
　

のぞみ野自治会”秋のつどい”を開催します

日時　：　令和4年11月27日（日）　１０：００～１４：００

　　　　　　　　　１０：３０〜１１：００　　　１３：００～１３：３０　（各回最大50名）　

ご家族　ご近所の方とお誘いあわせの上　ぜひお越し下さい

*福引き　くじ引きの景品は　充分な数を準備しておりますが　無くなり次第終了となります
*当日の写真や動画をのぞみ野自治会のホームページに掲載する可能性があります
*新型コロナウイルス感染症の流行状況等により　中止となる場合があります

　　☆11月のサークル活動 ☆

※　缶拾いは　4日の９：００～　よろしくお願いします。
※　役員会は　4日の９：３０～です。
※　歩こう会は　松尾寺方面へ行きます。
※　手芸は　干支のウサギさんを作ります。
※　お茶会は　３０日（水）　飲み物は各自ご持参ください。
※　5日（土）のディスコンは　９：００～　子ども会との交流会を行います。
※　上記のサークル活動はコロナウイルスの状況により変更されることもあります。

手芸 ５・１２・１９・２６日（土） のぞみ野西会館  13:00～
カラオケ ４・１８日（金） 自治会館  13:00～

役員会 ４日（金） 自治会館 9：３0～

ディスコン
5日（土）

１７・２４日（木）
自治会館

９：００～
９：３０〜

グランドゴルフ
１・８・１５・２９日（火） くすのき公園 9：３0～

２２日（火） 長池公園 9：３０～

卓球（１） ７・１４・２１・２８日（月） 自治会館 13:00～

卓球（２） ３・１７・２４日（木） 自治会館
13:00～

時間厳守

歩こう会 6・２０日（日） ぞうさん公園 集合9：00

いずみ体操 ７・１４・２１・２８日（月） 自治会館 10:00～

のぞみ野自治会会報　R 4年 11月号

　　　　　  ②子ども用くじびき　（はずれなし　★来てくれたお子さん全員1人1回できます）
　　　　　　③子ども向けパフォーマー 　　まつだこうきさんによるマジックショー

活動種目 日　(曜日） 場　　所 時　　間 担当 ・ 電話

場所　：　のぞみ野自治会館（雨天決行）
内容　：   ①福引き （当たり本数多数！　参加賞もあります♪）

のぞみ会

総務部
①福引きには

この会報に挟んでいる

チラシについている

福引き券が

必要です！



☆　11月の予定　☆

・5日（土）９：００～１２：００ ディスコン交流会

・6日（日） 和泉市ドッジボール大会に出場

・23日（祝） 子ども会40周年記念行事

　　 いきいきサロン のぞみ　 11月の予定

日時 10日（木） １３：３０〜

場所 のぞみ野自治会館

内容 「ミニ運動会」身体を動かして楽しみましょう
輪投げ　玉入れ　パン取り競争　等々
マツケンサンバでノリノリ

参加費 100円

65歳以上の方ならどなたでもご参加いただけます
お待ちしております
感染状況をみながらの開催となります
中止になる場合は掲示板にてお知らせ致します

重量（kg） 金額（円） 重量（kg） 金額（円）

1,130 4,370
1,130 4,370 80 5,600
1,130 4,370

13,110 5,600
                                    ※ご協力ありがとうございました。

9,970
子   ど   も   会 4,370
合          計 18,710

令和4年9月分：古紙・リサイクル品回収料
古　紙　等 リサイクル品 合　　　　計

金　額（円）

自     治     会 4,370
  の   ぞ  み   会  

会計

子ども会



　　　　　　　　　　　　　　　☆　わくわくのぞみっ子　11月の予定　☆

　1日
　8日 お花紙を使って遊ぼう
15日 絵本読みきかせ
22日 ママストレッチと体のお悩み相談　（肩凝り　腰痛等）

場所　 自治会館
時間 １０：３０　～　１１：３０

要予約　10組程度

                                                                                　　                                                                                 　　
　　

　　　　　

　　　　～　赤ちゃん＆よちよち広場　11月の予定　～

25日（金）　親子遊び

場所　 自治会館　２F １０：３０　～　１１：３０

会費 100円

※要予約　５組程度　公式LINEでも予約出来る様になりました。

　　　　

　　　　

秋あそび　落葉やドングリ等を使って遊びます



自治会 各種団体・活動 その他の予定

1 火
グランドゴルフ（のぞみ会）　９：３０～
（くすのき公園）
わくわくのぞみっ子　１０：３０～

新分別収集日
（ペットボトルはこの日です）

2 水 資源ごみ(１丁目）
3 木 卓球２（のぞみ会）１３：００～

4 金
カラオケ（のぞみ会）　１３：００～
役員会（のぞみ会）　 ９：３０～
缶拾い（のぞみ会）　 ９：００～

リサイクル品・古紙回収
（自治会、子ども会）

5 土

役員会　　１７：５０～
班長会　　１８：３０～
　　　　　　 １９：００～
　　　      　１９：３０～

手芸（のぞみ会）（西会館）　１３：００～
ディスコン（のぞみ会&子ども会）　９：００～

6 日
歩こう会（のぞみ会）　９：００～
和泉市ドッジボール大会（子ども会）

7 月
いずみ体操（のぞみ会）　１０：００～
卓球１（のぞみ会）　１３：００～

8 火
グランドゴルフ（のぞみ会）　９：３０～
（くすのき公園）
わくわくのぞみっ子　１０：３０～

9 水
10 木 いきいきサロンのぞみ　１３：３０～
11 金
12 土 手芸（のぞみ会）（西会館）　１３：００～ 資源ごみ(２・３丁目）

13 日

14 月
いずみ体操（のぞみ会）　１０：００～
卓球１（のぞみ会）　１３：００～

15 火 広報　原稿締め切り
グランドゴルフ（のぞみ会）　９：３０～
（くすのき公園）
わくわくのぞみっ子　１０：３０～

新分別収集日
（ペットボトルはこの日です）

16 水 資源ごみ(１丁目）

17 木
ディスコン（のぞみ会）　９：３０～
卓球２（のぞみ会）　１３：００～

18 金 カラオケ（のぞみ会）　１３：００～
リサイクル品・古紙回収
（自治会、子ども会）

19 土 手芸（のぞみ会）（西会館）　１３：００～
20 日 歩こう会（のぞみ会）　９：００～

21 月
いずみ体操（のぞみ会）　１０：００～
卓球１（のぞみ会）　 １３：００～

22 火
グランドゴルフ（のぞみ会）　　９：３０～
（長池公園）
わくわくのぞみっ子　１０：３０〜

23 水 40周年記念行事（子ども会）

24 木
ディスコン（のぞみ会）　　９：３０～
卓球２（のぞみ会）　１３：００〜

25 金 「広報いずみ」配布１９：００～　　 赤ちゃん＆よちよち広場　１０：３０〜

26 土 手芸（のぞみ会）（西会館）　１３：００～ 資源ごみ(２・３丁目）
27 日 秋のつどい（のぞみ野自治会）

28 月
いずみ体操（のぞみ会）　１０：００～
卓球１（のぞみ会）　 １３：００～

29 火
グランドゴルフ（のぞみ会）　９：３０～
（くすのき公園）

30 水

令和4年11月予定表


