はつが野祭り特集

発行：平成２８年 ８月 １日
製作：広報委員会

１１月６日（日） 青葉はつが野小学校 ９時３０分～１５時
はつが野祭りにご協力いただける方を以下の通り募集しますので、ご応募をお願いします。
●はつが野祭りでの「司会」を募集
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？
司会の練習スケジュールは次のとおり予定しています。
１０月１６日（日） １１時～１２時
１０月２３日（日） ９時～１０時
１０月２９日（土） ９時～１０時
●はつが野祭りでの「こどもアナウンサー」を募集
小学４年生～６年生までのお子様を募集します。はつが野３丁目自治会、はつが野松風台自治会のお子様と協力して、
イベントの案内、進行などのアナウンスをしていただきます。いい思い出になると思います。チャレンジしてください。
＊応募いただける方は村原まで連絡ください。
メール info@hatsugano-jichikai.com
携帯電話 ０９０－９６９３－７４５９ 村原
●はつが野祭りでの「こども運営委員」を募集
対象：小学生、中学生
＊今年から、
『中学生』も参加することができるようになりました。
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、作業をしていただきます。
９月１１日（日）１４時～１５時 メンバー紹介・バックパネルテーマの検討
９月２５日（日）１３時～１４時 バックパネルテーマの検討
１０月０２日（日）１１時３０分～１２時３０分 バックパネルテーマの検討
１０月０９日（日）９時～１２時 バックパネル作成
＊応募いただける方は村原まで連絡ください。
メール info@hatsugano-jichikai.com 携帯電話 ０９０－９６９３－７４５９ 村原

防犯・防災コーナ
和泉警察ＨＰの防犯情報から抜粋しました。夏休みに入り、ショッピング・旅行・近場での行楽等お出かけが多くなります。
先ずは‘自ら守る’ことが大切だと思います。
＜空き巣被害について＞
高層マンションなどの集合住宅でも油断は禁物です。侵入犯罪被害のうち、一戸建て住宅の被害は過半数を占めていま
すが、集合住宅での発生も半数近くに上っています。 また、犯人のほとんどは、窓か玄関から侵入しています。
外出時はもちろんですが、就寝時や食事中などの在宅時にも、しっかり戸締りする癖をつけましょう。
＜自転車の盗難について＞
最近、和泉市内では、自転車の盗難が多発しています。盗難被害に遭われた方の約６０パーセントは、鍵をかけていま
せんでした。まずは、短時間であっても必ず鍵をかける様にしましょう！また、約４０パーセントの方は、鍵をかけていたの
に自転車を盗まれています。ぜひ、盗難に強い「シリンダー錠」や「ディンプル錠」の取付や、「二重ロック」を行いましょう。
＜車上ねらいについて＞
「ドアをロックしているから大丈夫。」と思っていませんか？車の外から見える場所にバッグや財布を置いたままにして
いると危険です。車内に荷物を置いたまま、車から離れないようにしましょう。
はつが野通信 平成２８年８月１日号 完
はつが野祭りに関すること、自治会に関すること等ご意見をご記入して班長さんにご提出ください。 又、米寿になられる方につ
いてもご記入ください。 ＊点線で切りとって班長さんまでご提出ください。
ブロック
班
氏名
住所
電話番号
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はつが野自治会

検索

夏本番です。昭和の時代に比べ確実に暑さが厳しくなっていますが、暑い暑いとばかり言っていても暑さはやわらぎません。この季節
を味わうゆとりをもってこの１ヶ月をやり過ごしたいと思います。風呂上りのビール、蚊取り線香の香り、海や川や山等での子どもたち
の遊び声、夏野菜等季節を感じながらこの猛暑を乗り切りましょう。しかし体のケアも大切です。厚生労働省による熱中症の予防策を
紹介しますので参考にしてください。
①水分・塩分の補給
②外出時の準備：日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめな休憩、通気性の良い吸湿・速乾の衣服着用
③熱中症になりにくい室内環境：扇風機やエアコンを使った温度調整、こまめな換気、すだれ、打ち水等
④体調に合わせた取り組み：こまめな体温測定、保冷剤・氷・冷たいタオルなどによる体の冷却

自治会からのお知らせ
●本年度に米寿（８８歳）をお迎えになられる方をお知らせください。（７月号に引き続いて掲載、今回最終です）
平成２８年４月から平成２９年３月までに米寿（満年齢８８歳）になられる方に「敬老祝い金」又は「記念品」を贈呈させていただきま
す。お手数ですが、該当の方の「ご氏名、ふりがな、ご住所、電話番号、生年月日」を班長さんまで連絡下さい。（様式は任意です）
平成２８年８月１８日（木）までに班長さんまでに提出下さい。班長さんは８月１９日（金）までにブロック長さんまでに提出下さい。
ブロック長さんは８月２０日（土）の役員会で報告下さい。
９月１１日（日）午前１１時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。
●桃大通り合流口に停止線を引きました。
自治会員さんから要望のあった、「８ブロックから桃大通りへの合流口付近の交通安全状況改善」について和泉市に要請し、その
対策として出口に停止線を引きました。従来に比べ安全度合い改善が図られると思います。学校も夏休みにはいり、子供たちが住
宅地区内の道路で遊ぶ機会も増えています。車、バイク、自転車の徐行、また子供たちへの飛び出し注意喚起等による事故防止に
努め、安全な明るい街としましょう。

●自治会入会説明会結果報告
７月１６日（土）午後５時３０分からシニアセンターで入会説明会を行いました。
１世帯の方が参加され即日入会いただきました。７月１６日現在で自治会員数は７９６名となっています。

●６月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告

６月の大一資源及び米田商店からの還付金 ８７，０２０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
廃家電
60 円/㎏
10 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
5 円/㎏
70 ㎏
120 ㎏
6,820 ㎏
1,000 ㎏
1,740 ㎏
620 ㎏
140 ㎏
3,200 ㎏
100 ㎏
4,200 円
1,200 円
40,920 円
6,000 円
10,440 円
3,720 円
840 円
19,200 円
500 円
※投込みチラシ、パンフレット、コピー用紙、包装紙、紙袋、紙箱等の雑紙は、「その他紙類」として回収します。
※回収漏れ等ありましたら業者に直接連絡してください。
大一資源（廃家電以外）：072－274－2960
米田商店（廃家電のみ）：072－268－3338
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●８月の活動予定
日（曜日）
０１日（月）
０３日（水）
０６日（土）
１０日（水）
１４日（日）

活動項目

１７日（水）
２０日（土）
２３日（火）

広報いずみ配布 はつが野通信８月号発行
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）
古紙類・アルミ缶回収
自治会館建設委員会（１７：１５～１８：１５）
自治会運営委員会（１８：１５～１９：３０）
古紙類・アルミ缶回収
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）
廃家電の回収

２４日（水）

古紙類・アルミ缶回収

２７日（土）
３１日（水）

防犯パトロール・防犯委員会（９：００～１１：００）
古紙類・アルミ缶回収

子ども会からのお知らせ

活動概要

●７月の活動報告
７月はお休みでした。
※６月２６日の運動会時の落とし物です。心当たりがある方はご連絡下さい。

和泉市新分別回収もあります。
ブース運営計画書の検討他

和泉市新分別回収もあります。
回収可能なものは金属類です。布、プラスチックは
回収不可です。

防犯委員の方は参加ください。

●８月の活動予定（７月の活動はありません）
８月２２日(月)から２６日（金）の５日間、午前７時より、かぐらざき公園にてラジオ体操を行います。
元気に二学期を迎えられるように、早寝早起きのリズムを取り戻しましょう。
子ども会会員以外の方も、事前に申し込みをいただくと参加出来ます。
子ども会入会希望の方は 副会長 玉沖まで （☎９２－６６１７）

らくゆう会からのお知らせ

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
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●７月の活動報告
シニアセンターのエアコンの修理をしました。
●８月の活動予定
クラブ活動中の熱中症に気をつけてください。

【はつが野街づくり推進委員会】７月９日（土）１７：００～１８：１５
（１）平成２８度第２回役員会
・実施日について：１１月６（日）に決定したことの再確認
・ゲームブースの確認
・アトラクションの確認
・飲食店ブースの確認
・机、椅子等のレンタル内容と見積もりの確認

連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●７月の活動報告
９組１７名参加。 暑い暑い日差しの中、時間になれば皆さんストローラーを押しながら来てくださいました。
和泉市体操。新聞をビリビリしたり、新聞輪投げをしたり、剣を作ったりして楽しみ、アッという間に時間は過ぎていきました。
●８月の活動予定
８月１６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。
内 容：元気に体操！ なが～い夏休みということもあり、お兄ちゃん・お姉ちゃんもご一緒に参加くださいね。
多くの皆様の参加をお待ちしています。
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
連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８

【自治会館建設委員会】７月２日（土）１９：００～２０：００、７月９日（土）１８：１５分～１９：３５
・建設業者３社への見積もり依頼方法の検討
・自治会法人化申請の準備
・建設業社３社への見積もり依頼の結果報告
・設計図書等作成費用、地盤調査費用、コンサル費用の支払い報告
【運営委員会】７月９日（土）１９：３５～２０：００
・タウンミーティングのテーマの検討
・自治会入会説明会の準備
・定例役員会の準備

いきいきサロンからのお知らせ

【自治会定例役員会】７月１６日（土）１９：００～１９：４０
（１）報告事項
・タウンミーティングについて：１０／２（日）１９：００ 青葉会館
・建設委員会報告：建設業者３社（安部工務店、深阪工務店、貫野建設）へ見積もり依頼
・街づくり推進委員会報告
・各ブロック報告：はつが野祭りブロックブースの報告、ブース運営計画書の作成状況
・自治会入会説明会の報告
（２）協議・決議事項他
・費用支出申請
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●７月の活動報告
７月１０日（日）午後１時から３時まで シニアセンター
ボランティア９名 メンバー２０名 ボランティアグループ９名 合計３８名
フラダンス ボランティアグループ プチアニティアレに来ていただきました。いっしょにフラダンスを踊って楽しみました。
●８月の活動予定
８月１４日（日） 午後１時から３時まで シニアセンター
映画会 当初は「いよやかの郷」での昼食会を予定していただのですが、お盆ということもあり、参加者が少なかったので、キャ
ンセルさせていただきました。お申込みいただいた方には、返金させていただきます。
映画会 「エルトゥールル号」「杉原千畝」のいずれかを予定しています。
参加費 100 円
参加希望者は、鎌野さんまでご連絡ください。（電話 ５３－５３６０）
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