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はつが野自治会

検 索

みなさんこんにちは。住民の自治組織である自治会では、みんなで協力して安全な街づくりのために、防犯灯の設置や、
維持管理を行うことや、地域の環境美化活動、情報の提供に自主的に取り組んでいます。また、住民の皆さんの親睦を図る
など、結びつきを深めながら、豊かで住みやすい街づくりを目指して活動しています。
地域の問題は、じっとしていても解決しません。自治会の活動にみんなが積極的に参加することによって、より暮らしやすい
街づくりを進めることが出来ます。みなさまのご協力のほど、よろしくお願いします。

自治会からのお知らせ
●自治会に加入されていない皆さまへ
地域での安心した暮らしやきれいな街づくりのための環境美化は、みんなの力で維持できています。
｢自治会に加入してメリットはあるの？｣という声を耳にしますが、｢ここに住む一員として、地域をみんなで支え、守っていく
自治会 に積極的に加入する。｣という考え方が大切と思います。また地震や災害など、自分だけの力ではどうにも
ならないことがあったとき、近くに住んでいる同じ自治会仲間が力になってくれます。そのためにも、日ごろから
自治会の活動に目を向け、参加をお願いいたします。
１） 防犯灯維持費について。
今年 2 月に自治会に加入されていない世帯の方に｢防犯灯維持管理費用｣についてご協力をお願いし、
169 世帯の方にご賛同いただき、202,800 円（1,200 円 x169 世帯）をお預かりしました。自治会の防犯灯関係の
予算 930,000 円の一部として、大事に使わせていただきます。
ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。
２） 古紙、アルミ缶、ペットボトルなどの回収について
古新聞、古紙、アルミ缶、ペットボトルなどの資源回収還元金は、自治会の大きな収入源となっています。
子ども会、らくゆう会、いきいきサロン、子育てサロンなどの活動資金として有意義に使われています。
本年も『毎週水曜日』午前 8 時をめどに、玄関前に出してください。
これまでのご協力に感謝申し上げますとともに、今後もご協力をよろしくお願い申し上げます。
３） 地域一斉清掃へのご協力のお願い
今年も年 4 回の一斉清掃を実施する予定です。下記にあるように自治会員が清掃をしますので
よろしければご一緒にご協力をお願いします。（6 月、9 月、12 月、3 月の第 2 日曜日をメド）
4)

自治会への入会について
自治会広報誌『はつが野通信』は、毎月発刊しています。今月号は特別に自治会に加入されていない方にも
配布させていただきます。本誌をご参考に自治会や子ども会、らくゆう会などの活動も知っていただき
自治会へのご加入をご検討ください。また地域福祉活動｢いきいきサロン｣｢子育てサロン｣にも
体験参加していただけます。自治会への入会を希望される方は、お近くの班長または鎌野（tel 53-5360）
までご連絡ください。
なお、本年 4 月の定期総会において自治会館建設計画が承認され、5 年後の平成 28 年度に着工、
竣工できるよう計画を進めるため、自治会費は現在月 500 円（年間 6,000 円）となっています。
当自治会では、インターネットでサイトを開設しています。｢はつが野自治会｣で検索してください。
個人情報以外の各種の情報はオープンにさせていただいています。どうぞ一度お立ち寄りください。

●平成 23 年度定期総会を開催しました。
4 月 24 日（日）青葉はつが野小学校体育館で開催しました。全議案が承認されました。
<承認された主要な議案>
１） 自治会の名称が｢はつが野自治会｣に変更になりました。
今後もはつが野 1 丁目、2 丁目をひとつの自治会として活動していく決意の表明として
従来の｢はつが野 1 丁目・2 丁目自治会｣の名称を変更し｢はつが野自治会｣になりました。

２） 自治会館建設計画が承認されました。
5 年後の平成 28 年度に着工、竣工できるように、今年度から準備を進める計画です。また、自治会費を
月 200 円値上げし、月 500 円とさせていただき、自治会館建設特別会計に繰り入れします。平成 27 年度
の終わりには積み立て資金 2050 万円となり、和泉市からの助成金 1000 万円を合わせて、3050 万円で
自治会館の建設、外溝工事、什器の調達などを賄う予定です。詳細は新たに設置される｢自治会館建設
委員会｣で検討されることになっています。
３） 関連団体の規定が会則に表記され、助成金の支出の根拠が明文化されました。
従来、子ども会、らくゆう会、いきいきサロン、子育てサロンなどに自治会から助成金の支出を
してきましたが、この支出についての規定がありませんでした。今回の会則の改定、および細則の設定
により、支出の根拠が明確になりました。また助成金の総額を自治会費収入の４５％以内と規定すること
で将来の助成金の肥大化を防ぐ措置も講じました。

●平成 23 年度前期分の自治会費の納入ありがとうございました。
平成 23 年前期（4 月～9 月）の自治会費の納入が無事 5 月 21 日に完了しました。ご協力ありがとうございました。
次回（平成 23 年度後期）の自治会費のお支払いは 10 月です。

●自治会からの配布物について
２世帯でお住まいのされている方などで｢はつが野通信｣や｢広報いずみ｣などの配布物を 2 部づつ希望される方は
担当の班長さんまでお申し出ください。

●地域一斉清掃を実施したします。
下記の要領で一斉清掃を実施いたします。ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。
実施日時：6 月 12 日（日）午前 9 時～10 時
清掃箇所：ブロック内のゴミ拾い、草抜き、清掃、掃除
※ゴミ袋、土のう袋は自治会で用意いたしますが、清掃道具は各ご家庭でご用意ください。
※当日雨天の場合は、6 月 19 日（日）同時刻に延期いたします。
※ブロック長、班長さんの指示に従い清掃してください。

●自治会ウェブサイト （http://www.hatsugano-jichikai.com）
自治会のウェブサイト（ホームページ）を見るには、まずヤフーかグーグルなどの検索エンジンのページで
検索キーワードのところに【はつが野自治会】と入力して検索ボタンを押してください。すると検索結果ページの、
一番上に【はつが野自治会】が出てきます。それをクリックしてください。
アドレス（http://www.hatsugano-jichikai.com）を直接打ち込んでいただいても OK です。
個人情報が掲載されているページについてだけ、ID/パスワードの入力を求められますが、ほとんどのページは
自由に閲覧できるようになっています。 今月の ID/パスワードは、5 月と同じものです。
サイトについてのご意見は info@hatsugano-jichikai.com

までメールをお寄せください。

●5 月の活動報告
１日（日） はつが野通信 5 月号発行、広報いずみ配布
4 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
８日（日） 9:00～10:00 里道清掃 11:00～12030 自治会運営委員会、環境街づくり委員会
１１日（水） 古紙類・アルミ缶回収
１５日（日） 17:30～18:30 自治会費納金、19:00～20:00 自治会入会説明会
１８日（水） 古紙類・アルミ缶回収
２１日（土） 18:00～19:00 自治会費納金、 19:00～20:30 自治会定例理事会、 20:30～夜間パトロール
２５日（水） 古紙類・アルミ缶回収
２８日（土） 17:00～19:00 防犯防災委員会

●６月の活動予定
１日（水） はつが野通信 6 月号発行、広報いずみ配布
1 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
８日（水） 古紙類・アルミ缶回収
１２日（日） 9:00～10:00 地域一斉清掃、 10:00～11:00 里道清掃、11:00～12:00 自治会運営委員会
１５日（水）古紙類・アルミ缶回収
１８日（土） 19:00～21:00 自治会定例理事会、イベント実行委員会、 21:00～夜間パトロール

２２日（水）古紙類・アルミ缶回収
２９日（水）古紙類・アルミ缶回収

●資源ごみ回収日 今後も毎週水曜日に行います。
本年 2 月、3 月、4 月と試験的に毎週水曜日を資源ゴミ回収日として設定しましたが、好評つき、5 月以降も
『毎週水曜日』の回収を続けていくことになりました。

●４月度の古紙類およびアルミ缶回収報告

4 月の大一資源からの還付金 65,600 円

アルミ缶
ペットボトル
新 聞
雑 誌
ダンボール
60 円/Kg
10 円/Kg
5 円/Kg
5 円/Kg
5 円/Kg
140Kg
240Kg
6,560Kg
2,150Kg
1,570Kg
8,400 円
2,400 円
32,800 円
10,750 円
7,850 円
※6
6 月の回収日は 1 日、8
水曜日です。
日、8 日、1
日、15 日、2
日、22 日、29 日のいずれも水
曜日
※当日の朝８時までに各戸前の敷地の外側に出してくださいますようお願いいたします。
※ペットボトルは軽く中を洗ってこの日にお出しください。ふたは外して出してください。

布 類
5 円/Kg
670Kg
3,350 円

牛乳パック
5 円/Kg
10Kg
50 円

●防犯対策について
最近町内で人のスキを狙った悪質な盗難（自転写、バイク、カーナビ、自動車）が発生しています。
奈良県の調査では、鍵を 1 個付けている自転車の盗難事故の比率は 40%ですが、鍵を２個付けている自転車の盗難事故
の比率は 3%だったとのことです。また、街中で｢声かけ運動｣しているところは犯罪者心理からして、窃盗がやりにくいという
報告もあります。 “みんなでつくろう安全安心な街””

子ども会からのお知らせ
5 月 21 日 青葉はつが野小学校 体育館にて『お楽しみ運動会』を開催しました。
６チームに分かれて 風船割りや、綱引き 飴食い競争など、おおいに盛り上がって楽しみました。

次回は、６月４日に、『紀泉わいわい村』へ遠足に行きます。お楽しみにね(^O^)／
～落し物のおしらせ～
お楽しみ運動会の時、ゲゲゲの鬼太郎のハンドタオルを預かってます。
心当たりのある方は、最寄りの役員までご連絡ください。
を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。
にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ

5 月のにこにこサロン 66 名（3０組）の参加がありました。
笑顔があふれました。

楽しい音楽と体操で親子みんな汗をかき、

6 月のにこにこサロン 日時：6 月 21 日（火） 10 時～11 時（受付開始：9 時 45 分） 場所：シニアセンター
内容：歯科衛生士さんによる歯ブラシ指導と歯のお話。体操・歌。
持ち物：歯ブラシ。また、暑くなっていますので、タオル・飲み物をお持ちくださいね。

らくゆう会からのお知らせ
クラブ活動お試し体験参加のお知らせ
はつが野地域にお住まいのシニアー（６０才代～７０才代）の皆さん同世代の仲間とクラブ活動を通じて
健康増進と相互の親睦を図りませんか？

クラブ名はカラオケ、花あそび、手芸、ハイキング、ディスコン、グランドゴルフ、ストレッチ体操、俳句、
囲碁将棋、健康麻雀、ゴルフ、ウォーキング、等があります。いつでも自由に体験できますので、参加
お待ちしてます。
お問い合わせ
会長 上林 (かんばやし) （電話 ５３－１１４０）
お問い合わせ
会長 上林
いきいきサロンからのお知らせ

（５３－１１４０）

5 月 8 日（日） 田中先生の指導の下で、リズムに合わせて、健康体操をしました。
簡単な手と足の運動を左右で違う動きをすることで、脳の活性化を図ります。
皆といっしょに音楽に合わせて動かすことで、楽しさが加わります。
6 月 12 日（日） 13:30～15:00 シニアセンター ｢マジックショー｣です。どなたでもご参加いただけます。
今後の予定

7 月 10 日（日）13:30～15:00 シニアセンター 七夕まつり
8 月 14 日（日）13:30～15:00 シニアセンター フラダンス
9 月 18 日（日）10:00～12:30 シニアセンター 敬老祝賀会

●自治会役員会報告
5 月 21 日（土）19 時～21 時 シニアセンター 自治会定例理事会にて下記のことが協議されました。
1) 地域イベントの開催を 10 月 30 日（日） 青葉はつが野小学校グラウンドで開催する。
それに伴い、役員全員がイベント実行委員に就任し、役員会終了後第 1 回イベント実行委員会を開催。
2) 報告事項
会長報告、各専門委員会報告（会計、総務、広報、環境街づくり、防犯防災、福祉、ウェブサイト）、
子ども会活動報告、老人クラブ活動報告、福祉委員長による【いきいきサロン】【子育てサロン】報告
3) 自治会館建設委員会の委員の任命
4 月 24 日開催の自治会定期総会で承認を受けた自治会館建設に向けて、建設委員会が発足し、自治会長が
8 名の委員の任命を行った。

●イベント実行委員会報告
1) 主催は｢はつが野自治会｣で運営するが、近隣の自治会にも早めに通知し、近隣住民の方々にも参加して
いただけるように回覧、チラシなどを用意する。
２） 形式は昨年と同じように｢祭り｣とする。
３) ブロック毎にブースを持ち、そこでゲームなどの展示をする。次回に見積もりなどの検討をする。

●本年度“米寿”（８８才）をお迎えになられる方をお知らせください。
平成 23 年 4 月から平成 24 年 3 月までに“米寿（88 才）”になられる方に「敬老祝い金または記念品」を
贈呈させていただきます。自治会では、自治会員個人、およびご家族の生年月日を把握しておりませんので、
お届けいただくことにより、お祝いをさせていただきたいと思っております。お手数ですがメモ用紙に該当の
方の「ご氏名、よみ、ご住所、電話番号、生年月日」を記載していただき、封筒に入れて担当の班長さんまで
ご提出をお願いします。 9 月 18 日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。
この受付は平成 23 年 8 月 19 日まで受付させていただきます。
班長さんは 8 月 19 日までにブロック長さんまでお届けください。ブロック長さんは 8 月 20 日の役員会に
メモをお持ちください。

= はつが野通信 平成 23 年６月１日号 完 =

