野老人集会所）
いきいき健康体操

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
【自治会定例理事会】 10 月 20 日（土）19:00～21:00
1) 平成 24 年度 和泉市福祉協議会共同募金の支払い
2) 平成 25 年度「チョイズ 和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業」説明会に出席。支援金の申請について
3) 10 月 28 日（日）開催の「はつが野祭り」事前準備と進行、運営の協力について
4) 11 月 4 日（日）南池田中学校で開催の平成 24 年度和泉市地域防災訓練参加者について
5) 自治会ブロック・班の再編について 8 ブロック 36 班 → 11 ブロック 52 班 可決承認された。
【環境街づくり委員会】 『町内パトロール』 11 月 11 日（日）午前 9 時～ モンセーヌ交差点に集合
メンバー16 名が 2 班に分かれて、町内の歩道、緑地帯内を含めて町内をパトロールをします。
問題点を見つけ出し、次回以降の活動の方法を検討するための調査をしたいと思います。
広く自治会員のみなさんにも地域の美化活動として、ご参加をお願いします。
【はつが野街づくり推進委員会】 10 月 7 日（日）16:00～20:00
1) 実施計画の再確認、事前準備と進行、役割分担について協議
2) 運営の係わる関係書類の確認（ゲーム無料券、車輌登録証、駐車票、抽選券など）
3) 雨の場合のレイアウト、後片付け、掃除の検討
4) 開催日までの日程（委員全体会議、班長会議、出店者説明会）について協議
【ウェブサイト委員会】
はつが野祭りのスナップ写真をウェブサイトに掲載しました。見に来てください。
【はつが野自治会】で検索していただき、サイトに来ていただいた後、はつが野祭りのページに行ってください。
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= はつが野通信 平成 24 年 11 月 4 日号 完 =

●第 7 回はつが野祭り

観客のみなさん

スナップ写真

太鼓の勇壮な演奏

抽選会 1 等の賞品授与

盛況な屋台のキッチン

こども司会者のみなさん

南池田中学校のブラスバンド演奏

ハローウィンのかぼちゃ

ケスンジャーのシール獲得

かけっこのこどもたち

