らくゆう会からのお知らせ
●１２月の活動報告
・シニアセンター（青葉はつが野老人集会所）の冬季大掃除を１２月２日（金）に行いました。参加協力した委員、クラブ代表の皆
様有難うございました。
・第１３回すこやか文化祭（平成２８年１２月７日（水）～９日（金））に手芸部が出品しまた。
＊書道部の新設について
書道部の新設（６名以上）を検討しています。
月１回、月会費３００円を予定しています。ご希望の方は山田までご連絡ください。
●１月の活動予定
【新年祝賀会】のご案内
「いきいきサロン」と合同で開催します。
日 時：平成２９年１月１５日（日） 午前１０時～１２時３０分
場 所：シニアセンター（青葉はつが野老人集会所）
参加費：無料
連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１

発行：平成２９年 1 月 １日
製作：広報委員会

はつが野自治会

検索

新年明けましておめでとうございます。昨年中は自治会活動にご支援とご協力を頂きまして厚くお礼申し上げます。新たな年を迎え、
新たな気持ちで今年の目標に向かって邁進されることをお祈り申し上げます。
本年２月には私達の自治会館が完成します。自治会員の皆様には自治会館を有効利用していただき私たちの街‘はつが野’の一層
の発展と自治会員皆様のきずなの醸成に繋げたいと思います。自治会館の運営方法については役員にて検討してまいりますが、皆
様のご意見も頂きみんなの自治会館にしたいと思っています。
今年も、私たちの街「はつが野」を安心、安全、住みよい街にしていくことを最大の目標として、皆様方と役員が一致協力し自治会活
動に取り組んで参りたいと思いますのでよろしくお願い致します。
皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。

自治会からのお知らせ

自治会からのお願いと報告
●イノシシの出没に注意ください。
春木町、松尾寺町、はつが野、緑ヶ丘 付近の山林や住宅街でイノシシが目撃されています。ご注意ください。
イノシシに出会った場合の注意事項は次のとおりです。
（１）イノシシを刺激しない
イノシシを見かけても、刺激を与えず、興奮させないことが大切です。近づいたり、棒などを使って追い回したり、石を投
げたりすると、イノシシが興奮し人に危害を加える可能性がありますので、そのような行為はやめましょう。
（２）ゆっくりと後ずさり
イノシシがこちらに気付いていない、イノシシとの距離が十分にある場合、静かにその場を立ち去りましょう。もし、イノシ
シが近づいてきても、あわてずにゆっくりと後ずさりして離れましょう。（急に動くとイノシシが驚いて、思わぬ事故につな
がります。）
犬を連れていると、猟犬と勘違いして襲ってくる場合があります。十分に注意してください。
（３）お子様の行動には特に注意が必要です。
近づいたり、からかったりしないように、ご家庭などで十分ご注意ください。
●かぐらざき公園階段付近のゴミ放置について
かぐらざき公園階段付近にゴミ放置が散見されご近所の方からの連絡を受けて、自治会として注意喚起の立て看板を作りまし
た。その効果がありゴミ放置はなくなりました。ゴミの放置やたばこのポイ捨ては、なかなか改善されないように見受けられま
す。自治会としてははつが野通信等を通じて啓蒙活動を継続していきますが、皆様のご協力もお願いします。

●平成２９年度役員の立候補および推薦を受付します。
平成２９年度（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）の役員を募集します。応募方法は、【立候補】又は【推薦】のいずれかで
す。別途配布しました「平成２９年度 役員立候補届」又は「平成２９年度 役員推薦届」に必要事項を記入いただき、１月１９日（木）ま
でに班長さんにお届け下さい。班長さんは、１月２０日（金）までに、届出用紙をブロック長さんに渡して下さい。届出が無い場合はそ
の旨を報告して下さい。
●自治会入会説明会の開催
下記要領で自治会入会説明会を開催します。ご近所に未加入の方がおられましたら、お声かけをお願いします。
ご都合が悪く説明会にお越しいただけない方は、入会届に必要事項を記載の上、お近くの班長さんまで自治会費と共にお届けくだ
さい。詳しくは別途配布の「自治会入会説明会開催のご案内」を参照ください。
日時 平成２９年１月２１日（土）午後５時３０分～６時３０分
場所 青葉はつが野シニアセンター（青葉はつが野小学校の北約３０ｍ）
内容 自治会、子ども会、老人クラブ、子育てサロン、いきいきサロンの説明
＊駐車場はありませんので、自転車又は徒歩でお越し下さい。
＊加入の申し込みに際しては、１月～３月分の自治会費１，５００円と印鑑をお持ち下さい。

●地域一斉清掃のお礼
１２月１１日（日）に実施しました地域一斉清掃にご協力いただきありがとうございました。１２月は落ち葉が多く一斉清掃が大変な
季節ですが、多くの皆様にご協力いただき楽しい一斉清掃となりました。皆様の散歩路となっている緑ヶ丘小学校近くの里道も綺麗
になりました。
次回は３月１２日（日）を予定しています。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。
地域一斉清掃は、３月、６月、９月、１２月に行っています。自宅周辺だけではなく、公園等の公共用地についても住民全員で清掃
活動に取り組むことになっています。引き続きご協力をお願いします。

自治会館建設コーナ－
●自治会館の完成予想図を建設契約をした貫野建設からいただきました。
＊色は実際とは異なります。
＊来年１月末完成予定です。
＊自治会館の場所：１丁目３２番地２７号

●年末夜警のお礼
１２月２９日（金）、３０日（土）に実施しました年末夜警には、年の瀬の忙しい中、多数の方々に参加いただきありがとうございまし
た。安心、安全の街づくりの一環として毎年実施しています。夜警終了後は、簡単な歓談の場を開催し１年の振り返りを楽しくさせて
いただきました。今日から新しい年が始まります。今年も安心、安全な街づくりに取り組んでまいります。

＊自治会館建設委員会で、
壁・玄関の色、照明・コンセントの位置等
具体的な仕様を決める作業をおこなっていま
す。
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●はつが野祭り 作文・作品のウェブサイトへの掲載
はつが野祭りの開催の時に応募していただきました｢10 年後の私の夢｣の作文・作品を自治会ホームページに掲載しております。
はつが野自治会→自治会員トップページ→はつが野祭り特集 と進んでください。2 月末まで掲載させていただきます。
はつが野自治会ホームページは、検索エンジン（ヤフーとかグーグル）で、｢はつが野自治会｣と入れて、検索してください。

●１１月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告

１１月の大一資源及び米田商店からの還付金 91,770 円
布類
牛乳パック その他紙類
廃家電
60 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
5 円/㎏
100 ㎏
7,510 ㎏
830 ㎏
1,720 ㎏
640 ㎏
160 ㎏
3,410 ㎏
30 ㎏
6,000 円
45,060 円
4,980 円
10,320 円
3,840 円
960 円
20,460 円
150 円
※昨年度は、皆様のご協力誠に有難うございました。本年度もよろしくお願いいたします。
なお、本年１月の回収は、４日（水）は休止します。
（大一資源（株）休み） １１日（水）からの回収となります。
皆様方に大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。
また、ご近所の非会員さんで、ご協力いただいている方がありましたら、この旨のお知らせをお願いいたします。
大一資源（廃家電以外）：072－274－2960
米田商店（廃家電のみ）：072－268－3338
アルミ缶

●１月の活動予定
日（曜日）
０１日（日）
０４日（水）
０８日（日）

１１日（水）
１４日（土）
１８日（水）
２１日（土）

新聞

雑誌

段ボール

活動項目

広報いずみ配布 はつが野通信１月号発行
自治会の古紙類・アルミ缶回収は中止です。
里道清掃（９：００～１０：００）
自治会館建設委員会（１７：１５～１８：３０）
運営委員会（１８：３０～２０：００）
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

２４日（火）

自治会入会説明会（１７：３０～１８：３０）
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）
廃家電の回収

２５日（水）
２８日（土）

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）

・イノシシの出没についての注意喚起
・自治会入会説明会について
・H２９年度役員の立候補及び推進の募集について
・自治会館建設委員会報告（自治会館建設に関するこれまでの経緯の報告、自治会館の壁の色等の具体的詰め）
・かぐらざき公園階段付近のゴミ放置対応（注意喚起）の結果について（改善されました）
（２）協議・決議事項
・費用支出申請
・１ブロック、２ブロックの再編について

子ども会からのお知らせ
●１２月の活動報告
１２月４日（日）に、クリスマス会を行い、ミニティピーライトを作りました。
個性あふれる素敵な作品が出来上がりました。
１２月１１日（日）に、子ども会の公園清掃を行いました。
ご協力ありがとうございました
●１月の活動予定
１月の活動はお休みです。

活動概要

こども会入会希望の方は 副会長 玉沖まで （☎９２－６６１７）
和泉市新分別回収はあります。

皆様のご協力をお願いします。

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
ペットボトルの回収は中止しています。
和泉市新分別回収もあります。
ペットボトルは和泉市分別回収に出してください
シニアセンターで行います。
役員会終了後防犯パトロールを行います。
回収可能なものは金属類です。
年末大掃除で出た廃家電を出してください。

【自治会館建設委員会】１２月４日（日）１７：１５～１８：３０ １２月１７日（土）１８：００～１８：５０
・壁、玄関、玄関の床等の色の決定
・照明、コンセント等の場所等の決定
・いぶき野西自治会館の見学

１２月２５日（日）１８：３０～１９：３０

●１２月の活動報告
１４組２６名参加。 英語の歌やゲームを楽しんだ後はサンタさんの登場！
あまりのリアルさに子ども達は大泣き！けれどサンタさんからお菓子をもらう
と笑顔になりました。最後はみんなで「Merry Christmas!」
●１月の活動予定
１月１７日（火）実施。場所：シニアセンター 時間：９時３０分～１１時
内 容：「スノー グローブ」を作ります。
子どもさんの写真や記念の物を入れて雪の舞う可愛いスノー グローブを作りましょう。
材料の用意がありますので参加をされる方は、１月１３日（金）迄の１９時３０分以降下記連絡先までお電話ください。
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

いきいきサロンからのお知らせ
●１２月の活動報告
1２月１１日（日） 午後 1 時３０分から午後３時まで シニアセンター
ボランティア １７ メンバー ２９ 講師 ２ 合計 ４８
有本雅晴さんのサックス 寺岡智子さんのピアノ 演奏 本格的なプロの演奏で、美空ひばり、石原裕次郎の歌謡曲を
甘いアルトサックスの音色で楽しみました。
●１月の活動予定
１月１５日（日） 午前１０時から１２時３０分まで シニアセンター
新年祝賀会 らくゆう会と合同
再び 岸和田のバンドグループ｢ジーバーズ｣に、来ていただきます。
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）

【運営委員会】１２月１１日（日）１７：１５～１９：３０
・２０１７年成人式日程（１／１９）、和泉市無料職業紹介センター、女と男のフォーラムの開催（２／４）
・イノシシの出没について
・１ブロック／２ブロック再編案の検討
【自治会役員会】１２月１７日（土）１９：００～２０：３０
（１）報告事項
・２０１７年成人式開催について（１／９ シティープラザ） ・和泉市無料職業紹介センター
・女と男のフォーラム開催について（２／４ シティープラザ）
・はつが野祭り推進委員会報告
・はつが野祭りアンケート集計結果の報告
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