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検 索

はつが野自治会

みなさん、こんにちは。 4 月 21 日の定期総会をもちまして、平成 24 年度役員から新役員に自治会の運営がバトンタッチ
されました。新役員におきましても、一丸となって、10 期目を迎えた自治会活動を一層活性化させ、お互いに支えあう健や
かな暮らし、また子どもたちも、老人も笑顔に満ち溢れる｢はつが野の街｣を目指し取り組んで参りますので、今後とも自治会
員の皆さまのご協力とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

自治会からのお知らせ
●平成 25 年度定期総会開催を開催しました
平成 25 年 4 月 21 日（日）青葉はつが野小学校体育館で平成 25 年度自治会定期総会を開催しました。
全議案が承認され、新たに自治会役員、ブロック長も選出、班長も交代しました。
自治会員の皆さま、お忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございました。
<承認された主な議案.
1) 平成 24 年度活動報告、決算報告
2) 会則の一部改定（賛助会員｢自治会地区内に事業所を有する者｣の制定、理事会を役員会に変更）
3) 個人情報取扱規定の新設
4) 平成 25 年度役員
5) 平成 25 年度活動計画
6) 平成 25 年度予算案

●平成 25 年度前期分の自治会費を集金させていただきます
平成 25 年 4 月～9 月の自治会費 3,000 円（500 円 x6 ヶ月）を 5 月上旬に班長さんが集金にお伺いしますので、
ご協力をよろしくお願い申し上げます。
●環境パトロールを実施します
5 月 12 日（日）環境街づくり委員会のメンバーで環境パトロールを行います。
会員の方の参加も大歓迎です。
午前 9 時にモンセーヌ和泉中央（マンション）の前（信号のある 4 つ角）に集合していただき、1 時間ほどかけて
地区内をまわります。 ゴミ袋、手袋などをお持ちください。 （問い合わせは環境委員長 関口 tel 53-1067 まで）
●防犯パトロールを実施します
5 月 26 日（日）防犯防災委員会のメンバーで防犯パトロールを実施します。 会員の方の参加も大歓迎です。
ご参加いただける方は、9 時 55 分にかぐらざき公園の砂場あたりにお集まりください。
10 時から約 1 時間かけて、町内の危険箇所のチェックをします。

●4 月活動報告
1 日（月） 広報いずみ配布 はつが野通信 4 月号発行
3 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
4 日（木） 20:00 ～21:00 自治会監査会
10 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
14 日（日） 9:00～10:00 里道清掃
14 日（日） 17:30～ 18:30 会館建設委員会
18:30～ 19:30 運営委員会
17 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
20 日（土） 19:00～21:00 自治会定例役員会（新役員も参加） 21:00～夜間パトロール
21 日（日） 10:00～11:30 平成 25 年度自治会定期総会 (青葉はつが野小学校体育館)
24 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
28 日（日） 10:00～11:00 防犯パトロール 11:00～12:00 防犯防災委員会
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●5 月活動予定
1 日（水）広報いずみ配布 はつが野通信 5 月号発行
1 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
8 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
11 日（土） 17:00～18:00 はつが野街づくり推進委員会
12 日（日） 10:00～11:00 環境パトロール 17:30～ 18:30 会館建設委員会
18:30～ 19:30 運営委員会
15 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
18 日（土） 18:00～19:00 自治会費納金 19:00～21:00 自治会定例役員会 21:00～夜間パトロール
19 日（日） 10:00～11:00 自治会費納金 11:00～12:30 キックオフ役員・班長会
22 日（水） 古紙類・アルミ缶回収
26 日（日） 10:00～11:00 防犯パトロール 11:00～12:00 防犯防災委員会
29 日（水） 古紙類・アルミ缶回収

3 月の大一資源からの還付金 56,440 円

●3 月度の古紙類およびアルミ缶回収報告
アルミ缶
40 円/Kg
80Kg
3,200 円

ペットボトル
10 円/Kg
220Kg
2,200 円

新 聞
4 円/Kg
7,880Kg
31,520 円

雑 誌
4 円/Kg
2,410Kg
9,640 円

ダンボール
4 円/Kg
1,360Kg
5,440 円

布 類
4 円/Kg
730Kg
2,920 円

牛乳パック
4 円/Kg
80Kg
320 円

その他紙類
4 円/Kg
300Kg
1,200 円

※5 月の回収日は 1 日、8 日、15 日, 22 日, 29 日のいずれも水曜日です。
※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。

●ゴミだしについてのお願い
最近、家庭ゴミが風で飛ばされて手ゴミ収集がされずに、側溝に溜まったり、他のご家庭の敷地に入ってしまうという
ことが見受けられます。
特に、白色トレーやペットボトルなどが入ったゴミ袋や、ゴミが少量の場合、風に飛ばされやすいことが多いようです。
ゴミ出し時には、風に飛ばされないようゴミ箱に入れるまたはネットで覆うなどのことをお願い申し上げます。

いきいきサロンからのお知らせ
4 月の活動報告

4 月 14 日（日） 午後 1 時 30 分～3 時 シニアセンター（青葉はつが野老人集会所）
手話コーラス 講師 ボランティアグループ｢ひまわりグループ｣

5 月の活動予定

5 月 12 日（日） 午後 1 時 30 分～3 時 シニアセンター（青葉はつが野老人集会所）
いきいき健康体操と血圧測定
｢大阪ラプソディ｣の曲に合わせて、タオルをもって軽い体操をします。当日｢タオル｣をご持参ください。
よく知っている歌を口ずさみながら、ダンスのように身体を動かすのは、楽しいですよ♪♪♪

どなたでもご参加いただけます。はつが野にお住まいの 60 歳以上の方を対象とさせていただいています。
参加費 100 円（傷害保険とお菓子代です）
問い合わせ

柴 Tel 39-1580

らくゆう会からのお知らせ
５月の活動予定
５月２９日（水）日帰りバス旅行を実施します。8 時セブンイレブン前、帰着 18 時頃
兵庫県赤穂 忠臣蔵の舞台〔赤穂城址）と赤穂御崎、及び酒蔵見学（灘菊酒造）の見学です。
トイレ付大型観光バス（添乗員付き）でお一人参加費用 8,000 円です。
参加希望の方は、上林までご連絡ください。（tel 53-1140）
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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
4 月のにこにこクラブは・・・16 日（火）開催。 参加者 24 名（12 組）。 暖かい日差しの中、楽しくのんびりと 1 時間半過ごしました。
5 月のにこにこクラブは・・・開催日時：5 月 21 日（火） 9 時半～11 時

開催場所：青葉はつが野シニアセンター

参加対象：０歳児～未就園児さんとその保護者様
参加費 ：はつが野各自治会会員ご家庭 無料
（モンセーヌにお住いの方、非自治会員ご家庭はお子様 1 名に付 100 円）
※ 保険代・諸費用に使います。
内 容：9 時半～11 時の間の好きな時間に「シニアセンター」にお越しいただき、
リラックス・お茶をしながらおしゃべりをしてくださいね。（集合時間はありません）
2013 年 1 月まで、始まりに歌っていた「お名前呼びの歌」は 11 時に行い、解散とします。
にこにこクラブでは、お茶を少々用意します。
お子様のおもちゃは用意しますが、基本保護者の方がお子様の様子は見ていただき、
安全の確保をお願いします。
にこにこクラブの開催日は「毎月 第３火曜日 9 時半～11 時」です。あくまで予定ですので、変更がある場合は
「はつが野通信」に記載します。
＜ 保険の免責の範囲 ＞
主催者は加入保険の範囲、または緊急措置以外の責任は負いません。
問い合わせ

篠原 Tel 54-3938

※ ボランティアの方も随時募集しています。 内容は・・・子供たちの見守りと・会場の用意等です。

子ども会からのお知らせ
<４月の活動報告>
４月２０日に、新入生歓迎会と総会を青葉はつが野小学校にて行いました
新入生歓迎会では、佐藤先生をお迎えし、みんなで楽しく過ごしました。
新入生歓迎会で、黒の帽子（男の子用）の忘れ物がありました。
心当たりのある方は副会長 藤村まで（Tel 53-2987）ご連絡ください。
<５月の活動予定>
前期分の会費 １人 1200 円を、 ５月１３ 日から 17 日の間に各班副班長が徴収に伺わせていただきます。
よろしくおねがい致します。
その際、６月１３日実施の『キッザニア甲子園への遠足』参加予定の方は、負担金 １人 2000 円を、合わせて
徴収させていただきます。
よろしくおねがいします
子ども会入会希望の方は、副会長 藤村まで 53-2987
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自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
【防犯防災委員会】 4 月 28 日（日）11:00～12:00
1) 防犯パトロールの検証事項について
2) 自主防災組織の設立について
3) 防災啓発活動について
【環境街づくり委員会】 5 月 12 日（日）10:00～11:00
環境パトロールを行います。環境街づくり委員の方は、ご参加ください。
詳細は１ページの記事をご参照ください。
【自治会定例役員会】 4 月 20 日（土）19:00～21:00
1) 平成 25 年度定期総会の開催と進行について
2) 新旧役員の引継ぎについて
【自治会館建設委員会】
4 月 14 日（日） 17:30～18:30 シニアセンター
1) 平成 25 年度委員選任について協議し、候補を決定した。
2) ｢自治会館の利用目的｣を明確にして、部屋の広さ、形、レイアウトを検討していく。
【はつが野街づくり推進委員会】

新役員が決定するまで休会です。次回は 5 月 11 日開催予定。

自治会定期総会の議案書に、プリントミスなどがありました。 下記に訂正を記載させていただきます。
1) 長音記号（－）が△になってしまっているところ
P3 シニアセンター
P4 安全センター
P36 ドッジボール ボーリング ウォーキング
P37 スポーツ フリーマーケット P38 ホームページ
2) P4 26 行目 交番署 → 交番所
3) P10 決算案 → 決算 P11 決算案 → 決算 P13 決算案 → 決算
4) P14 財務目録 普通預金（和泉郵便局）の内訳が間違い → 正しくは｢ゆうちょ総合口座 8151｣
5) P14 財産目録 定期預金（泉州池田銀行）の内訳が間違い→ 正しくは｢泉州池田銀行和泉中央支店定期預
金口座番号 0142116｣
6) P16 貯金残高証明書 本来ならゆうちょ銀行の定期預金残高表示されるべきところが次ページの
普通貯金の証明書がダブって記載されています。 定期総会会場で、正しい残高証明書を掲示させていただき
ました。
7) P33 第 5 号議案という文言が抜けていました。 第 5 号議案 平成 25 年度はつが野自治会一般会計予算案
8) P41 班の新編成 6-E 2-1(1～50)
6-F は空欄です。
9) P42 班の新編成 8-B 2-15（正しくは 72～93）
以上訂正をお願いします。 ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。

役員一同

= はつが野通信 平成 25 年 5 月 1 日号 完 =
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