
 

 

●7 月の活動報告  

     ７月は子ども会の活動はありませんでした。 

●8 月の活動予定 

    今年も夏休みラジオ体操を ８月２８日（月）〜３１日（木）に開催します。かぐらざき公園で午前７時に開始予定です。 

元気に 2 学期を迎えられるよう、みなさんぜひ参加して下さいね。 

 

子ども会入会希望の方は、副会長 山辻まで（☎�２４ー４１１７）         

 

                                                                          

 

 

●7 月の活動報告 

下期シニアセンター利用予定表を作成しました。  

●8 月の活動予定 

     8 月  6 日（日）定例役員会（10 時～11 時30 分） 

     8 月27 日（日）運営委員会（18 時～21 時） 

  クラブ活動中の熱中症に気をつけてください。 

●らくゆう会は 16 のクラブがあります。随時募集 

 カラオケ部、楽唱会、歌声喫茶、ハイキング部、囲碁・将棋部、ストレッチ体操部、 

    手芸部、ディスコン部、グランドゴルフ部、健康麻雀部、なつめろタイム、俳句部、  

ウォーキングクラブ、ゴルフ部、卓球部、書道部 

           連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 080-4021-9652 

 

（携帯電話の番号が変わりました。） 

 

●7 月の活動報告 

8 組20 名参加。 ゲームや折り紙で星作りをしてお子さんもお母さん達もにぎやかに小縁日を楽しみました。  

浴衣を着て参加のお子さんもたくさんいらしてとても可愛らしかったです。  

●8 月の活動予定 

今回より開催場所が変更になります。 

８月２２日（火）実施。  通常第３火曜ですがお盆の為 第４火曜の２２日に開催します。 

開催場所；はつが野自治会館（子育てサロンは今回より自治会館にて行います。） 

開催時間；９時３０分～１１時。   

内 容：「にじの図書館さん」が来てくれます。絵本の読み聞かせ。子育ての皆さんにお勧めの本をたくさん持ってきてく

ださいます。 

      夏の暑い半日、ゆったり、まったりお子様と一緒に絵本を楽しみませんか？   

      夏休みですので、ご兄弟・ご姉妹の皆様もご一緒にどうぞ・・・。 

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：８月は 0 歳～未就園児とそのご兄弟・ご姉妹とその保護者の皆様様      連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８ 

 

 

 

８月の自治会館内覧会  ８月１９日（土） 午後６時～午後６時４５分 はつが野自治会館 

自治会館の内部をぜひ見学・探検してみてください。自治会員の方、団体で今後（平成 30 年 4 月以降）借りるかもしれな

いと思っておられる方、どうぞお越しください。 
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はつが野自治会館に、予定していた必要な設備・備品がほぼ揃いました。 

自転車の雨よけのサイクルポート、外の掃除用具を入れるための物置、事務室で自治会事務が出来るように用意した 

書棚（キャビネット）、文具、パソコン、パソコンデスク、ファックス電話機、予定記入ボード、など。 

 

これら備品の多くは、中古品です。会員からの寄贈品、また、企業から破格の安い価格で分けていただいた商品です。 

自治会館内覧会を今後も続けて行きますので、それらをぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

  

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。 

●「司会」を募集  締め切り 9 月9 日（土） 

   女性の方を募集します。ご友人と一緒でも大歓迎です。祭り当日の司会および子ども司会者の指導をしていただきます。 

経験、未経験を問わず、チャレンジしてみませんか？ 

●こどもアナウンサーを募集  締め切り 9 月9 日（土） 

   小学４年生～６年生までのお子様で、祭り当日の司会を担当していただきます。、 

   プログラムやイベントの案内、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。 

●こども運営委員を募集  締め切り 9 月9 日（土） 

小学1 年生～６年生までのお子様で、お祭りの時に、抽選のお手伝い、賞品授与のお手伝いなどをしていただける 

方を募集します。 

スケジュールは、下記の通りです。 場所はすべて 【青葉はつが野シニアセンター】です。 

日付 時間 対象 内容 備考 

9 月10 日（日） 午後4 時～5 時 司会・運営委員 全員 全体会合 顔合わせ テーマ検討 保護者の方もお越しください 

9 月17 日（日） 午前9 時～11 時 司会・運営委員 全員 テーマ検討 材料購入の手配 保護者の方もお越しください 

9 月24 日（日） 午後1 時～5 時 司会・運営委員 全員 バックパネルの制作 保護者の方もお手伝いください 

10 月8 日（日） 午前9 時～11 時 司会・運営委員 全員 バックパネルの制作 （予備日） 9/24 仕上がっていれば不要 

10 月8 日（日） 午前9 時～10 時 司会 司会の練習（1 回目） パネル制作の場合は、11 時から

10 月15 日（日） 午前9 時～10 時 司会 司会の練習（２回目）  

10 月22 日（日） 午後1 時～2 時 司会 司会の練習（3 回目）  

10 月28 日（日） 午前8時30分集合 司会・運営委員 全員 はつが野祭り 本番  

11 月26 日（日） 午後5 時～7 時 司会・運営委員 全員 はつが野祭り 打ち上げ  

 

 

申し込みは、保護者名、お子様の氏名、学年、ご住所、携帯電話番号、メールアドレスをご記入の上、下記の自治会のメールアドレス 

まで、お願いします。              info@hatsugano-jichikai.com          Page１ 

 

 

 
●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。 
    平成２９年４月から平成３０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

発行：平成２９年 8月 １日

製作：広報委員会 

はつが野自治会 検索 

らくゆう会（はつが野老人クラブ）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  

はつが野自治会館ニュース 

はつが野祭り特集 

はつが野祭り  １0 月29 日（日） 青葉はつが野小学校グラウンド ９時３０分～１５時 

自治会からのお知らせ 

子ども会からのお知らせ



す） 
平成２９年８月１７日（木）までに班長さんまでに提出下さい。班長さんは８月１８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１９日（土）の役員会で報告下さい。 
    

 ９月１０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。 

   

● ８月の活動予定   

 日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（土） 広報いずみ配布  はつが野通信8 月号発行   

０２日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ペットボトルなど和泉市新分別回収もあります。 

０９日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

１２日（土） はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０） はつが野祭り プログラム決定 協賛依頼の検討 

１３日（日） 里道清掃( お休みです。 

自治会館委員会  （１７：１５～１８：３０） 

自治会運営委員会（１８：３０～１９：３０） 

８月はお盆の為お休みです。又のご協力をお願

いします。 

１６日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ペットボトルなど和泉市新分別回収もあります。 

１９日（土） 自治会館 内覧会 （１８：００～１８：４５） 

自治会定例役員会 （１９：００～２１：００） 

ご自由にご観覧ください。 

２２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。 

２３日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

２６日（土） 防犯パトロール・防犯委員会（９：００～１１：００） 防犯委員の方は参加ください。 

３０日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

 

● ６月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告   単位：ｋｇ    ５月の大一資源及び米田商店からの還付金 72,520 円 

アルミ缶 新聞 雑誌 段ボール 古布類 
牛乳 

パック 

その他 

紙類 
廃家電 

60 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 4 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 5 円/㎏ 

100 4570 630 1,560 450 110 ㎏ 2,340 50 

6000 円 31,990 円 4,410 円 10,920 円 1,800 円 770 円 16,380 円 250 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   

  

 

【自治会館建設委員会】７月９日（日） １７：１５～１８：３０ 

  ・自治会館建設特別会計の状況の説明と借入金の返済予定の前倒しの検討 

  ・自治会館建設委員会の解散宣言 

 

 【自治会委員会】７月１５日（土） １８：２０～１８：５０ 

   ・映写用スクリーンの設置についての見積もりの検討  

   ・｢子育てサロン｣が 8 月以降自治会館を利用することの承諾 

   ・｢いきいきサロン｣が 8 月に自治会館を利用することの承諾 

   ・｢らくゆう会 書道部｣が 10 月以降自治会館を利用することの報告 

 

【運営委員会】７月９日（日）１８：３０～１９：３０ 

・校区役員会の報告 

・防犯灯増設についての検討 

・一斉清掃前に、和泉市に公共場所の清掃を要請する件についての検討 
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【防犯委員会】７月２２日（土） １０：００～１２：００  ・防犯委員で防犯パトロールを行いました。 

 

  【自治会入会説明会】７月１５日（土）１７：４０～１８：２０ 

     ２組 4 名の方がお見えになり、全員 入会していただきました。             

【はつが野街づくり推進委員会】７月８日（土）  平成２９度第３回役員会 １７：００～１８：００ 

 ・アトラクション、飲食ブース、ゲームブース 出店希望者の募集受付終了 

    ・アトラクション チンドンショー、緑ヶ丘幼稚園、いずみ太鼓、鳴子おどり、かけっこ（１）、キッズダンス、ブラスバンド、 

              クイズ大会、ダンスフィットネス、銭たいこ、チアリーディング、かけっこ（２） 

    ・ゲームブース 景品当て、アめちゃんすくい、千本引き、ピラミッドボール、金魚すくい、コイン落とし、スーパーボール 

              ホールインワンゲーム、スピードガン＆的当て、対戦ゲーム（オセロ、五目並べ）、昔遊び＆バルーンアート、 

              吹き矢、キックターゲット （出し物未定のものがあります） 

    ・飲食ブース  らくゆう亭（即席うどん、即席やきそば）、ジュハリ（ホットドッグ、ドリンク、ポテト）、中井（おはぎ 他）、 

              プラリンチュ（ケーキ）、Igusa（パスタ入りミネストローネ、ティラミス、サンドイッチ）、 

              その他出店候補 本家さぬきや、明るい農村、ぷるぷる、ぢどり亭、琉球、竜鳳、ベリーズカフェなど 

 

  【自治会定例役員会】７月１５日（土）１９：００～２０：４０ 

（１）報告事項 

・校区役員会の報告（和泉市無料職業紹介センター、認知症高齢者等声掛け見守り模擬訓練、認知症サポーター養成講座、 

 和泉市再資源化事業推進奨励金の交付額変更について、大一資源6 月から古布買取価格4 円/ｋｇ、ゴミ分別スマホ対応 

 アプリ（さんあーる）、広報誌【民児協いずみ】自治会館内に掲示、いずみいのちの森事業PR ポスター掲示板に掲載、 

 和泉市民観戦デー 

・自治会館建設委員会報告  ・はつが野街づくり推進委員会報告 ・各専門委員会報告 ・各ブロック報告 ・関連団体活動報告 

・自治会エリア ボール遊びなど交通安全についてチラシ作成および配布の決定 

 

（２）協議・決議事項他 

・費用支出申請 

・はつが野3 号公園に遊具・看板を設置することの 

・自治会の会合の時に、お茶を支給することについての検討 – 1 時間以上の会議について、お茶などの飲み物を 

 提供することが決まりました。詳細については、運営委員会で決めていく予定です。 

いきサロンからのお知らせ 
 

 

 

●７月の活動報告   

７月９日（日） 午後１時３０分から３時まで シニアセンター ｢フラダンス プアナニ・ティアレ｣ 

ボランティア１８名 メンバー１7 名  講師8 名 合計43 名 

ハワイに行った気分で、フラダンスの練習をしました。手の動きは、手話と同じです。 

足と腰を動かしながら、曲に合わせて、手も動かすのは、けっこう、頭の体操になっている気がします。 

 

●８月の活動予定 

８月１３日（日） 午後１時３０分から３時まで はつが野自治会館 映画会 【彼岸花】 

小津安二郎監督1958 年製作・公開の初のカラー映画  佐分利信 田中絹代 有馬稲子 久我美子 佐田啓二  

山本富士子 

 

今回、初めて、はつが野自治会館での開催となります。 

映画会の後のカラオケも、自治会館で開催します。 

 

参加希望者は、保積さんまでご連絡ください。 

連絡先  保積 三吾 電話５４－１７１１       
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自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 

いきいきサロンからのお知らせ 


