
はつが野祭りについての｢司会｣、｢こども運営委員｣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。    

      ブロック    班      氏名         電話番号             

 

●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。はつが野３丁目自治会、はつが野松風台自治会の方と協力して 

司会をやっていただきます。経験、未経験を問わず、チャレンジしてみませんか？ 

 

●はつが野祭りでの「こども運営委員」を募集（新規） 

            対象： 小学生、中学生 

     はつが野祭りの｢テーマ｣の検討、｢バックパネル｣の制作、運営についてのアドバイス、をしていただきます。 

     10 月 6 日（日）13 時～14 時 シニアセンター和室 テーマの検討会 

     10 月 13 日（日）10 時～12 時 シニアセンター バックパネルの制作 

 

最下段の通信欄にお名前（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、9 月 19 日（木）までに班長さん 

宅までお届けください。 

                                                                                  

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】   8 月17日（土）19：00～21：00 シニアセンター                                                                 

（1） 大規模地震・津波等の防災について 

今西防災委員（防災士資格あり）から、平素の心構え 防災備品等の準備についてお話をしていただきました。 

（2） Ａ３対応プリンター複合機の購入について 

はつが野通信の編集の合理化・効率化・迅速化を図るためＡ３対応のプリンター複合機 １台を購入することが承

認されました。 

（3） 地域一斉清掃の日程について 

９月８日（日）9：00～10：00 ブロック単位で一斉清掃を行うことが決まりました。 

 

【防犯防災委員会】  8月 24日（土）11：00～12：00 

拡大防犯防災委員会 自治会に自主防災組織をつくることとなりました。 

○ 組織の構成、内容、任務等について検討しました。 

 

 【自治会館建設委員会】  

現在、のぞみ野自治会館を建設中の（株）貫野建設の社長と幹部の方に来ていただき、建物の構造、経費等に 

ついて説明を聞きました 

 

 【はつが野街づくり推進委員会】 

 11月 3日（日）青葉はつが野小学校で開催予定のはつが野祭りについて 

○ アトラクション、飲食ブースの追加と参加状況について検討しました。 

○ 各団体ブースの出し物について確認しました。 

○ 協賛依頼の候補先の選定と担当者を決めました。 

 

= はつが野通信 平成25年9月1日号 完 =  
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みなさん こんにちは。 

猛暑が大分やわらぎ、空は高くすじ雲が流れ、新涼がそこまでやってきているようです。 

暑い夏を一層熱くした全国高等学校野球大会が終わり、日本中が涼しくなった気がします。みなさんは、どこを応援

されましたか。地元大阪代表 ？ それとも、出身地故郷の代表だったでしょうか。 

試合後の汗まみれ、泥まみれ、涙まみれの選手の姿を見ると、勝敗の結果よりも今までの厳しい練習やチームワーク

等努力の結果が大事であり、本人のこれからの人生にとって大変役立つこと間違いないと思いました。 

 

 

 

● ヤマダ・エスバイエルホームが宅地分譲開始 

はつが野自治会区域内で最後の空き地になっていた、はつが野１丁目３２番 面積 約２１,０００平方メートル

を、住宅メーカーのエスバイエルホームが昨年１２月から宅地造成工事をしておりましたが、本年７月で工事が完

了しました。全部で９０区画の宅地が完成し、本年８月から２年間で販売の予定だそうです。既に、第１期宅地分

譲として３６区画が８月から販売開始になっています。 

当自治会では、地域の安全を守るため、宅地造成工事の段階からエスバイエルと連絡を取りながら、騒音防止や

工事用車両による交通事故防止等に取り組んできました。 

間もなく、住宅建築工事が始まると予想されますが、当自治会は、今後も引き続きエスバイエルと連絡を取りな

がら、地域住民に迷惑をかけないような方法で、工事が進められるよう取り組んでいきます。 

 

● 地域一斉清掃を実施します 

  下記の要領で地域一斉清掃を実施します。ご協力くださいますようよろしくお願いします。 

   ・ 実施日時    ９月８日（日）午前９時～１０時 

   ・ 清掃場所    ブロック内のゴミ拾い、草抜き、側溝清掃 

   ・ 当日の準備   ゴミ袋、土嚢袋は自治会で用意します。清掃用具は各ご家庭でご用意をお願いします。 

             （雨天の場合は９月１５日（日）同時刻に延期） 

             ブロック長、班長さんの指示に従い清掃をしてください。 

 

地域一斉清掃時に合わせて公園などの清掃活動にも取り組むことになっています。ご協力よろし 

くお願いします。 

場      所 担      当 

里道 １０ブロックＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ班 

かぐらざき公園 ８、９ブロック 

自治会用地（１丁目２４番５号） １、２、３、４ブロック 

自治会用地（２丁目２７番１号） １０ブロックＦ班と１１ブロック 

周回道路および空地 ６ブロックと７ブロック 

はつが野１号公園と３号公園 子ども会 

   

● ７月度の古紙類およびアルミ缶回収報告 

                 ７月の大一資源からの還付金   ６３,４６０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 

60円/㎏ 10円/㎏ 4円/㎏ 4円/㎏ 4円/㎏ 4円/㎏ 4円/㎏ 4円/㎏ 

105㎏ 600㎏ 8,460㎏ 1,400㎏ 1,590㎏ 770㎏ 110㎏ 460㎏ 

6,300円 6,000円 33,840円 5,600円 6,360円 3,080円 440円 1,840円 

・ ９月の回収日は、４，１１，１８，２５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下さいますよう、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。 
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はつが野自治会 検検検検    索索索索    

発行：平成２５年 9月 1日  

製作：広報委員会 

自治会からのお知らせ 



● タバコの吸い殻のポイ捨てはやめましょう 

最近、路上やその周辺にタバコの吸い殻が目立ちます。吸い殻のポイ捨ては、街の美観延いては街の品格を損な

います。 

愛煙家にとって一服の煙草は、ストレスの解消や思考力の集中に欠かすことのできないものと思います。 

しかしながら、近年、タバコの煙は健康に良くないという結果が公表され、会社や公共施設では喫煙場所が限定

され、家庭においても、家の中では喫煙禁止のご家庭もあると思います。 

従って、愛煙家の方は、通勤途中や散歩の途中等戸外でタバコを吸う機会が多々あると思いますが、タバコの吸

い殻は、道路やその周辺に捨てずに必ず自分で持ち帰りましょう。 

                                                                                                                   

● ８月の活動報告 

１日（木） 広報いずみ配布 はつが野通信８月号発行 

３日（土） 17：00～18：00はつが野祭りの出し物 ブロック別検討会 

７日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

１０日（土） 17：00～19：00はつが野街づくり推進委員会役員会 

１１日（日） 17：00～18：00会館建設委員会 18：00～19：00自治会運営委員会 

１４日（水） 古紙類・アルミ缶回収 8：30～10：00会館用地草刈清掃（運営委員） 

１７日（土） 19：00～21：00自治会定例役員会 21：00～夜間パトロール 

１９日（月） シニアセンター植栽水やり 

２１日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

２２日（木） シニアセンター植栽水やり 

２４日（土） 11：00～12：00拡大防犯防災委員会  

20：00～校区青少年問題協議会防犯パトロール 

                                                    

● ９月の活動予定 

１日（日） 広報いずみ配布 はつが野通信９月号発行 

４日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

８日（日） 17：00～19：00会館建設委員会 19：00～20：00自治会運営委員会 

１１日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

１４日（土） 17：00～18：00はつが野街づくり推進委員会役員会 

１８日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

２１日（土） 19：00～21：00自治会定例役員会 21：00～夜間パトロール 

２５日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

２８日（土） 9：30～10：00防犯パトロール 10：00～12：00拡大防犯防災委員会 

20：00～校区青少年問題協議会防犯パトロール                                                                                   

  

                                                                                                            

   を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

8 月の活動報告   

8 月 20 日（火）実施  2 組 4 名参加   ボランティアのメンバーと夏休みの小学生さんも参加してくれて、ゆったり、 

のんびりおしゃべりを楽しみました。  センターの涼しい会場で子育ての事・幼児マッサージ の事いろんなことで話に 

花が咲きました。   

 

9 月の活動予定  

９月 17 日（火） 9 時半～11 時 開催場所： 青葉はつが野シニアセンター 

内容：心地よい睡眠のための・夜泣きのための、いろんな場合に使える、幼児マッサージとスキンシップのお話と指導。   

すっごくためになります。  

10 時頃からマッサージを始めますので、それくらいまでにお越しくださいね。 

 

まだまだ暑いのでタオル等お忘れなく。   

お茶はサロンで用意しています。         詳細は篠原（電話 ５４－３９３８））））までご連絡ください。    
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にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  

                                                                                             

 

   ８月の活動報告 

    ８月 ２６,２７,２９,３０日の４日間 朝 7 時から、かぐらさき公園で、ラジオ体操を行いました 

 

９月の活動予定 

  子ども会での公園掃除を行います 

     日時 ９月８日（日） ９時３０分から１０時 

     場所 はつが野１号公園（ぞうさん公園） → ④⑤⑥⑦⑧班 

         はつが野３号公園（１丁目の公園） → ①②③班 

   ★ 各ご家庭の班にあたる公園に集合となります 

   ★ ほうき、ちりとり等、掃除道具は各自持参でお願いいたします 

 

９月中に 後期の会費徴収のお知らせ、１０月のイベントのお知らせ等お配りさせていただきます 

確認をお願いいたします 

 

                 子ども会入会希望の方は 副会長 藤村 まで  ５３－２９８７                                                 

                                                                                               

                                                                       

 

 

  敬老祝賀会のお知らせ 

    9 月 15 日（日）午前 10 時～12 時 30 分  シニアセンターにて 

    顕彰者の表彰  尺八の演奏 グループ別カラオケ合戦 ピンゴゲーム等予定しておらます。 

 

 はつが野まつり（11 月 3 日）フリーマーケット商品寄贈のお願い 

    ご家庭で眠っている〔日用雑貨〕〔装飾品）〔電化製品）〔衣料品未使用のみ）等不要なものがありましたら、 

    是非ご寄贈賜りますようお願い申しあげます。9 月 15 日〔日）よりシニアセンターにて受付させていただきます。 

 

                                          お問い合わせ  会長  上林  ℡ ５３－１１４０  

 

                                                                                    

 

                   

8 月の活動報告   8 月 11 日（日） 和田の五風荘で昼食会 

                 真夏の太陽が照りつける中、 五風荘からの出迎えバス 2 台に分乗して 38 人が参加しました。 

             お造り、前菜箱、てんぷら、豚しゃぶしゃぶ、赤だし、セイロ蒸し野菜炊き込みご飯、ケーキとコーヒー。 

             お腹いっぱいになったところで、ビンゴゲームで盛り上がりました。 

             庭を散策する時間がなかったので、近いうちに｢なっちゃん石｣などを見て回りたいと思います。 

            

９月の活動予定  ９月 15 日（日） 午前 10 時 シニアセンター（青葉はつが野シニアセンター）集合 

            らくゆう会と合同で｢敬老祝賀会｣を開催します。 昼食付き。 終了予定 12 時 30 分 

        

                                          問い合わせ    柴 ｔｅｌ ３９－１５８０    

                                                                                                    

はつが野祭り特集 

                                            

今年の「はつが野祭り」は、下記の通りに開催の準備を進めています。 

11月 3日（日）青葉はつが野小学校 9時 30分～15時  

自治会では、はつが野 3 丁目自治会、はつが野松風台自治会と合同で行うよう「はつが野街づくり推進委員会」を 

作り、はつが野祭りの準備を進めています。 

 

 「司会」 については、継続募集します。 

「こどもアナウンサー」は、4 人の方の応募がありましたので、一応募集を終了します。 

「トラック運転手」については、役員の方で対応を検討します。 

｢こども運営委員｣を新たに募集しますので、ご応募をお願いします。                         Page 3                                                   

らくゆう会からのお知らせ 

子ども会からのお知らせ 

いきいきサロンからのお知らせ 


