
                                                                                   

                                                                                                               

5 月の活動報告    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                               

 

6 月の活動予定    6 月 9 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）     

              マジックショー 

 ボランティアグループ｢マジックレインボー｣からマジシャンに来ていただきます。                       

                 

  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                     

                                      
                                                                                               

   ５月 活動報告 

前期の子供会会費の徴収を行いました 

皆様、ご協力ありがとうございました 

  

６月の活動予定 

６月１３日（木曜日）に遠足で「キッザニア甲子園」に行きます  

           ７時１５分に はつが野２丁目バス停 集合です  

           朝早いですが、遅刻しないように来てくださいねー♡ 

  

           詳しくは 遠足のお知らせを参照してください 

子ども会入会希望の方は、副会長 藤村まで 53-2987  

 

●賛助会員の届の受付をスタートします。 

平成 25 年度定期総会（4 月 21 日）で、新たに「賛助会員」という制度が承認されました。はつが野 1 丁目・2 丁目にお住まい

の自治会員さんで、事業を営んでおられ、班長等の自治会の役職に就くのが難しい方が対象です。賛助会員として認められる

と、班長・役員になる権利・義務を放棄することになります。会費は従来と同じです。会員としての義務、例えば地域一斉清掃へ

の参加、資源ゴミの協力、回覧板を回すことなどは、他の会員とまったく同じです。 

賛助会員届は、お近くの班長さんがお持ちですので、用紙をもらっていただき、記入・捺印の後、班長さんにご提出ください。 

直近の役員会で審議のうえ、決定されます。結果は班長さんから連絡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 

 【自治会定例役員会】  5 月 1 8 日(土) 19 時-21 時シニアセンター       【自治会館建設委員会】 5 月 5 日(日) 17:30-18:30 シニアセンター 

1) 賛助会員届出用紙の検討                             1) 利用目的の検討  

2) 自治会保険加入が決定                               2) それに沿った広さの検討  

3) 自治会入会説明会の 6月15日(土) 17:30-18:30開催 

   4) 地域一斉清掃 6月9日(日) 9:00-10:00 実施 

(雨天の場合は6月16日に延期)が決定 

 

 【はつが野街づくり推進委員会】  5 月 11 日(土) 17:00-18:00           【【【【環境街環境街環境街環境街づくりづくりづくりづくり委員会委員会委員会委員会】】】】        5 月 1 2 日(日)    

1) 昨年度の実施結果に基づき、改善点の検討                 環境パトロールの実施 

2) 昨年度の実施要領を基にした今年度の実施計画の検討       地域一斉清掃の日程決定 

 

【防犯防災委員会】  4 月 28 日（日） 

10:00～11:00  防犯パトロールの実施 

11:00～12:00 防災意識の啓発活動について検討  

                                                                            はつが野通信平成 25 年 6 月 1 日号 
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いきいきサロンからのお知らせ 

子ども会からのお知らせ 

 

  

 

 

 

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よって、より暮らしやすい 

街づくりを進めることができます。皆様のご協力のほど、よろしくお願いします。 

                                        

 

     

自治会に加入されていない皆様へ自治会に加入されていない皆様へ自治会に加入されていない皆様へ自治会に加入されていない皆様へ    

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、みんなのカ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、「はつが野に住む一員として、地域をみんなで支え、守っ

ていく。」という考え方が大切と思います。また、東南海大地震の発生が話題になっておりますが、ひとたび地震が発生し

たときは初動対応が重要と言われており、地域の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、参加をお願いたします。 

 

1)防犯灯維持費について  

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Jについてご協力をお願いし、平成24年度は235世帯

の方にご賛同頂き、282，300円をお預かりしました。自治会の防犯灯関連費の決算 1,028,752円の一部として、はつ

が野IT目、2丁目に設置しである防犯灯の電気料金や蛍光灯の交換費用、故障時の修理維持費用などに使わせてい

ただきました。ご協力いただきました皆様、ありがとうございました。 今年は自治会に加入していただきますよう、切

に願っております。 

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(老人会)、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します。 

3)地域一斉清掃へのご協力のお願い  

今年も年4回の一斉清掃をする予定です。自治会員が自宅周りや公圏などを清掃しますのでできましたらご一緒に

ご参加のほどよろしくお願いします。(予定日時 6月、9月、12月、3月の第2日曜日午前9時から約1時間) 

4)自治会への入会について  

自治会広報紙「はつが野通信」を、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世帯にも配布さ

せていただきました。本紙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、体験参加してください。 

自治会への入会を希望される方は、お近くの班長または田畑(tel 54・3368)まで、ご連絡ください。自治会費は現在

月500円(年間6，000円)です。  

当自治会では、インターネット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情報をご覧いただけます。どうぞ一度お立ち寄りください。 
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はつが野自治会 検検検検    索索索索    

発行：平成 25 年 6 月 1日  

製作：広報委員会 

自治会からのお知らせ 



●平成25年度前期分の自治会費の納金ありがとうございました。 

平成25年度前期(4月-9月)の自治会費の納入が無事5月19日に完了しました。ご協力ありがとうございました。 

                                                  

●地域一斉清掃を実施いたします 

   下記の要領で地域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します。 

実施日時：実施日時：実施日時：実施日時：    ６月６月６月６月９９９９日（日）午前９時～１０時日（日）午前９時～１０時日（日）午前９時～１０時日（日）午前９時～１０時        

       清掃場所： ブロック内のゴミ拾い、草抜き、側溝掃除 

       当日の準備：ゴミ袋、土のう袋は自治会で用意します。清掃用具は各ご家庭でご用意を 

お願いします。 

       （雨天の場合は６月 1６日（日）同時刻に延期） 

       ブロック長、班長さんの指示に従い清掃してください 

 

   地域一斉清掃時に合わせて公園などの清掃活動にも取り組むことになっています。 ご協力よろしくお願いいたします。 

    場     所     担    当  

里道 10 ブロック A、B、C、D、E 班 

かぐらざき公園 8，9 ブロック 

自治会用地（1 丁目 24 番 5 号） １、２、３、４ブロック 

自治会用地（2 丁目 27 番 1 号） １０ブロック F 班と１１ブロック 

周回道路および空き地 ６ブロックと７ブロック 

          今回は、子ども会の担当は、ありません。 9 月、12 月、3 月の一斉清掃の時には、 

          はつが野 1 号公園と 3 号公園の掃除を担当していただきます。   

 

●自治会入会説明会の開催 

  下記の要領で自治会入会説明会を開催いたします。ご近所に未加入の方がおられましたら、お声かけをお願いします。 

     日時 平成 25 年 6 月 15 日（土）午後 5 時 30 分～6 時 30 分 

     場所 青葉はつが野シニアセンター（青葉はつが野小学校の北約 30m） 

     内容 自治会、子ども会、老人クラブ、いきいきサロン、子育てサロンの説明 

   ※ 駐車場はありませんので、自転車または徒歩でお越しください。 

※ 加入の申し込みに際しては、6 月～9 月分の自治会費 2,000 円と印鑑をお持ちください。 

 

 ●５月活動報告                        

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   

25 日（土） 10:00～11:00 防犯パトロール  11:00～12:00 防犯防災委員会   19:00 はつが野街づくり推進委員会役員会 

29 日（水） 古紙類・アルミ缶回収     

                                                                                                   

●６月活動予定                        

1 日（土）広報いずみ配布  はつが野通信 6 月号発行    19:00 はつが野街づくり推進委員会役員会   

5 日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

8 日（土） 17:00～18:00 はつが野街づくり推進委員会総会 

９日（日） 9:00～10:00 地域一斉清掃・里道花の植替 17:30～18:30 自治会館建設委員会 18:30～19:30 自治会運営委員会 

12 日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

15 日（土） 17:30～ 18:30 自治会入会説明会 19:00～21:00 自治会定例役員会  21:00～夜間パトロール                                        

  19 日（水） 古紙類・アルミ缶回収          

 26 日（水） 古紙類・アルミ缶回収   

29 日（土） 10:00～11:00 防犯パトロール  11:00～12:00 防犯防災委員会 

                                                                                             Page 2 

 

●ボールであそぶ時は、気をつけよう 

   最近住宅地内で親子、子どもどうしでボール遊びをさせている方をよく見かけます。親子の触れ合いができて良いことだと 

思います。 他方、ボールが車に当たる、自転車などにあたったり、当りそうになったりするケースも増えてきています。 

周囲に気を配り、マナーを守っていただくようお願いします。 

                                                                                                                                                                              

●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 50,080 円 

アルミ缶 ペットボトル 新 聞 雑 誌 ダンボール 布 類 牛乳パック その他紙類 

60円/Kg 10円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 4円/Kg 

105 kg  290 kg  6，190 kg  1，960 kg  1，210 kg  550 kg  90 kg  220 kg  

6,300円 2,900円 24,760円 7,840円 4,840円 2,200円 360円 880円 

  

※6666 月月月月の回収日は 5555 日日日日、、、、12121212 日、日、日、日、11119999 日日日日,,,,    22226666 日日日日のいずれも水水水水曜日曜日曜日曜日です。   

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。  

※あまり朝早く出されますと、自治会の契約業者(大一資源)以外の業者に回収されることもありますので、できるだけ 

午前8時に近い時間で出していただきますようお願いします。また、風に飛ばされないようにして出して下さい。 

                  

      を開催します。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

5 月のにこにこクラブは・・・21 日（火）開催。 参加者 28 名（14 組）。 今年度は自由な時間からの参加としたので、お母さんたち 

も思い思いの時間に来られ、楽しい・ゆっくりとした時間が過ぎました。  新しく参加された方も「6 組」 

と多かったです。 

 

6 月のにこにこクラブは・・・開催日時：6 月 18 日（火） 9 時半～11 時  開催場所：青葉はつが野シニアセンター 

                 内容： 「七夕のささかざり作り」と「おしゃべり」を楽しみましょう。 お好きな時間にお越しください。 

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。  

 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。  

※ 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。      

問い合わせ    篠原 Tel 54-3938                                                       

 

 

 

      参加チームの長谷太規子さん、岡部康雄さん、田畑敦子さん 

4 月 13 ⽇（⼟）和泉市⽴体育館で開催された第 6 回和泉市地域交流和泉市ディスコン競技⼤会（参加 20 チーム） 
にて、らくゆう会の「はつが野ディスコンクラブ」が強敵チームを次々と撃破して優勝しました。 
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らくゆう会からのお知らせ 

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  


