
  

 

 

 

 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 

      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 

 

●ゲームブース運営のブロック内打合せ 

  ９月１７日（土） １８時～１８時５０分までシニアセンターの予約を取っています。 

ゲームブース運営のブロック内での打合せなどにシニアセンタ－をお使いになりたいブロックは総務委員長までご連絡ください。 

 

はつが野通信 平成２８年９月１日号 完 
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８月は雨も少なく異常に暑い１ヶ月でしたが、高校野球やオリンピックで元気と感動をもらった１ヶ月でもあります。メダリストのコメント

を聞いていると、全員が強い気持ちと周囲への感謝を述べられ多くのことを教えられました。印象に残るシーンはたくさんあります。選

手の皆さん、本当にありがとうございました。 

残暑も厳しい９月ですが、暑さの山を越えた安心感を感じる季節です。暑さが一段落すると、いよいよはつが野祭りの季節になります。

役員一同はつが野祭りの準備に全力投球します。楽しみにしていて下さい。 

 

 

●自治会館建設業者が決定しました。 
  Ｈ２８年度定期総会で「自治会会館建設についての資金計画」が承認されました。これを受けて、自治会館建設委員会で建設業者 

の選定方法につき検討し、「和泉市の建設工事指定業者の上位３社に声掛けを行う」ことを決定しました。この３社に見積もり依頼
を行い最低価格の提示のあった貫野建設（株）に決定しました。３社の提示額は次のとおりです。 
 
 
 
    
 

＊業者決定までの経緯は次のとおりです。 

 

●7 月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告             ７月の大一資源及び米田商店からの還付金 ７２，９８０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/㎏ 

65 ㎏ 120 ㎏ 5,980 ㎏ 520 ㎏ 1,370 ㎏ 370 ㎏ 100 ㎏ 2,890 ㎏ 100 ㎏ 

3,900 円 1,200 円 35,880 円 3,120 円 8,220 円 2,220 円 600 円 17,340 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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業 者 名 見積もり提示額 

（株）安部工務店 ４４，２８０，０００円

（株）深阪工務店 ４７，９８６，５６０円

貫野建設（株） ４１，２７７，６００円

日   付 会   議 内   容 

６月４日（土）、６月１１日（土）、６月２５日（土） 自治会館建設委員会 業者選定方法につき検討 

６月２５日(土) 定例役員会 業者選定方法につき承認（和泉市指定業者上位３社） 

７月２日（土） 自治会館建設委員会 業者への声掛け方法と内容の決定 
見積もり合わせの時期の決定（７月３０日） 

７月６日（水） 往訪 ３業者に声掛けし見積もりに参加頂けることを確認 

７月１３日（水） 往訪 ３業者に設計図書データと金抜き明細書を手交 

７月１３日（水）～７月２８日（木） メール 業者からの質問受付と回答 

７月２９日（金）  ３業者からの見積もりを受領 

７月３０日（土） 自治会館建設委員会 見積もり合わせ（３社の見積もりを比較検討し最低価格提
示業者が貫野建設（株）であることを確認） 

８月１日（月） 往訪 市役所に見積もり結果を報告（見積もり書、見積明細を提
出） 

８月３日（水）  市役所より見積もり結果に問題ないことの連絡を受ける。 

８月３日（水） メール ３業者に見積もり結果を連絡 

８月１２日（金） 往訪 市役所宛て、「自治会館建設の助成金申請」と「法人化申
請」を提出 

８月１４日（日） 自治会館建設委員会 業者見積もりについての和泉市への説明の経過報告 
助成金申請・法人化申請手続きの確認 
今後のスケジュールの確認 

８月２０日（土） 定例役員会 建設業者を貫野建設（株）にすることにつき承認 

発行：平成２８年 ９月 １日

製作：広報委員会 

自治会からのお知らせ 

はつが野自治会 検索 

はつが野祭り特集 

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。  

＊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         

 



●地域一斉清掃を実施します。    

下記要領で地域一斉清掃を実施します。私たちの街「はつが野」の美化活動として皆様のご協力をお願いします。 

実施日時      平成２８年９月１１日（日） 午前９時～１０時 （雨天の場合は９月１８日（日）同時刻に延期します） 

集合場所・時間   班毎に決められた場所に集まってください。午前９時     ＊軍手等清掃用具をご持参ください。 

清掃場所      ９時～９時３０分は、自宅前周辺。９時３０分～１０時は、共通の場所 となっています。 

            清掃場所がよくわからない方は班長さんに確認ください。 

地域一斉清掃時に合わせて公園等の清掃活動にも取り組むことになっています。ご協力をお願いします。 

  自宅前周辺の清掃を終えられた方はブロック長、班長さんの指示に従い、各分担場所を清掃して下さい。 

      共通清掃場所（９時３０分～１０時）      担当 

はつが野１号公園 こども会 

はつが野３号公園  こども会、１ブロック 

自治会用地（１丁目２４番５号） ２、３、５ブロック 

かぐらざき公園遊歩道 ４ブロック 

周辺道路及び空地 ６、７ブロック 

かぐらざき公園 ８、９ブロック 

しっぽ動物病院～緑ヶ丘間道路 １０ブロックエリア 

かぐらざき公園～里道間道路、  

１０ブロックＡ／Ｂ 

 

里道、和泉中央線 １０ブロックエリア １０ブロックＣ／Ｄ／Ｅ 

里道 １０ブロックＢ/F 

自治会用地（２丁目２７番１号） １０ブロックＦ、１１ブロック 

 

●９月の活動予定    

 日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（木） 広報いずみ配布  はつが野通信９月号発行    

０３日（土） 自治会館建設委員会（１７：００～１９：００） 貫野建設と打合せ 

０７日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

１０日（土） はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０） 

運営委員会（１９：００～２０：００） 

 

１１日（日） 地域一斉清掃（９：００～１０：００）  

１４日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

１７日（土） はつが野祭りブロック内打合せ（１８：００～１８：５０） 

 

自治会定例役員会（１９：００～２１：００） 

ゲームブース運営についてブロック内打合せを行

う場合はシニアセンターの予約を取っていますの

で総務委員長まで連絡ください。 

２１日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

２４日（土） 防犯パトロール・防犯委員会（９：００～１１：００）  

２７日（火） 廃家電の回収 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。 

２８日（水） 古紙類・アルミ缶回収  
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【はつが野街づくり推進委員会】８月６日（土）１７：００～１８：１５ 

（１）平成２８度第３回役員会  

・出演団体、出店店舗、ゲームブースの出し物の確認,、  ・レンタル品（テント、テーブル、イス）の確認 

・協賛依頼先の担当、集金方法と期日 

・費用支出申請 

・こども運営委員に中学生を対象とする件 

【自治会館建設委員会】７月３０日（土）１７：００～１９：００、８月１４日（土）１７：１５～１８：３５ 

・見積もり合わせ ・業者見積もりについての和泉市への説明の経過報告 

・助成金申請・法人化申請手続きの確認 ・今後のスケジュールの確認 
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【運営委員会】８月１４日（日）１８：３５～２０：３０ 

・定例役員会の準備 

【自治会定例役員会】８月２０日（土）１９：００～２１：００ 

（１）報告事項 

・Ｈ２８年第１０回就職情報フェア、Ｈ２８年日本赤十字社資募集、避難行動要支援者対応の質疑応答 

・参議院選挙協力のお礼と市議会議員選挙（９月１１日）の協力依頼 ・いずみ命の森事業について 

・第５回大阪８８０万人一斉防災訓練（９月５日 １１：００）  

・Ｈ２８年度上期再資源化事業奨励金交付申請及び大一資源からの還元金について 

・コミュニティー備品の配付（ショルダータイプのメガホンを受領） ・河内長野市楠木台自治会との情報交換 

・建設委員会報告：建設業者選定の経過報告 ・街づくり推進委員会報告 

（２）協議・決議事項他 

・自治会館建設業者を貫野建設（株）にすることの承認 

・費用支出申請  ・広報委員長退任に伴う後任者について 

 

 

●８月の活動報告 

８月２２日（月）～２６日（金）の５日間、ラジオ体操を行いました。 

●９月の活動予定                                               

９月１１日（日）９時３０分～１０時に、子ども会での公園清掃を行います。 

１．２．３班→はつが野３号公園  ４．５．６．７．班→ぞうさん公園  ほうきやちりとり等の掃除道具は各自持参でお願いします。 

子ども会入会希望の方は 副会長 玉沖まで （☎９２－６６１７） 

 

 

●８月の活動報告 

   シニアセンターの水遣りをしました。 

●９月の活動予定 

   敬老祝賀会を開催します。 

９月１１日（日）１１時～１３時４５分迄シニアセンターにて、いきいきサロンと合同で開催します。長寿と喜寿の方を表彰します。 

更に、軽音楽（バンド演奏）、南京玉すだれ、じゃんけんオリンピック、ビンゴ大会があります。   

                        連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１ 

 

 

●８月の活動報告 

５組１２名参加 体操のお兄さんと一緒にたくさん体を動かしました。子どもに効く動き、お母さん達の体のどこに効く動き・・・とたく

さん教えてもらいました。小学生のお兄ちゃん、お姉ちゃん達も子育てサロンの後はお昼寝をされたのではないでしょうか。 

●９月の活動予定 

９月２０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：恒例３Ｂ体操！楽しい音楽に合わせて子どもも大人も一緒に動かしましょう！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 

 

 

●８月の活動報告   

８月１４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７名 メンバー１５名  合計２２名  

映画会 『椿本課長の 7 日間』 浅田次郎のコメディー小説を映画化したもの。主演 西田敏行 

シニアセンターの涼しいホールで、映画を見て、楽しみました。 

●９月の活動予定 

９月１１日（日） 午前１１時から１３時４５分まで シニアセンター  敬老祝賀会 らくゆう会と合同開催です。 

南京玉すだれ、バンド演奏、じゃんけんオリンピック、ビンゴ大会など楽しいイベントがてんこ盛りです。 

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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子ども会からのお知らせ

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  

らくゆう会からのお知らせ 

いきいきサロンからのお知らせ 
自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 


