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自治会からのお願いと報告
●自治会におけるインターネットバンキングの利用について
今年度の定期総会で、「自治会会計におけるインターネットバンキングはリスクが高く利用しないのが一般的ではないか？何らか
の対策を考えるべきである」とのご意見を頂き、検討を重ねてきましたが、次のとおりの対策を行うこととしました。
・少額の振込については、利便性の観点からインターネットバンキングでの振込を可能としますが、その利用にあたっては専用
口座を作成し当該口座の残高の上限を３０万円とします。
・会計担当者は、インターネットバンキングによる支払に関する証拠書類を毎月の定例役員会に提出し役員会で監査を受けます。
・会計細則に上記の内容を明記します。
●自治会ブロックミーティングの開催について
自治会員の皆様におかれましては、私たちの街「はつが野」の環境衛生問題、交通安全問題、子どもの安全問題、防犯・防災問
題、自治会運営問題等に関して種々のご意見・ご要望等お持ちのことと思います。又、ブロック毎に抱える問題が異なるかもしれま
せん。そこで先月の役員会で、ブロック毎にミーティングを行い問題解決に取り組むこととしました。
１１月から順次開催していきますので皆様のご参加をお願いします。開催日程は次のとおり予定していますが、はつが野通信で
ご案内しますのでよろしくお願いします。
ブロック
開催予定日時
場所
１、２ブロック
１１月３０日（日）１０時～１２時 シニアセンター
３、４、５ブロック
１２月２８日（日）１０時～１２時 シニアセンター
６、７ブロック
１月２５日（日）１０時～１２時 シニアセンター
８、９ブロック
２月２２日（日）１０時～１２時 シニアセンター
１０、１１ブロック
３月２９日（日）１０時～１２時 シニアセンター

防犯・防災コーナ
●「いずみメール」のご案内
和泉市では、防災等の行政情報を受け取れるよう、携帯電話等へ電子メールで配信するサービス「いずみメール」をスタートしま
した。利用登録をお薦めします。
登録される場合は、ｉｚｕｍｉｍａｉｌ＠ｓａｆｅ.city.izumi..osaka.jp 宛てに空メールを送付ください。登録用ＵＲＬが記載されたメールが届き
ます。登録されると種々の情報がメールで届きます。（メール 1 通あたり１～２円のパケット通信料がかかります）
＊登録されると次のような情報が届きます。
・お知らせ情報（イベント情報、お役立ち情報、行政情報等）
・防災・防犯情報（避難勧告、避難所開設情報、気象情報、不審者情報等）
・高齢者支援情報（高齢者向けイベント情報、季節の健康管理情報等）
・教育、文化情報（講座、講演会、生涯学習情報、スポーツイベント情報等）
・建物、山林火災情報
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食欲の秋、芸術の秋、行楽の秋、スポーツの秋、読書の秋、
・・・と楽しみもいろいろとある秋です。紅葉も
いいですね。皆様はどのような秋を楽しまれているでしょうか。１１月２日の「はつが野祭り」が無事終われば役員は一安心で
す。次のイベントは年末夜警です。詳しくは１２月号でお知らせします。

自治会からのお知らせ
●はつが野祭りについて
はつが野通信１１月号がお手元に届く時には「はつが野祭り」は終わっていると思います。ご参加いただいた
でしょうか？
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ましょう」です。
子ども達に、自分たちの「ふるさと」の良い思い出をつくり、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。そんな願いを込めたお祭りです。
昨年よりも多くのアトラクション、ゲームブース、飲食ブースを揃えました。楽しんでいただいたでしょうか？
来年は１１月１日（日）に開催する予定です。引き続き皆様のご協力をお願いします。
＊「１０年後の私の夢」作品について
「はつが野祭り」開催にあわせて、作品を募集しました「１０年後の私の夢」ですが、自治会ウェヴサイトへの掲載の了承を
頂いた作品を１１月中旬～１月末までの予定で掲載します。
又、お祭りの写真も掲載しますのでぜひご覧ください。
●自治会費の納入ありがとうございました
平成２６年度後期（１０月～平成２７年３月）の自治会費の納入が１０月２５日に無事完了しました。
ご協力ありがとうございました。
●環境パトロールを実施します。（環境街づくり委員会主催）
実施日 １１月１６日（日）
時間
９：００～１０：００
集合場所 モンセーヌ和泉中央（マンション）前の交差点
環境街づくり委員以外の方の参加も大歓迎です。よろしくお願いします。
問合せ先は、環境街づくり委員長 関口 TEL ５３－１０６７
●廃家電の回収について
１０月から（株）米田商店と契約し廃家電の回収を始めました。収集日は第４火曜日です。回収対象の廃家電は次のとおりです。
詳しくは 10 月にお配りした「ゴミ回収日のご案内」をご覧ください。
＜回収可能な廃家電＞
＊銅・アルミ・ステンレス・真鍮・（ 鍋・カマ・フライパン・蛇口・やかん・ホイール・アルミサッシ・流し台 ）
＊コンロ・レンジ・ポット・ホットプレート・トースター・コーヒーメーカー・炊飯器・湯沸し器
＊乾燥機・空気清浄機・扇風機・掃除機・FAX・電話機・携帯電話・エアコン・ミシン・洗濯機
＊ステレオ・アンプ・スピーカー（鉄）・コンポ・
＊カメラ・ビデオデッキ・ラジカセ・CD・DVD デッキ
＊パソコン・プリンター・ワープロ
＊アイロン・ドライヤー・ストーブ・電動工具・草刈機・マッサージ器・ヒーター・脚立・バリカン・鉄製ゴルフクラ
＊傘（布やビニールは外して骨組みの鉄部のみにしてください）・シュレッダー・ゲーム機・配線・・・その他

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
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＊テレビ・冷蔵庫・自転車・電気毛布・電気カーペット・蛍光灯・コタツ・ガラス類・木製パーツ・布製品・プラスチックの使われているも
の（ 傘（ 木製 ）・スピーカー・スーツケース・時計・照明器具 ）等は回収不可です。
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●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 54,940 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／㎏
100 ㎏
510 ㎏
6,960 ㎏
1,670 ㎏
1,600 ㎏
490 ㎏
130 ㎏
110 ㎏
6,000 円
5,100 円
27,840 円
6,680 円
6,400 円
1,960 円
520 円
440 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ください。
＊自治会で配布しました「資源ゴミ持ち出し禁止札」をご利用ください。札を無くされた方は班長さんまでに連絡ください。
＊ゴミの飛散防止にご協力ください。
＊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。
●１１月の活動予定
日（曜日）

０１日（土）
０２日（日）
０５日（水）
０８日（土）

０９日（日）

１２日（水）
１５日（土）
１６日（日）
１９日（水）
２２日（土）
２５日（火）
２６日（水）
３０日（日）

活動項目

広報いずみ配布 はつが野通信１１月号発行
はつが野祭り（９：３０～１５：００）
古紙類・アルミ缶回収
はつが野祭りブース仮払金の精算（１６：３０～）
はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０）
里道清掃（９：００～１０：００）
自治会館建設委員会（１７：１５～１８：１５）
自治会運営委員会（１８：１５～１９：００）
古紙類・アルミ缶回収
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）
夜間パトーロル（２１：００～）
環境パトロール（９：００～１０：００）
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）
廃家電の回収
古紙類・アルミ缶回収
自治会ブロックミーティング（１０：００～１２：００）
＊対象 １、２ブロック

活動概要

皆様のご参加をお待ちしています。
和泉市新分別回収もあります。
仮払金の精算を行います。ブース運営責任者の
方はシニアセンターまでお越しください。
はつが野祭りの検証
地域一斉清掃とは別に毎月実施しています。
検討結果の纏め作業
次回役員会の準備
ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用
はつが野祭りの検証他
環境街づくり委員会主催
和泉市新分別回収もあります。
防犯委員の方は参加下さい。
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
１、２ブロックの方はシニアセンターにお集まりく
ださい。（任意参加です）

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】
（１）平成２６年度第６回役員会（１０月１１日（土）１７：１５～１８：３０）、第７回役員会（１０月１９日（日）１８：３０～２０：００）
はつがの祭りの準備
（２）総会（１０月１９日（日） １７：３０～１８：３０）
はつが野祭り実行計画及び役割分担の承認
【自治会館建設委員会】１０月１２日（日） １６：３０～１７：３０
・１階建の仕様について見直し中。
【防犯委員会】１０月２５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】
・防災委員会は開催しなかったですが、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中です。
第２回目として１０月１８日(土)に開催され出席してきました。
【運営委員会】１０月１２日（日）１７：３０～１９：３０
・廃家電の回収について（米田商店と打合せ） ・会計細則の改訂について
・平成２７年度一般コミュニティ助成事業（宝くじ）の希望商品の検討
・平成２６年度共同募金について
・はつが野祭りの準備
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【自治会定例役員会】１０月２５日（土）１９：００～２１：００
（１） 報告事項
・平成２７年度一般コミュニティ助成事業（宝くじ）の希望商品について
・廃家電の回収について ・防犯灯設置の助成金の入金について 他
（２）協議・決議事項
・費用支出申請の承認 ・会計細則の改訂 ・はつが野祭りの役割分担等の最終確認 他

子ども会からのお知らせ
●１０月の活動報告
１０月６日に予定していたキッザニアのイベントが台風の為中止となりました。
子供たちがとても楽しみにしていたイベントだったので残念でした。
次回以降また楽しい企画を準備していますのでお楽しみに♪
●１１月の活動予定
１１月２日のはつが野祭りでスーパーボールくじの出店を予定しております。
会員様には１回分の無料券をお配りしていますので忘れずに持ってきてください。
＊＊２７年度の子ども会の新規入会申し込み受付が始まります＊＊
新入生歓迎会・遠足・夏休みラジオ体操・クリスマスイベントなどたくさんのイベントに参加することができます。
（子ども会入会につきましては自治会加入が必須となります）
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
●クラブ活動お試し体験参加のお知らせ
はつが野地域にお住まいのシニアーの皆様、同世代の皆さんとクラブ活動を通じて、健康管理と地域の皆様との親睦をはかりま
せんか？ らくゆう会では現代１５のクラブが活動しております。
音楽関係 からおけ、楽唱会、歌声喫茶、なつめろタイム
趣味関係 俳句部、 手芸部、ストレッチ
運動関係 グランドゴルフ、 ハイキング、ウォーキング、ディスコン、卓球クラブ、ゴルフ
対局関係 囲碁将棋、健康麻雀部
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
●１０月の活動報告
１６組３３名参加。初めての方がたくさん参加されました。新居先生（体操の先生）とリトミックで子供も大人も大はしゃぎ！
固くなった体をほぐすことができました！
●１１月の活動予定
１１月１８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：風邪がそろそろ流行る頃、お母さんの悩みは尽きません。小さなお子さんの風邪予防と対処法のお話をしてみません
か？ また、免疫力を付けるハーブティーのお話と体験も。
連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８

いきいきサロンからのお知らせ
●１０月の活動報告
３４名で岸和田五風荘へ行き、昼食会をしました。おいしい日本食フルコースの食事と、美しい庭園を散策し、ゆったりと秋の一日
を堪能しました。
●１１月の活動予定
１１月１６日（日）午後１時３０分 シニアセンター
健康体操と血圧測定 田中先生に来ていただき、楽しく身体を動かす健康体操で元気になりましょう。
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０
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