
【自治会運営委員会】 

 （１）定例運営委員会   １２月８日（日）１９：００～２０：００ 

    ・年末夜警の実施 

    ・平成２６年度自治会役員の立候補、推薦の募集 等 

 （２）シニアセンター倉庫の自治会関係書類、備品の整理  １２月１４日（土） １９：００～２０：００ 

 （３）はつが野祭り アンケートの集計、分析          １２月２１日（土） １８：００～１９：００ 

 

【自治会定例役員会】  １２月２１日（土）１９：００～２１：００ 

（１）年末夜警の実施について 

（２）平成２６年度自治会役員の立候補、推薦の募集について 

（３）自治会入会説明会の実施について 

（４）自主防災組織の設立について 

（５）歳末助け合い運動の募金の拠出について 

 

【防犯防災委員会】   

（１） 拡大防犯防災委員会  １２月２８日（土）１０：００～１２：００ 

・自主防災組織の検討 

（２） 年末夜警の実施 

・１回目  １２月２９日（日） １７：３０～２１：００ 

・２回目  １２月３０日（月） １７：３０～２１：００ 

 

 

＊先月に引き続いてのお願いです。よろしくお願いします。 

 

●ゴミ出し時のペットボトル・や白色トレイ等の飛散防止 

 

 

 

 

 

 

●愛犬の糞の後始末をお願いします 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 はつが野通信 平成２６年１月１日号 完 =  
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新年明けましておめでとうございます。昨年中は自治会活動にご支援とご協力を頂きまして厚くお礼申し上げます。 

昨年の漢字は「輪」でした。自治会活動はまさに「輪」が大切だと常日頃感じているところです。今年の漢字はどうなるのでしょうか？ 

今年も、私たちの街「はつが野」が安心、安全、住みよい街にしていくことを最大の目標として、皆様方と役員が「輪」を大切にし、一

致協力し自治会活動に取り組んで参りたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年の挨拶とさせて頂きます。 

自治会長  田畑 道夫 

 

 

 

●平成２６年度役員の立候補および推薦を受付します。 

平成２６年度（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）の役員を募集します。応募方法は、【立候補】又は【推薦】のいずれかで 

す。別途配布しました「平成２６年度 役員立候補届」又は「平成２６年度 役員推薦届」に必要事項を記入頂き、１月１５日（水）までに

班長さんにお届け下さい。班長さんは、１月１６日（木）までに、立候補・推薦の有無につきブロック長さんに報告して下さい。 

 

●自治会入会説明会の開催 

下記要領で自治会入会説明会を開催します。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。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
●地域一斉清掃のお礼 

   １２月８日（日）に実施しました地域一斉清掃にご協力頂きありがとうございました。おかげ様で私たちの街が綺麗になり、散歩や

通勤・通学時にすがすがしい気持ちを感じることができました。 

   次回は３月９日（日）を予定しています。私たちの街「はつが野」の美化活動として皆様のご協力をお願いします。 
   地域一斉清掃は、３月、６月、９月、１２月に行っています。自宅周辺だけではなく、公園等の公共用地についても住民全員で清掃
活動に取り組むことになっています。引き続きご協力をお願いします。 

 
●古紙類及びアルミ缶の回収 

   平成２６年１月１日（水）は、お休みとさせて頂きます。１月の第１回目は、１月８日（水）となります。 

古紙類及びアルミ缶回収の還付金は自治会の貴重な収入源です。お正月のゴミ類も大量にあるのではないでしょうか。古紙類、ア

ルミ缶は毎週水曜日に自治会が委託している業者「大一資源」さんが回収します。皆様のご協力をお願いします。 

 

●年末夜警のお礼 

   １２月２９日（日）、３０日（月）に実施しました年末夜警には、年の瀬の忙しい中、多数の方々に参加頂きありがとうございました。 

安心、安全の街づくりの一環として毎年実施しています。今日から新しい年が始まります。今年も安心、安全な街づくりに取り組んで 

まいります。 

 

●はつが野祭り 作文・作品のウェブサイトへの掲載 

   はつが野祭りの開催の時に応募していただきました｢10年後の私の夢｣の作文・作品を自治会ホームページに掲載しております。 

  自治会員トップページ→はつが野祭り特集→｢10年後の私の夢｣と進んでください。2月末まで掲載させていただきます。 

  はつが野自治会ホームページは、検索エンジン（ヤフーとかグーグル）で、｢はつが野自治会｣と入れて、検索してください。 
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発行：平成２６年 １月 １日  

製作：広報委員会 

自治会からのお知らせ 

はつが野自治会 検索 

自治会からのお願い 

ペットボトルや白色トレイ等特に風に飛ばされやすいもののゴミ出しの際には、ネットをかぶせる等の飛散防止の

対応をお願い致します。 

風の強い季節ですのでゴミの飛散も増えることが考えられます。飛散しやすいゴミをそのまま出すのではなく、ネ

ット等を使うなどして、ゴミが飛散しないようお願い致します。綺麗で住みよい街づくりに皆様のご協力をお願い

致します。 

愛犬家にとって、犬は家族の一員であり大変かわいいものです。また、毎日の散歩は欠かすことのできないものです。 

しかしながら、散歩途中の糞を道路、公園、その周辺等に放置してあると街の美観を損なうだけではなく、悪臭によりみん

なが不快な思いをします。 

犬の散歩のときには、飼い主の義務として次のことを守りましょう。又、子どもたちが散歩をさせるときにも守らせましょう。 

（1） フンを取るための袋等を持って散歩しましょう。 

（2） フンは、必ずその場で直ちに取りましょう。 

（3） 取ったフンは、空地、公園、道路の植え込み等に捨てずに必ず自宅に持ち帰り処分すること。 

ご意見、ご要望がありましたら、班長さんにご提出ください。 

                                 ブロック    班     氏名          電話番号          

 日時 平成２６年１月１８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、子育てサロン、いきいきサロンの説明 

  

  ＊駐車場はありませんので、自転車又は徒歩でお越し下さい。 

  ＊加入の申し込みに際しては、１月～３月分の自治会費１，５００円と印鑑をお持ち下さい。 



●１１月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                        １１月の大一資源からの還付金 ３６，５８０円 

アルミ缶 ペットボトル 新聞 雑誌 段ボール 布類 牛乳パック その他紙類 

60円／㎏ 10円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 

60㎏ 120㎏ 4,755㎏ 1,220㎏ 1,050㎏ 600㎏ 90㎏ 230㎏ 

3,600円 1,200円 19,020円 4,880円 4,200円 2,400円 360円 920円 

【留意事項】  

 古紙類等を出すときは、次のことにご留意をお願いします。 

（１） １月の回収日は、８、１５、２２、２９日のいずれも水曜日です。（１日はお休みです） 

（１日は、和泉市の新分別ゴミ（白色トレイ、プラスチックボトル等）回収もお休みです） 

（２）当日の朝８時までに各戸前の敷地の外側に出すこと。 

   あまり早く出すと、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

出すようにして下さい。 

（３）ペットボトルは、軽く中を洗い必ずふたを外して下さい。 

（４）ペットボトル等軽いものは、ネットをかける等風に飛ばされないようにして出して下さい。 

   現在、自治会では、資源ゴミが有価物であることを示すプレートを作り、皆様に配布する予定です。 

●１月の活動予定 

日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（水） 広報いずみ配布  はつが野通信１月号発行   古紙類及びアルミ缶回収はお休みです。 

０８日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止にご協力下さい。 

１１日（土） はつが野街づくり推進委員会 １７：００～１８：００ 昨年のはつが野祭りの検証 

１２日（日） 自治会館建設委員会 １７：００～１８：００ 

自治会運営委員会 １８：００～１９：００ 

建設仕様と予算につき継続検討 

次回役員会の準備 

１５日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

１８日（土） 自治会入会説明会 １７：３０～１８：３０ 

自治会定例役員会 １９：００～２１：００ 

青葉はつが野シニアセンターで行います。 

役員会終了後夜間パトロールを実施します。 

１９日（日） 拡大防犯防災委員会 １７：３０～１９：００ 自主防災組織の検討 

２２日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止にご協力下さい。 

２９日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止にご協力下さい。 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。昨年中はらくゆう会活動にご支援とご協力を頂きまして、厚く御礼申し上げます。 

今年はらくゆう会創立８周年を迎え、各クラブ活動のさらなる活発化を図ると共に、役員一丸となって、会員皆様の健康増進と会員相

互の親睦を図っていきたいと思いますので、今年もよろしくお願いします。  

 らくゆう会では、音楽・趣味・運動・対局関係等１６のクラブが活動しています。ぜひお試し体験参加しませんか？ 

                                   らくゆう会  会長  上林（かんばやし）  ℡ ５３－１１４０ 

 

 

●１２月の活動報告 

１４組１８名参加  自宅でもできる保護者とお子さんの体操。子供が楽しめる動き、体操いろいろ一緒に楽しみました。 

お母さんたちも音楽に合わせ、講師の方の指導の下筋肉が痛くなるまで運動しました。次の体操は来年 6 月！ 次回はみなさん体

操服で参加してくださいね！ Merry Christmas ! 今年もたくさん笑いました。楽しいお正月をお迎えください！ ２０１４年も宜しくお

願いします！  

●１月の活動予定 

１月２１日（火）  開催場所： シニアセンター  開催時間： 9時半～11時  内容： おしゃべり！ 

お正月の楽しい話をみんなでしましょう～！ 

参加費 ： 自治会員家庭 無料。 非自治会員家庭はお子様1名に付 100円（保険等に使います） 

 

                       詳細は篠原（電話 ５４－３９３８）までご連絡ください。  
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 ●１２月の活動報告  

１２月１５日（日）青葉はつがの小学校体育館にて、クリスマス会を行いました。 

みんなで、エコバックに自分の好きな絵を描いてもらい、 

世界に一つだけのエコバックを作りました。学校やお買い物で使ってくださいね。 

 ●１月の活動予定 

今月は、活動はありません。２月にお楽しみ会計画中 楽しみにしていてくださいね。 

 

（お知らせ） 

平成２６年度 役員（班長）及び副班長の立候補を募集しております 

立候補して頂ける方は、お配りしている立候補届を現在の副班長へ提出して頂きますようお願い致します。 

クリスマス会にて 手袋の忘れ物がありました。 

心当たりがある方は、副会長 藤村までお願い致します。 

ドッチボール大会での、水筒の忘れ物も預かっております。 

  

子供会入会希望の方は 副会長 藤村まで 53-2987 

 

 

 

  ●１２月の活動報告   

    １２月８日（日）よさこいとハンドベル 

よさこい（よっちょれ）を鳴子を使って練習。手を上げて、手首を使って鳴子を鳴らすのは、けっこう体力を使います。 

最初は「寒いので暖房を」と言っておられましたが終わりには「冷房を入れて」と言われていました。 

●１月の活動予定 

１月１２日（日）午前10時 シニアセンター 新年祝賀会 

らくゆう会と合同で「新年祝賀会」を開催します。 

リズム体操、じゃんけんオリンピック、合唱コンクール、ビンゴ、昼食など盛り沢山です。 

ご参加をお待ちしています。 

連絡先  柴 清子 電話３９－１５８０ 

 

                                                                          

 

 

 

【新聞編纂委員会】         １２月７日（土）１７：００～１８：００ 

（１） １月号からカラー印刷にする。 

（２） ２月から、名称を「はつが野通信編纂委員会」に改め、委員は記事の作成にもあたる。 

（３） 紙面が限られるので、短い記事の募集をする。 

【環境街づくり委員会】   

 （１）地域一斉清掃の実施     １２月８日（日） ９：００～１０：００ 

【はつが野街づくり推進委員会】  １２月８日（日）１７：００～１８：００ 

（１） はつが野祭りの収支決算報告 

（２） はつが野祭りの業務・会計監査の実施  １２月１１日（水）１９：００～２０：００ シニアセンター 

（３） ちょいず事業支援金申請（和泉市）について 

【自治会館建設委員会】       １２月８日（日）１８：００～１９：００ 

（１）建物構造の検討 

・予算との兼ね合いで検討中です。（平屋建てとするか２階建てとするかの検討） 

（２）資金捻出の検討 
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子ども会からのお知らせ

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  

らくゆう会からのお知らせ 

いきいきサロンからのお知らせ 

 

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 

 
 


