らくゆう会（はつが野老人クラブ）からのお知らせ
発行：平成２９年１１月 １日
製作：広報委員会

● 10 月の活動報告
はつが野祭りで 4 つのブースに参加しました。
1 らくゆう亭（うどん・そば） 2 わりばし鉄砲 3 吹き矢 4 対戦ゲーム
● 11 月の活動予定
11 月 5 日（日）定例役員会（10 時～11 時 30 分）
● らくゆう会楽唱歌会からのおねがい
楽唱会では、DVD 機器を使って、童謡・唱歌などを歌っています。最近 シニアセンター備え付けの DVD 機器が
不具合を起こし、もう寿命が来たものと思われる状態となっています。
自治会員さんの中で、中古の DVD 再生機を譲っていただける方がありましたら、下記まで、メールを送って
いただけませんでしょうか？ よろしくお願い申し上げます。

はつが野自治会

検索

はつが野自治会館を、自治会員の方に 9 月から使っていただけるようにさせていただいております。
ご近所同士の親睦会、お友達との打ち合わせ、ブロック・班での相談、カラオケ大会、なんでもけっこうです。
申込者、および利用者が自治会員であれば、無料で使っていただくことが出来ます。
申込者、または、利用者のうちのどなたが自治会員でない場合は、当面、ご利用をお控えいただきたいと存じます。
（自治会員でない方のご利用については、来年度からとさせていただきます。 詳細については検討中です）
お申込は、自治会のホームページの｢はつが野自治会館｣のページ
｢はつが野自治会館｣のページにある「
「申込フォーム」
｢はつが野自治会館｣のページ
申込フォーム」からお願いします。

info@hatsugano-jichikai.com
はつが野自治会館のページ
はつが野自治会館のページ
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。）

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
23 名参加 英語でハロウィーン。多くのみなさんが参加されました。ハロウィーンらしく仮装をしてこられた
お子さまも多く、とても可愛らしかったです。英語で歌を歌い、ゲームをして小さな国際人でした。
こうもりヨーヨーも英語で作りました！

http://www.hatsugano-jichikai.com/ jichikaikan.html

自治会からのお知らせ
● はつが野祭りにご協力
はつが野祭りにご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。
10 月 29 日（日） はつが野祭りにご参加、ご協力いただき、ありがとうございました。
盛大に開催することができました。 ありがとうございました。

● 下期自治
下期自治会費の集金について
会費の集金について
平成 29 年度下期（10 月～3 月）の自治会費の集金が完了いたしました。 ご協力ありがとうございました。

● １1 月の活動予定
日（曜日）

０１日（水）

０５日（日）
０８日（水）
１１日（土）

１２日（日）

活動概要

広報いずみ配布 はつが野通信１1 月号発行
ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～）
古紙類・アルミ缶回収（８：００～）

和泉市回収 時間が早いです

らくゆう会役員会（１０：００～１１：３０）

シニアセンター

古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
はつが野祭り ブース清算事務 （１７：００～１８：００）
はつが野街づくり推進委員会 役員会（18:00～19:00）

シニアセンター
シニアセンター

はつが野いきいきサロン いきいき健康体操

（１３：３０～１５：００） シニアセンター

らくゆう会歌声喫茶部主催 カラオケ大会

（１５：００～１７：００） シニアセンター

自治会館 会館委員会 （１７：１５～１８：３０）

はつが野自治会館

はつが野自治会 運営委員会（１８：３０～１９：３０）

はつが野自治会館
和泉市回収 時間が早いです。

１８日（土）

ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～）
古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
自治会定例役員会 （１９：００～２１：００）

２１日（火）

子育てサロン（９：３０～１１：００）

２２日（水）
２５日（土）
２６日（日）

辻市長とのタウンミーティング（１０：００～１１：３０）

１５日（水）
● 11 月の活動予定
11 月 21 日（火）実施。 開催場所；はつが野自治会館。 開催時間；9 時 30 分～11 時。
内 容：11 月はテンプレートを使っての布へステンシルをします。お母さん方もゆっくりとクラフトを楽しんで
ください。
材料の用意がありますので参加される方は下記連絡先に平日 19 時 30 分以降ご連絡お願いします。
場所の都合上、先着 20 名様とさせて頂きます。
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 ５００円。
（材料費・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
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活動項目

はつが野自治会館
はつが野自治会館

古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
南池田中学校 体育館

こども運営委員会 打ち上げ （１６：００～１９：００）
シニアセンター
はつが野祭り 打ち上げ
（１７：００～２０：００）
シニアセンター
２９日（水）
古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
０1 日（水）と１5 日（水）の和泉市新分別回収は、午前６時からスタートしますので、早めに出しておいてください。
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● 9 月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告
アルミ缶

新聞

雑誌

単位：ｋｇ
段ボール

9 月の大一資源からの還付金 88,950 円
古布類

牛乳
パック

その他
紙類

いきいきサロンからのお知らせ
廃家電

60 円/㎏
7 円/㎏
7 円/㎏
7 円/㎏
4 円/㎏
7 円/㎏
7 円/㎏
5 円/㎏
130
5380
640
1890
600
150
3190
0
7800 円
37,660 円
4,480 円
13,230 円
2,400 円
1,050 円
22,330 円
0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
廃家電の回収は、当分の間、中止とさせていただきます。

● 10 月の活動報告
映画鑑賞会 10 月 8 日 はつが野自治会館 いきいきサロン 2１名 参加
映画『海難 1890』 トルコの軍艦エルトゥールル号が天皇陛下への挨拶のあと、帰路に暴風雨にあい
串本沖で沈没。その時に、串本の漁師が船員を救助する物語。 それから 100 年後、イランのテヘラン
在住の日本人がイラク軍の攻撃で身動きできず、難渋しているときに、トルコは日本人救出のために
飛行機を飛ばし、救出に成功する話。涙が出て止まりませんでした。
● 11 月の活動予定
11 月 12 日（日） 午後 1 時から午後 3 時まで いきいき健康体操 シニアセンター
参加希望者は、保積さんまでご連絡ください。 参加費 100 円

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
【自治会館委員会】 10 月 15 日（日） 17:15～19:00
・自治会館を会員にもっと使っていただくために、利用申込書の全戸配布を検討中です。 12 月のはつが野通信といっしょに
配布することを計画中です。
・自治会館を使ってどんなことをしてみたいか、というアンケートを実施する予定です。 卓球、ダンス、など色んなご意見を
お伺いしたいと考えております。

午後 3 時からは、カラオケ大会があります。奮ってご参加ください。
連絡先

保積 三吾 電話５４－１７１１

子ども会からのお知らせ
【自治会運営委員会】 10 月 15 日（日） １9：00～20:00
・12 月 3 日（日） 自治会役員による自主防災訓練について
青葉はつが野小学校区内の４自治会による防災訓練を実施します。青葉はつが野小学校の備蓄倉庫の確認、
避難所としての体育館の確認、給水操作の確認などを行う予定です。
・10 月 21 日（土）自治会役員会に向けての準備

【防犯委員会】 10 月は、はつが野祭りのため、お休みでした。
【はつが野街づくり推進委員会】 10 月 14 日（土） 17:00～19：00 シニアセンター
各自治会からの本部応援スタッフの確認
桃山学院大学からの応援 40 名（司会 4 名、写真 2 名 その他 34 名）
駐車場管理について
会場レイアウトについて
印刷物の配布（開催案内、抽選券、作文募集、協賛の礼状、駐車許可証など）

● 10 月の活動報告
運動会の代休にあたる 10 月 10 日、朝早くからバス３台に分乗してキッザニア甲子園へ行ってきました。特に大きなトラブルも
なく、子ども達は好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら色々な仕事を体験してきました。
また、はつが野まつりでは「スーパーボール重さ当てゲーム」を出店し、たくさんの子ども達に参加してもらいました。
● 11 月の活動予定
11 月 18 日（日）の三葉学園子育てネット秋まつりのふれあい模擬店に子ども会から「スーパーボールすくいゲーム」を出店予定
です。みなさん、ぜひ遊びに来て下さいね。

平成 29 度第 5 回役員会 および 総会
子ども会入会希望の方は、副会長 山辻まで（☎ ２４ー４１１７）

はつが野祭り特集

はつが野祭り
はつが野祭り
【自治会定例役員会】10 月 21 日（土） 19:00～20:50
（１）報告事項
・自主防災訓練実施について、認知症フォーラムについて、市長とのタウンミーティングについて
・自治会館委員会報告 ・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

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

はつが野祭りについては、次号で報告させていただきます。

はつが野自治会館ニュース
（２）協議・決議事項他
・費用支出申請
・自治会費の徴収についての経過報告
・はつが野祭り 最終準備の確認を行いました

● 11 月の自治会館内覧会 11 月は内覧会は、ありません。
備品として 『マイクスタンド』を購入しました。
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いきサロンからのお知らせ

