
【自治会運営委員会】 ２月９日（日） １８：３０～２０：００ 

 ・年度末、新年度の当面のスケジュールの確認 

 ・次期班長会の準備 

 ・資源ゴミの無断持ち出し防止用プレートの配布について 

 ・自主防災委員会設立に向けての準備 

 

【平成２６年度新班長会】 ２月１５日（日） １７：３０～１８：３０ 

・平成２６年度役員候補の決定 

 

【自治会定例役員会】 ２月１５日（土）１９：００～２１：００ 

（１）平成２６年度役員候補について 

（２）青少年指導員の選出について 

（３）はつが野自治会ホームページの個人情報の取り扱いについて 

（４）定期総会に向けてのスケジュール 

（５）はつが野街づくり推進委員会の状況について 

（６）自治会館建設委員会の状況について 

（７）防犯灯維持費の徴収結果 

（８）自治会予算の進捗状況について 

（９）平成２５年度下期資源ゴミ回収に関わる和泉市からの助成金申請について 

 

 

 

●防災における地域コミュニティの役割について（共助） 

日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会（ＮＡＣＳ）西日本支部主催の夜間セミナー「大規模災害から人命を守るために」に

参加しました。摂南大学教授の片桐先生の講和でした。地震・津波の発生メカニズムや東南海・南海地震の発生確率が飛行機事故

より高い事等のお話が主な内容でしたが、その中で「災害に備える」という事が最も大切であるということをあらためて認識しまし

た。 

災害時、公的機関の救助（公助）により私達が助かる割合は極めて限定的とのことです。阪神淡路大震災では１．７％という統計

もあります。そこで重要なのは自助・共助です。はつが野自治会では共助の観点から自主防災組織を立ち上げるべく防犯防災委員

会で検討を重ねてきました。４月２０日の定期総会で提案させて頂きます。よろしくお願いします。 

又、防災防犯に関する種々の情報をはつが野通信等を通じて発信していきたいと考えています。皆様からのご意見等も頂きなが

ら防災防犯につよい私達の街「はつが野」を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。            

                                                                      

●「資源ゴミ持ち出し禁止」札をご利用ください。 

毎週水曜日の資源ゴミを出していただく時に札をつけて出して下さい。札は第一資源さんが郵便受けに返却してくれます。 

札の端に穴を開けてゴムや紐を通したり、洗濯ばさみをつけて資源ゴミと固定すると風に飛ばされずに済みます。 

 札はどこに付けていただいても結構ですが、単価の高いアルミ缶が良いと思います。 

資源ゴミ（新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶、ペットボトル、牛乳パック、布類等）の回収代金は自治会の貴重な収入となっています。

毎月、４万円～６万円の収入があります。しかし、第一資源さん以外の業者等が無断で持ち出すことが後を絶ちません。対策として

「資源ゴミ持ち出し禁止」札を作成し各ご家庭に配布させていただきました。 

自治会役員で試行したところ効果のあることが確認できました。ご面倒ですが自治会の財源確保の為ご協力をお願いします。 

                                                       はつが野通信 平成２６年３月１日号 完 =  
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雪だるまが作れるほどの雪が２回も降りました。庭木は雪化粧をし、多くのお宅の前に雪だるまが登場して、 

大人でもわくわくしました。暦の上では寒さも一段落し春に向かう季節になりましたが、花粉に苦しむ頃でもあります。今年の大阪の花

粉予想は昨年比やや少ないようですが、花粉対策は早めにとることがよいようです。 

私達役員の任期も残すところ１ヶ月となりました。４月２０日（日）の定期総会の準備が中心の活動となります。皆様のご協力をお願

いします。 

 

 

 

●地域一斉清掃を実施します。 

下記要領で地域一斉清掃を実施します。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。 

実施日時   平成２６年３月９日（日） 午前９時～10時 （雨天の場合は３月１６日（日）同時刻に延期します） 

清掃場所   ブロック内のゴミ拾い、草抜き、側溝清掃 

当日の準備  ゴミ袋、土嚢袋は自治会で用意します。清掃用具は各ご家庭で用意して下さい。 

ブロック長、班長さんの指示に従い清掃をして下さい。 

 

   地域一斉清掃時に合わせて公園等の清掃活動にも取り組むことになっています。ご協力をお願いします。 

   自宅周辺の清掃を終えられた方はブロック長、班長さんの指示に従い、各分担場所を清掃して下さい。 

場  所 担  当 

里道 １０ブロック 

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、１１ブロック 

周辺道路及び空地 ６ブロック、７ブロック 

はつが野１号公園と３号公園 子ども会 

  

●平成２６年度定期総会開催のお知らせ 

平成２６年度定期総会を下記の通り開催します。万障お繰り合わせのうえご出席のほど、よろしくお願いします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
●平成２６年度役員、班長が内定しました。 

   ２月１５日(土)午後５時３０分シニアセンターで「平成２６年度新班長会」を開催しました。この会議で平成２６年度の役員候補者が

決まりました。役員候補者の名簿は、総会議案書に掲載させて頂きます。 

   ４月２０日（日）開催の定期総会の承認を得て正式決定となります。 
 
●自治会未加入の方から平成２６年度町内防犯灯維持費につきご負担頂きました。 

自治会に未加入の方に防犯灯維持費のご負担をお願いし２月１日(土)～２月１４日（金）の間にお近くの班長さん宅にご持参頂き、

２月１５日現在で２３５，２００円のご協力を頂きました。誠にありがとうございました。 
 
●「ちょいず事業」 ‘はつが野祭り’への投票 ありがとうございました。 

「ちょいず事業」の投票は、２月２５日（火）で締切となりました。皆様のご協力ありがとうございました。支援金額は和泉市議会で

の予算議決を経た後、決定となります。確定次第別途お知らせします。 
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発行：平成２６年 ３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 

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          

 開催日  平成２６年４月２０日（日） 午前１０時～１１時３０分 

 場所   青葉はつが野小学校体育館 

 議案書は４月中旬くらいに配布させて頂きます。 

 体育館は土足厳禁となっていますので上履きをご持参下さい。 

 

 現役員（班長を含む）及び平成２６年度役員候補（班長を含む）は、必ず総会に出席して下さい。 



●１月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                        １月の大一資源からの還付金 ４９，７５０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／㎏ 

70㎏ 155㎏ 6,440㎏ 2,050㎏ 1,540㎏ 700㎏ 60㎏ 210㎏ 

4,200円 1,550円 25,760円 8,200円 6,160円 2,800円 240円 840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） 当日の朝８時までに各戸前の敷地の外側に出して下さい。 

（２）自治会で配布しました「資源ゴミ持ち出し禁止」札をご利用下さい。回収業者は自治会の契約業者の第一資源さんです。 

（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。 

   （５）別途配布しました「資源ゴミ持ち出し禁止」札をご利用下さい。 

 

●３月の活動予定 

日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（土） 広報いずみ配布  はつが野通信３月号発行    

０５日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

０８日（土） はつが野祭り 会計監査    １６：３０～１７：００ 

はつが野街づくり推進委員会 １７：００～１８：３０ 

平成２５年度はつが野祭りの会計監査 

次回はつが野祭りの検討 

０９日（日） 地域一斉清掃 ９：００～１０：００ 

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 

清掃にご協力下さい。 

建設仕様と資金計画、自治会法人化等の検討 

次回役員会の準備 

１２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。 

１５日（土） 自治会定例役員会 １９：００～２１：００ 定期総会準備（決算、予算、議案書の検討） 

１９日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

２２日（土） 防犯防災委員会 １０：００～１２：００ 

自治会運営委員会 １７：００～１９：００ 

自主防災委員会（自主防災組織）設立準備 

定期総会準備（議案書の確認） 

２６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（土） 自治会運営委員会 １７：００～１９：００ 定期総会準備（議案書の確認） 

 

 

 

●２月の活動報告  

２月１６日 （日曜日） 青葉はつが野小学校 体育館  

  劇団の方に来ていただき、人形劇鑑賞を行いました 

   光る影絵なども上映していだき、子供たちは歓声をあげながら、楽しく鑑賞していました。 

●３月の活動予定 

★ ６年生卒業遠足：３月 １９日 （水） 吉本新喜劇 鑑賞 

 参加のみなさんはお配りしているプリント参照し、遅れないよう集合してください 

★ 公園清掃：３月９日（日曜日） 9時半から 10時 

１、２、３班は はつが野３号公園  ４、５、６、７班は ぞうさん公園 です。掃除道具は、各自、持参お願いいたします 

 

        

＊子供会入会希望の方は 副会長 藤村まで 53-2987 
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●２月の活動報告 

２月１８日（火） ９組２１名参加   

食育の話をいろいろと楽しみました。 いつもいつも穏やかに子供さんと、お母さまと楽しく過ごしています。３月はお休みですの

で今年度はこの２月で終わりでしたが、来年度もたくさんの方の参加をお待ちしています。 来年度も楽しく「にこにこクラブ」にご参

加くださいね。 

●３月の活動予定 

３月のにこにこクラブはお休みです。また、４月からの参加をお待ちしています。 

にこにこクラブは毎月第３火曜日 ９時３０分から１１時です。                        

詳細は篠原（電話 ５４－３９３８）までご連絡ください。                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

 

  

 ●２月の活動報告   

     ２月９日（日）午前１０時 シニアセンター 「素人落語会」 

お囃子、垂れ幕、緋毛氈、金色の座布団、など本場の繁盛亭なみの立派なしつらえの中、３人の落語家の話を楽しく聞かせて

いただきました。 

●３月の活動予定 

３月９日（日）午後１時３０分から「老化を防ぐ食事法」をシニアセンターで開催します 

参加費100円です。 お楽しみに！ 

運営団体は「南部包括支援センター」です。 

連絡先  柴 清子 電話３９－１５８０ 

                                                                          

 

 

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の皆様、同世代の仲間の皆さんとクラブ活動を通じて、健康管理と 

地域の皆様との親睦をはかりませんか？ 

＊らくゆう会では現在１６のクラブが活動しております。 

 音楽関係  カラオケ 楽唱会 歌声喫茶 なつめろタイム  

 趣味関係  俳句部  手芸部 花あそび倶楽部 ストレッチ 

 運動関係  グランドゴルフ ハイキング ウォーキング ディスコン 卓球クラブ ゴルフ  

 対局関係  囲碁将棋 健康麻雀部                                          

らくゆう会  会長  上林（かんばやし）  ℡ ５３－１１４０ 

 

 

 

【はつが野街づくり推進委員会】 ２月８日（土）１７：００～１８：３０ 

（１） 平成２５年度ちょいず助成金の支払について 

和泉市からの助成金３４１，６５８円の支払いが正式決定し入金済みとなっています。 

（２）はつが野祭りの会計の最終決算の準備 

（３）次回はつが野祭りの準備開始 

 

【環境街づくり委員会】   

（１） 地域一斉清掃について 

３月９日（日）９時～１０時 一斉清掃を行います。ご協力をお願いします。 

 

【自治会館建設委員会】 ２月９日（日） １７：００～１８：３０ 

建設仕様（平屋建て/２階建て）と資金手当てにつき検討 
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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  

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 

らくゆう会からのお知らせ 

 

忘れ物です 心当たりのある方は  副会長 藤村まで 


