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自治会からのお願いと報告
●モンセーヌの南西にある交差点への信号機の設置について
以前より設置要望を頂いており又今年度の定期総会でも要望を頂きました。和泉警察へは過去にも要望をしていましたが、
再度、９月10 日に和泉警察に信号機設置につき要請しました。優先順位もあり警察にて判断していくとの回答でしたので報告致しま
す。見にくい交差点では一旦停止をし、安全運転をお願いします。
●はつが野 2 丁目バス停付近の歩道への犬の糞の放置について
今年度の定期総会で改善要望を頂いています。自治会では、バス停へのポイ捨て禁止文書の掲示やバス停付近に糞の後始末
の注意喚起文書の掲示を行いました。又、環境委員にて糞の後始末を行いました。愛犬家皆様におかれましてもマナー遵守にご協
力をお願いします。
●資源ゴミの「無断持ち去り禁止札」について
「無断持ち去り禁止札」を業者が持ち帰るとのご指摘を頂いています。大一資源さんには札を持ち帰らないよう申し入れを行いま
した。又、札を無くされた方は班長さんに申し出て下さい。（班長さんはブロック長さんに連絡下さい）
●子ども達の自治会内道路での遊びについて
自治会内道路等狭い場所での遊びについては、事故や近所迷惑につながりかねません。安心・安全な街づくりのため、お子様へ
の目配り等よろしくお願いします。
●和泉市 まちづくりワークショップ
和泉市が作成する都市計画マスタープランの改訂作業にあたりワークショップが開催されるとのことで運営委員がワークショップに
参加しました。（９月３日（水） シティープラザ） 次回は１０月２８日（火）です。私達の街「はつが野」はニュータウンで成長期にあり
ますが、千里ニュータウンの例に見るように後退期を迎える時期がいずれ来るかもしれません。（千里ニュータウンは後退期を脱し、
今は人口が戻りつつあるようです）次回は後退期とならない為にはどのような対策があるかが検討テーマの一つとなっています。
私達の街「はつが野」の将来に向けてのご提案・ご意見等頂きたくお願い致します。

廃家電の回収を開始します。
●自治会として廃家電の回収を始めます。
毎週水曜日に実施している資源ゴミ（アルミ缶）、新分別（新聞、段ボール、ペットボトル、古着等）の回収とは別に家電（コンロ、ホッ
トプレート、携帯電話、掃除機、扇風機、コンポ、パソコン、プリンター、電動工具、傘、鉄製ゴルフクラブ等）の回収を始めます。
詳しくは、別途配布する「ゴミ回収日のご案内」をご覧下さい。ゴミ出しの際には「無断持ち去り禁止札」をご利用ください。
回収日：毎月第４火曜日（午前 8 時までにお出しください）
委託業者：（株）米田商店

和泉市イベントコーナ他
●和泉弥生ロマン ツーデーウオーク
開催日：１０月１８日（土）、１９日（日）の２日間
申し込み：事前申し込みは終了していますが、当日申し込みも可能です。
会場：エコール・いずみ内アムゼ広場
＊詳細は９月に配布しました「第１６回 和泉弥生ロマン ツーデーウオーク」の案内チラシをご覧ください。
●パスポート窓口の設置
和泉市役所でパスポートの手続きが可能になります。
１０月 1 日から市民課パスポート窓口（９９-８４１０）で可能となります。
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検索

土砂災害、局地的豪雨が多かった夏も終わり過ごしやすい秋となりました。しかしこれからは台風シーズンです。
「備えあれば憂いなし」 万一に備えて防災グッズの点検をしておきましょう。
はつが野祭りも後１ヶ月となりました。新しいゲームブースや飲食ブースがあります。楽しみにしていて下さい。

自治会からのお知らせ
はつが野祭り特集
１１月２日（日） 青葉はつが野小学校 ９時３０分～１５時
テーマは、「私たちの子どものために、みんなでいっしょにふるさと『はつが野』の思い出づくりをしよう」です。
子ども達に、自分たちの「ふるさと」のよい思い出をつくり、近隣、友達とのコミュニケーションを図り、将来ここに住むときに心の通え
るコミュニティをつくる手助けをする。またこの街を離れて住むようになっても、戻ってきたときに友だち、知り合いと気さくに話ができる
環境づくりをする。そんなお祭りにしたいと思っています。
今回は、新しいゲームブース（むかし懐かしい竹馬やキックターゲット等）や飲食ブースがあります。また、抽選会も昨年同様に行い
ます。是非、ご参加いただけますようお待ち申し上げます。
開催案内、抽選券は、10 月中旬に配布させていただく予定です。
●こどもアナウンサー
「はつが野祭り」開催において、こどもアナウンサーを募集させていただきました。
こどもアナウンサーの方は練習しますのでお集まりください。
１０月１１日（土）１５：３０ 練習 （和室）
１０月１９日（日）９：００～１０：００ 練習（ホール）
１０月２６日（日）１０：００ 練習 （和室）
● 「10 年後の私の夢」作品募集
「はつが野祭り」開催にあわせて、作品を募集します。題は「１０年後の私の夢」。用紙は 400 字詰め原稿用紙１枚、またはＡ４サイ
ズの紙1枚に、作文、イラスト等をお書きください。ご提出時に自治会サイトへの掲載の可否などについて、お知らせをお願いします。
自治会サイトへの掲載は、１１月中旬～１月末までとさせていただきます。
提出は、『はつが野祭り』当日（１１月２日）に本部席までお持ちください。
作文を提出していただいた方には、ブース利用券２枚をプレゼントさせていただきます。
題
「１０年後の私の夢」
対象
２０歳未満のこども全員
氏名ふりがな
年齢（学年）
ご住所
電話番号
自治会サイトへの掲載 可 否 匿名希望

ご意見、ご要望がありましたら、班長さんにご提出ください。
ブロック

はつが野自治会

無

有

保護者氏名
ご意見など
匿名

●はつが野祭りでの「こども運営委員」
はつが野祭りのステージのバックパネルの制作をしていただきます。
１０月１１日（土）午後４時～５時
シニアセンター
バックパネルのテーマの検討会を行います。
１０月１９日（日）午前１０時～１２時 シニアセンター
バックパネルの制作
●はつが野祭りでのゴダイくんロマンちゃん踊り
コダイくんロマンちゃん 踊りの練習日は次のとおりです。ご参加ください。
１０月１２日（日）午後２時３０分～３時３０分 シニアセンター
１０月１９日（日）午後５時１５分～午後６時 シニアセンター
１０月２６日（日）午前１１時～１２時 シニアセンター
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●地域一斉清掃のお礼
９月１４日（日）に実施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。３ヶ月に１度の清掃ですが、私たち
の街が綺麗になるのは嬉しいものです。次回は１２月１４日（日）を予定しています。隣近所に声をかけていただき、各世帯１人はご
協力いただきたくお願いいたします。
●後期自治会費の集金について
後期（１０月～３月）の自治会費の集金をさせていただきます。班長さんがお伺いしますのでお釣りの要らないように、３，０００円
をご用意ください。
「災害時要支援届」の提出をご希望される方は、会費集金時に班長さんにお伝えください。後日、申込用紙をお持ちします。

●８月度の古紙類およびアルミ缶回収報告
８月の大一資源からの還付金 56,740 円
アルミ缶
ペットボトル
新聞
雑誌
段ボール
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／㎏
110 ㎏
630 ㎏
6,690 ㎏
1,820 ㎏
1,690 ㎏
500 ㎏
120 ㎏
140 ㎏
6,600 円
6,300 円
26,760 円
7,280 円
6,760 円
2,000 円
480 円
560 円
＊当日（毎週水曜日）の朝 8 時までに各戸前の敷地の外側に出して下さい。
＊自治会で配布しました「資源ゴミ持ち出し禁止札」をご利用下さい。札を無くされた方は班長さんまでに連絡下さい。
＊ゴミの飛散防止にご協力下さい。
＊還付金は自治会の貴重な収入源となっています。皆様の一層のご協力をお願いします。
●１０月の活動予定
日（曜日）

０１日（水）
０８日（水）
１１日（土）
１２日（日）

１５日（水）
２２日（水）
２５日（土）

２８日（火）
２９日（水）

活動項目

広報いずみ配布 はつが野通信１０月号発行
古紙類・アルミ缶回収
古紙類・アルミ缶回収
はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０）
自治会費納金（１６：００～１６：３０）
自治会館建設委員会（１６：３０～１７：３０）
自治会運営委員会（１７：３０～１９：００）
古紙類・アルミ缶回収
古紙類・アルミ缶回収
防犯パトロール・防犯委員会（１０：００～１２：００）
自治会費納金（１７：３０～１８：００）
はつが野祭り打合せ（１８：００～１９：００）
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）
夜間パトーロル（２１：００～）
廃家電の回収
古紙類・アルミ缶回収

活動概要

和泉市新分別回収もあります。
ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用
班長さんはシニアセンターまでご持参下さい。
検討結果の纏め作業
次回役員会の準備
和泉市新分別回収もあります。
ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用
防犯委員の方は参加下さい。
班長さんはシニアセンターまでご持参下さい。
班長さん、ブロック長さんはご出席ください。

資源ゴミ持ち出し禁止札の活用
ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
【はつが野街づくり推進委員会】９月１３日（土）１７：１５～１８：３０
（１）平成２６年度第６回役員会 （平成２６年度はつがの祭りの準備中です）
ブース運営計画書が承認されました。飲食ブース・アトラクション・協賛金依頼先も確定。抽選会の賞品は検討中です。
【自治会館建設委員会】９月１４日（日） １７：１５～１８：３０
・１階建と２階建についての概算費用と資金計画について検討が終了し委員会としての纏めに着手します。
【防犯委員会】９月２７日（土） ９：００～１１：００
・防犯委員で防犯パトロールを行いました。
【防災委員会】９月１４日（日）１８：３０～２０：００
・和泉市の助成金対象となる防災資材の購入について検討を行い、自主防災組織の具体的活動を決めてから購入することにし
ました。又、自主防災組織の統括班のメンバーで和泉市主催の防災リーダ養成講座を受講することにしました。第 1 回目が９月
20 日に開催され出席してきました。
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【運営委員会】９月１４日（土）１８：３０～２０：００
・定期総会で頂いた自治会への要望事項についての検討
・今年度後期分の自治会費の徴収スケジュールの検討
・廃家電回収の業者委託の検討
・家庭系日常ゴミ（可燃）ごみの有料化説明会への出席報告
【自治会定例役員会】９月２０日（土）１９：００～２１：００
（１） 報告事項
・自治会への要望についての回答について
・自主防災組織の資材購入について
・資源ゴミ回収に対する和泉市からの交付金について ・生ゴミ回収の有料化について
（２）協議・決議事項
・費用支出申請の承認
・ブロック毎の自治会ミーティング開催について
・廃家電の回収について
・自治会費の集金・納金スケジュールについて

子ども会からのお知らせ
●９月の活動報告
９月１４日に、はつが野１号公園と３号公園の清掃を行いました。ご協力ありがとうございました。
後期会費の徴収日が９／２９～１０／５となっております。なるべくお釣りのないようご用意お願いします。
●１０月の活動予定
１０月６日（月）にキッザニア甲子園へ行きます。朝７時に集合で早いですが遅れないように来てください。
詳細は先日お配りしたお知らせをご確認ください。
子ども会入会希望の方は 副会長 神田まで ２４－２０７１

らくゆう会からのお知らせ
●お知らせ
１１月２日〈日）はつが野祭りでらくゆう会では、世代間交流としまして竹馬、水鉄砲、紙トンボ等のブースを計画しております。
祭り当日乗り方及び補助をして頂ける方を募集しております。
もう一点囲碁、将棋、オセロのブースも予定しております。
お問い合わせ らくゆう会 会長 上林（かんばやし） 電話５３－１１４０

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●９月の活動報告
７組１４名参加。
たくさんの赤ちゃんで賑わいました(#^.^#) 少し大きいお兄ちゃん達は色とりどりのボールをプールに入れ
て大騒ぎ！ 初めての方も毎回参加されています。
●１０月の活動予定
１０月２１日（火）実施。 開催場所；シニアセンター。 開催時間；９時３０分～１１時。
参加費：自治会会員家庭 無料。 自治会に加入されていない家庭 お子様 1 名に付 100 円。（保険・飲み物等に使います）
対 象：0 歳～未就園児とその保護者の皆様
内 容：親子リトミック体操！ 赤ちゃん・子供も一緒に音楽に合わせてできるリズミカルな体操を恒例「新居先生」と楽しみます！
多くの皆さんの参加をお待ちしています！ 初めての方も多く参加されていますよ～。 動きやすい服装で参加くださいね。
連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８

いきいきサロンからのお知らせ
●９月の活動報告
９月１４日（日） らくゆう会と合同で｢敬老祝賀会｣を開催しました。７つのグループに分かれ、グループを命名。
｢エア圭｣｢ビューティーガール｣｢わが人生に悔いだらけ｣などユニークな名前が続出。
じゃんけん、歌合戦、ビンゴゲーム、マロニエギターの演奏をいっしょに歌って大いに楽しみました。
●１０月の活動予定
１０月１２日（日） 岸和田五風荘で昼食会
参加申し込みは、すでに締め切りさせていただきました。
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０
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