：（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
発行：平成２９年１２月 １日
製作：広報委員会

● 11 月の活動報告
7 組 17 名参加 「コットンバッグにステンシル」をしました。お母さん達もデザインを考えるのにワクワクし
可愛いバッグがたくさんできました。
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か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。

● 12 月の活動予定
12 月 20 日（水）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：1２月といえばクリスマス！英語でクリスマスを楽しみましょう。
いつもは第 3 火曜ですが、今回は 20 日水曜です。お間違えのありませんように！

はつが野自治会館のページ
はつが野自治会館のページ

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

自治会からのお知らせ
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 ３００円。 （保険・
飲み物・お菓子等に使います）
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

● 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。
台風で大雨の中、2,100 名の方にお越しいただき、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。
当日、「10 年後の私の夢」という題で、作文、作品をご提出いただいたかたの中で、ウェブサイトに掲示可と
していただいた方の作品を 12 月 4 日（月）から 2 月末まで掲示させていただきます。

はつが野祭り特集

はつが野祭り
はつが野祭り

● １2 月の活動予定
日（曜日）
０１日（水）
０３日（日）
０６日（水）

１0 月 29 日（日） 青葉はつが野小学校 ９時３０分～１３
９時３０分～１３時３０分
３０分

台風 21 号が去って、次の週末は大丈夫だろうと思っていたところに、台風 22 号が接近。
今回は、土曜日から「雨天開催」の準備をしました。 体育館・中庭・駐車場を使って実施。

プログラムの一部を割愛させていただき、早めに終われるように、急遽 変更させていただきました。
ちびっ子かけっこ、南池田中学校ブラスバンドの演奏、スピードガン、ミニ SL、ホールインワンゲーム
などをたのしみにされていた皆様には、期待に添えられず、申し訳ありませんでした。

０９日（土）
１０日（日）

また、一部の会員さんには、抽選会の開始時間の案内が十分行き渡らず、ご迷惑をお掛けしたこと
申し訳ありませんでした。 下の写真は、今回初参加のポズック楽団 チンドンショーです。
１３日（水）
１６日（土）
１９日（火）
２０日（水）

２７日（水）
２９日（金）

３０日（土）
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活動項目
広報いずみ配布 はつが野通信１2 月号発行
らくゆう会役員会（１０：００～１１：３０）
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～）
はつが野街づくり推進委員会 役員会（1７:00～1８:00）
地域一斉清掃 （９：００～１０：００）
里道の花の植え替え（１０：００～１１：００）
はつが野いきいきサロン 一年の反省会＆忘年会
らくゆう会歌声喫茶部主催 カラオケ大会
自治会館 会館委員会 （１７：１５～１８：３０）
はつが野自治会 運営委員会（１８：３０～１９：３０）
古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
自治会定例役員会 （１９：００～２１：００）
子育てサロン（９：３０～１１：００）
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～）
古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
はつが野自治会館 大掃除 (１５：００～１７：００)
年末夜警 １回目 １７:：３０～１８：３０
年末夜警 ２回目 ２０：００～２１：００
年末夜警 １回目 １７:：３０～１８：３０
年末夜警 ２回目 ２０：００～２１：００

活動概要

シニアセンター
和泉市回収 時間が早いです

シニアセンター

花の植え替え
（１２：００～１４：００） シニアセンター
（１４：００～１７：００） シニアセンター
はつが野自治会館
はつが野自治会館

はつが野自治会館
はつが野自治会館
和泉市回収 時間が早いです。

はつが野自治会館
はつが野自治会館
はつが野自治会館
はつが野自治会館
はつが野自治会館

役員全員
主に１丁目の方
主に１丁目の方
主に２丁目の方
主に２丁目の方
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● 10 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

10 月の大一資源からの還付金
古布類

牛乳
パック

83,220 円

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
5300
540
1620
860
130
2950
0
6000 円
37,100 円
3,780 円
11,340 円
3,440 円
910 円
20,650 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。

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】 11 月 12 日（日） 17:15～19:00
・自治会館建設にあたって紀陽銀行から借り入れた借入金について、今期予算の特別会計への振替金額内で
全額返済可能な金額に達するため、余分な金利負担を削減するために一括繰上げ返済することを全会一致で承認。
役員会に提案することになりました。
・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。 1 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。

はつが野自治会館ニュース
● 12 月の自治会館内覧会 12 月は内覧会は、ありません。
年末夜警で来ていただいたときに、館内をゆっくり見物していってください。

いきいきサロンからのお知らせ

● 11 月の活動報告
血圧測定といきいき健康体操 11 月 12 日 シニアセンター メンバー20 名 ボランティア１６名 講師２名
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。
● 12 月の活動予定
12 月 10 日（日） 午後 0 時から午後 2 時まで いきいきサロン反省会と忘年会 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 500 円
今年のサロンの反省、来年の計画などを話し合います。
その後は、忘年会を開催します。
午後 2 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。

【自治会運営委員会】 11 月 12 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。
・11 月 18 日（土）自治会定例役員会に向けての準備
【防犯委員会】 11 月 25 日（土）9:00～11：30
・年末夜警の打ち合わせおよび防犯パトロールを実施しました。
・年末夜警を以下の予定で実施します。飲み物と軽食を準備しますので、皆様の参加をお待ちしております。
12 月 29 日（金） 第 1 回 17:30～18:30 子供の部 、第 2 回 20:00～21:00 大人の部
12 月 30 日（土） 第 1 回 17:30～18:30 子供の部 、第 2 回 20:00～21:00 大人の部

【はつが野街づくり推進委員会】 11 月 11 日（土） 17:00～19：00 シニアセンター 平成 29 度第 6 回役員会
はつが野祭りの各ブロックの精算および景品類の取り扱いについて
各自治会で使用分は自治会で買い取り、来年度持ち越しできる景品は来年度に持ち越し、食品類は打ち上げで使用
はつが野祭りの反省と次年度への反映について

連絡先

保積 三吾 電話５４－１７１１

子ども会からのお知らせ
● 11 月の活動報告
11 月 18 日（土）に行われた三葉学園子育てネット秋まつりに子ども会から「スーパーボールすくいゲーム」を出店し、隣の
スペースで心ばかりのフリマも開催しました。
● 12 月の活動予定
12 月 3 日（日）に青葉はつが野小学校の多目的室でクリスマス会を開催します。オリジナル木製時計を作りますので、クレヨン
やマジックなどの絵を描く道具を持って参加して下さい。
また、12 月 10 日（日）9 時半〜10 時に子ども会の公園清掃があります。班ごとの担当公園清掃にご協力お願いします。

子ども会入会希望の方は、副会長 山辻まで（☎ ２４ー４１１７）

らくゆう会（はつが野老人クラブ）からのお知らせ
【自治会定例役員会】11 月 18 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
（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
・自治会館建設にあたって紀陽銀行から借り入れた借入金の一括繰上げ返済を協議した結果、全会一致で承認
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● 11 月の活動報告
11 月 10 日（金）に運営委員長、副委員長の 3 人でシニアセンターのベランダのペンキ塗りと蛍光灯の点検・清掃を
しました。
● 12 月の活動予定
○シニアセンターの冬季大掃除
日時：12 月 1 日（金）9 時～11 時
はつが野からは運営委員、通期会館利用クラブの代表が参加します。
○12 月 3 日（日）定例役員会（10 時～11 時 30 分）
連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 080-4021-9652
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