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● １１月の活動報告  

11 月 4 日(日)はつが野祭りで、ペットボトルダーツを出店しました。青空の中、約 1,000 人の子ども達が、 

ゲームに、挑戦してくれました。 ありがとうございました。 
● １２月の活動予定  

12 月 2 日(日)にクリスマス会を自治会でします。素敵なクリスマスカードを作って、大切な人にプレゼントしましょう。 

一丁目は 9 時 30 分集合、二丁目は 11 時集合です。上靴、靴を入れる袋、カバン、新聞紙、色鉛筆・クレヨン等を 

持って決めください。 

12 月 9 日(日)9 時 30 分から、子ども会の公園清掃をします。ホウキやチリトリ等の掃除道具は各自持参ください。 

1・2・3 班   → はつが野 3 号公園 

4・5・6・7 班 → ぞうさん公園 

 子ども会入会希望の方は、副会長 藤村まで（☎53-2987） 

                         

                                                    

 

はつが野自治会館では自治会員さまの利用を受付しております。利用方法については自治会 HP より自治会館の 

ページを開いていただくと説明があります。 

＜管理人の急募＞ 

はつが野自治会では自治会館利用者のサポートとして自治会館管理人を募集しています。現在の登録管理人では 

会館運営に支障がでることも予想されております。管理人業務の軽減も検討しており、自由な時間があり、少しでも 

会館運営にご協力いただける方がおられましたら、下記お問い合わせ お申込み先まで連絡をお願いします。 

＜管理人の応募資格＞ 

１） はつが野自治会の自治会員であること。 

２） グループでの申し込みも可能です。ただし手当はグループに対しての支払いとなります。 

＜有償ボランティア＞ 下線部分は業務軽減について検討中です。 

主な仕事は会館利用者の対応となります。 
自治会館の解錠、施錠、利用者からの利用料の徴収、会館の後片付けなどです。 
管理人（またはグループ）に対して、1 回（4 時間）あたり、1,000 円の手当を支給します。 

詳細は、自治会ホームページ 自治会館のページをご参照ください。 

お問い合わせ お申し込み： 自治会メールアドレス info@hatsugano-jichikai.com 
           または、はつが野自治会館 FAX 0725-24-7453 
 

                                                                            

      

● 11 月 4 日(日)はつが野祭りが盛況に開催されました。 

 当日は汗ばむ陽気の中、子ども運営スタッフ、桃大からの応援を含む 300 名を超えるスタッフの運営により 

珍しく？天候に恵まれ、史上最多の４０００名もの参加をいただき、盛況に開催することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 10 年後のわたしの夢（作品・作文）のｗｅｂサイトへの掲載について 

 はつが野祭りにて、自治会員のみなさまより「10 年後のわたしの夢」作品・作文の募集ｓたとこと  点のご応募を 

いただきました。その中からｗｅｂへの掲載をご了解いただいた作品を、はつが野自治会ウェブサイトにて公開 

（11 月～2 月頃）させていただきます。また、作品はタイムカプセルに保管し 10 年後にお返しさせていただきます。 

 

 

 
 
 
 
 

info@hatsugano-jichikai.com  

自治会ホームページ https://www.hatsugano-jichikai.com/ 
 

 

 

 

● 一斉清掃の実施について［１２／９（日）９時より］ 

12 月 9 日（日）は自治会一斉清掃になっております。9：00 より開始いたします。最近参加者が減って満足に清掃が 

できないブロックもございます。地域の美化推進により街の価値もあがり、住みよい街づくりにつながります。皆様の 

参加をお願いいたします。 

● 年末夜警の実施について 

12 月 29 日（土）、12 月 30 日（日）の 2 日間、年末夜警を実施いたします。「火の用心」の掛け声と一緒に地域の防犯 

パトロールを実施します。自治会館で温かい食べ物や飲み物、おつまみなどを用意しています。パトロールの後は懇親 

の場を設けます。皆様の参加をお待ちしています。詳しくは 12 月中旬に配布しますチラシをご覧ください。 

● はつが野祭りの実施結果について 

    11 月 4 日（日）青葉はつが野小学校グランドにて、はつが野祭りが開催されました。３００名を超えるスタッフが前日 

    より準備し、今年はお天気にも恵まれ、日中は汗ばむ陽気の中、４０００名もの参加者が集まりました。 

ご協力いただきましたスタッフの皆様お疲れさまでした。 

● 自治会内での迷惑行為の防止について 

自治会内において、同一箇所で複数回にわたって吐しゃ物が残される。道路上での遊戯による車両への物損（加害者 

不明）など迷惑行為が発生しているとの報告がきております。防犯カメラの設置要望など自治会でも防止にむけ取り組み 

してま 

 

いりますが、同様の被害の発生など、迷惑行為の防止に向けて情報提供をお願いいたします。 

● １２月の活動予定   

 日（曜日） 活動項目 活動概要 

１日（土） 広報いずみ配布  はつが野通信１２月号発行   

２日（日） 子ども会イベント  

らくゆう会役員会（１０：００～１１：３０） シニアセンター 

５日（水） 

 

ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～） 和泉市回収 時間が早いです。 

古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

８日（土） はつが野街づくり推進委員会 役員会 （１７：００～１８：００） シニアセンター 

９日（日） 自治会一斉清掃（９：００～１０：００）  

里道清掃（９：００～１０：００） 里道（緑ヶ丘小学校東） 

自治会会館委員会 （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 

１２日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

１５日（土） 自治会定例役員会  （１９：００～２１：００） はつが野自治会館 

１８日（火） 子育てサロン（９：３０～１１：００） はつが野自治会館 

１９日（水） ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～） 和泉市回収 時間が早いです。 

古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

２６日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

２９日（土） 年末夜警（１回目１７：２０～、２回目１９：５０～） はつが野自治会館 

３０日（日） 子松夜警（１回目１７：２０～、２回目１９：５０～） はつが野自治会館 

 

 

はつが野自治会館からのお知らせ 

はつが野祭り特集 

子ども会からのお知らせ 

はつが野通信 
発行：平成３０年１２月１日  
製作：はつが野自治会広報委員会 12 月号 

はつが野自治会 検索
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● １０月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告   単位：ｋｇ    １０月の大一資源からの還付金  107,000 円 

新聞 雑誌 段ボール 
牛乳 

パック 

その他 

紙類 
合計 古布 アルミ缶 

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

6,220 1,200 2,110 180 3,790 13,500kg 1,100kg 135 

     94,500 円 4,400 円 8,100 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。 

   ※雨の日、【古布】は、回収できませんので、お出しにならないようお願い申し上げます。 

      「濡れた【古布】はリサイクルできないため、雨の日は【古布】を出さないようにお願いします 

※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：072－274－2960                                                                                                             

                                                                   

 

【自治会館委員会】 11 月 11 日（日） 17:15～18:00   

・12 月の利用予定のイベントの未決定分の管理人の設定。 
・自治会館管理人の負担軽減について 

【自治会運営委員会】  11 月 11 日（日） 18:00～19:30 

・校区役員会議の報告 

・11 月 17 日（土）役員会の準備について 

【はつが野街づくり推進委員会】  

11 月 10 日（土） 17：00～18：00 シニアセンター 

・はつが野祭りブース清算について 

・運営委員の打ち上げについて 11 月 25 日（日）シニアセンター 

      ･はつが野祭り実施結果について 天候にも恵まれ、参加者約４０００名と盛況であった。 

【防犯委員会】   

・11 月 17 日（土）ふれあいウォークに通過ポイント監視員として協力しました。（2 名） 

・11 月 24 日（土） 9:00～ 防犯パトロールを実施しました。   

・12 月 29 日（土）、12 月 30 日（日）、恒例の年末夜警を実施します。 

【自治会定例役員会】 11 月 17 日（土） 19:00～20:30 

 １．報告事項 

(1) 校区の連絡について 

･就活セミナーin 泉州北ついて(回覧済)  

・民生委員・自動委員の選出依頼について（回覧） 

・「民児協いずみ」の配布依頼について 

・防災関連備品の寄贈報告について 

・新庁舎整備基本設計（案）に係る市民説明会のご案内について 

(2) 会館委員会報告（会館利用について） 

(3) 各専門委員会報告（会計・総務・環境街づくり・防犯・福祉・ウェブサイト） 

(4) はつが野街づくり推進委員会報告 

(5) 各ブロック報告 

(6) 子ども会、らくゆう会報告 

(7) 危機管理マニュアルの配布について 

(8) その他 

２．協議・決議事項 

(1) 費用支出申請について(公共料金、設備・備品、その他 

(2) はつが野街づくり委員会臨時拠出金について 

(3) ８ブロック吐瀉物被害について 

(4) 地域歳末たすけあい運動への対応について 

(5) 一斉清掃への参加慫慂チラシについて 

 

 

 

 

 
                                                                  
● １０月の活動報告  

11 月 4 日（日）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（フランクフルト）、②わりばし鉄砲 

③吹き矢、④対戦ゲーム。会員のご協力のおかげで、無事終了しました。ありがとうございました。 

● １１月の活動予定 

・12 月 2 日（日） 定例役員会（10 時～11 時 30 分） 

・シニアセンターの冬季大掃除  日時 12 月 3 日（月）9 時～10 時 30 分 

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。 

連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 080-4021-9652  

 

 

 

● １１月の活動報告   

10 月 14 日（日）映画鑑賞会を開催しました。参加者は 34 名でした。 
 題名 『100 円の恋』  主演 安藤サクラ 

だらしない生活をしていた子連れ・出戻りの一子がボクシングに目覚めて身体を鍛え、試合に臨むまでの 
ドラマでした。けっこう楽しめました 

● １２月の活動予定 

11 月 11 日（日）午後 1 時 30 分 シニアセンター 健康体操 

血圧測定、検尿も希望すれば受けられます。 

イスにすわったまた楽な姿勢で、軽い体操をリズムに合わせて楽しくやります。 

参加希望者は、保積さんまでご連絡ください。 参加費 100 円（茶菓子代＋保険料） 

連絡先  保積 三吾 電話５４－１７１１   

 

 

 

● １１月の活動報告    

開催日時：11 月 20 日（火）9 時 30 分～11 時 

内 容：「ステンシルでバッグ作り」予約制でいｓたが、ご連絡いただき楽しんでいただきました。 

お店で売っている物と違い「オンリーワン」の素敵なバッグができました。 

● １２月の活動予定 

開催日時：12 月 18 日（火） 9 時 30 分～11 時 

開催場所：はつが野自治会館 

内   容：「ゲームとハンドベル」を楽しみましょう！ 

       初めて参加される方も大歓迎です！ 

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・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 

※  自治会館へは徒歩・自転車でお越しください。 

   12 月の里道清掃 12 月 3 日（日）9 時～10 時 皆様の協力をお願いいたします。 

連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８ 

 

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 

らくゆう会（はつが野老人クラブ）からのお知らせ 

いきいきサロンからのお知らせ 

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ 


