
 
【はつが野街づくり推進委員会】５月１０日（土）１７：００～２０：００ 

（１）平成２６年度定期総会 １７：００～１８：４５ 

平成25年度活動報告・決算報告・監査報告、平成26年度役員・活動計画・予算案等全ての議案が承認されました。 

（２）平成２６年度第２回役員会 １８：５０～２０：００ 

平成２６年度はつが野祭り（１１月２日（日）開催予定）の役割分担について検討を開始しました。 

【環境街づくり委員会】   

（１）環境パトロールについて 

５月１１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した。 

改善すべき事項は次のとおりでした。それぞれ関係部署に対応を依頼しました。 

・２ブロックのフェンスの破損         ・１ブロックの防犯灯の破損 

・３ブロック、６ブロックの空地の草刈り   ・バス停でのタバコのポイ捨て（禁止文書の掲示予定） 

【自治会館建設委員会】５月１１日（日） １７：１５～１８：３０ 

  平成２８年度の自治会館建設及び自治会法人化に向けての大まかなスケジュールを作成しました。 

  ＊今後、自治会員の皆様に自治会館建設に関するアンケートを実施させていただく予定です。 

【自治会運営委員会】５月１１日（日）１８：３０～２０：３０ ５月１７日（土）（１７：３０～１８：２０） ５月１８日（日）（８：３０～９：２０） 

 ・インターネットバンキングの利用方法の見直し（定期総会においてご意見をいただいた課題です） 

 ・貸金庫の管理方法見直し 

 ・班内回覧用紙の新設 

 ・校区長連絡会からの報告事項 

 ・池田泉州銀行の定期預金の継続について 

 ・自治会保険の更新について 

 ・防犯灯の増設（11灯）について（前期からの継続案件） 

 ・はつが野自治会活動についての細則、防犯専門委員会設置細則の改定 

 ・自主防災組織の構成メンバーについて 

【自治会定例役員会】５月１７日（土）１９：００～２０：３０ 

（１） 報告事項 

  ・和泉市児童発達支援センターの建設（７月から来年２月で工事し４月開設） 

  ・はつが野保育園の建設（７月から来年２月で工事し４月開園） 

     ・防犯灯１１基の設置（３ブロック１基、４ブロック８基、６ブロック２基） 

     ・いずみメールについて（防犯防災情報、高齢者支援情報、イベント情報等の配信サービス）  等      

（２） 協議・決議事項 

  ・費用支出申請、助成金の支払等の承認 

  ・自治会保険の継続 

  ・「はつが野自治会活動についての細則」、「はつが野自治会防犯専門委員会設置細則」の改定案の承認 

  ・自主防災組織の構成メンバーについて 

（３）キックオフ役員・班長会について 

 

 

 

●和泉市ごみ等のポイ捨て及び飼い犬等の愛玩動物のふんの放置を防止する条例について 

たばこのポイ捨てや愛犬の糞の後始末等につきましては、はつが野通信を通じてご協力をお願いしてきましたが、なかなか改善

されない状況が続いています。今般、和泉市では標記の条例を７月１日から施行することになっています。詳しくは、はつが野通信

７月号でご案内しますが、条例の施行を待つのではなく、マナーの問題ですので、マナーを守って清潔で奇麗な街づくりにご協力い

ただくようお願いいたします。 

  ５月１７日（土）の役員会で報告がありましたが、犬の散歩時に敷地内に糞をさせる方がおられるようです。マナー違反も甚だしい

と思います。愛犬家の方々はマナー厳守をお願いします。 

●自治会員の皆様からいただいたご意見等について 

   定期総会と「出欠票兼委任状」ご提出時に、貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。既に対応させていただいた項

目もありますが（本はつが野通信６月号に記載  太字部分です）、引き続き役員にて検討していきますのでよろしくお願いします。 
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新役員及び新班長によるキックオフ役員班長会を５月１８日（日）に開催しました。これを受けて新役員・班長によ

る平成２６年度の自治会活動が本格的にスタートします。４月２０日（日）の定期総会で承認いただいた平成２６年度活動計画に基づき

「安心・安全・奇麗な 住みよい街」を目指して活動していきたいと思います。今年度は、はつが野祭りの開催等従来の活動に加えて、

自治会館建設計画の具体化や自主防災員会の活動にも注力していきます。皆様のご協力とご支援を賜りますようお願いします。  

 

 

●自治会に加入されていない皆様へ 

６月号は自治会に加入されていない方々にもはつが野通信を配布させていただきます。これを機に自治会に入会いただけれ 

ばと思います。はつが野通信は毎月初に配布しています。自治会や子ども会、らくゆう会（老人会）等の活動内容を紹介すると共に、

安心・安全・奇麗な街づくりの為の情報発信等も行っています。皆様と一緒に「住みよい街づくり」をしていきたいと思います。宜しくお

願いします。 

（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、本年２月に今年度分として２２３

世帯の方々にご協力いただき、２６７，６００円をお預かりしました。自治会内に設置しである防犯灯の電気料金や故障時の修理

費用等に使わせていただきます。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 

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  

冒頭でも記載させていただきましたが、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会長(tel 54・3368)まで、ご連絡ください。 

自治会費は月５００円(年間６，０００円)です。 

また、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。はつが野通信を含め各

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。 

●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。未加入の方はぜひご参加ください。 
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発行：平成２６年 ６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 

日時  平成２６年６月２１日（土）１７：３０～１８：３０ 

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（らくゆう会）、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。 

 ＊加入申し込みに際しては、６月から９月までの自治会費２，０００円と印鑑をお持ちください。 



●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６月８日（日） 午前９時～10時 （雨天の場合は６月１５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 

 
●平成２６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２６年度前期（４月～９月）の自治会費の納金が無事完了しました。ご協力ありがとうございました。 

●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 82,440 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／㎏ 

130㎏ 300㎏ 8,890㎏ 4,550㎏ 2,640㎏ 1,540㎏ 100㎏ 190㎏ 

7,800円 3,000円 35,560円 18,200円 10,560円 6,160円 400円 760円 

（備考）４月度の還付金は、過去最高となりました。 

      平成２５年度の還付金は、588,330円、51回回収、1回平均 11,535円 

      平成２６年４月の還付金は、82,440円、5回回収、1回平均 16,488円 

      ４月は、年間平均より1回につき 約5,000円（43％） アップしました。その要因は、「資源ごみ持ち去り禁止」札の効果が出

たものと思われます。 皆様方のご協力に感謝いたします。これからも、必ずご活用いただきますようお願いいたします。 

    尚、定期総会の「出欠票兼委任状」を提出いただいた際に、「資源ごみ持ち去り禁止」札を持って行かれたというご意見をいた

だいています。田畑会長から大一資源さんに札を持って行かないよう徹底方依頼しました。 

    ＊「資源ごみ持ち去り禁止」札を無くされた方は、班長さんに申し出て下さい。（班長さんはブロック長さんに連絡下さい） 

【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大一資源さんです。 

（３）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。 

●６月の活動予定 

日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（日） 広報いずみ配布  はつが野通信６月号発行    

０４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（日） 地域一斉清掃（９：００～１０：００） 

里道の花の植替え（１０：００～） 

自治会館建設委員会（１７：１５～１８：１５） 

自治会運営委員会（１８：１５～１９：００） 

綺麗な街づくり活動の一環です。ご協力下さい。 

里道の花の植替えを行います。ご協力下さい。 

 

次回役員会の準備 

１１日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用 

１８日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

２１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） 

夜間パトーロル（２１：００～） 

シニアセンターで行います。 

 

２５日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止、資源ゴミ持ち出し禁止札の活用 

２８日（土） 防犯パトロール・防犯委員会（１０：００～１２：００） 防犯委員の方は参加下さい。 
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●５月の活動報告  

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。 

５月２５日（日）に、ドッチボール大会を行いました。 

●６月の活動予定 

６月２９日（日）に『縁日』を青葉はつが野小学校体育館にて行う予定です。 

たくさんの参加をお待ちしております。 

＊子ども会入会希望の方は 副会長 神田まで 24-2071 

   

 

 

●５月の活動報告 

５月２０日（火）開催。  １２組２５名参加。  美容・疲れ・内臓に良い中国式マッサージを教えていただき、お母さん達も興味深々

で取り組みました。また、子供の疲れやぐずり、夜泣き等に効く「タッチケア」もお子さんに施しながら練習しました。とても、とても有

意義な時間でした！ 

●６月の活動予定 

６月１７日（火）実施。  開催場所；シニアセンター。  開催時間；９時３０分～１１時。   

参加費：自治会会員家庭 無料。 自治会に加入されていない家庭 お子様1名に付 100円。（保険・飲み物等に使います） 

内 容：普段の運動不足を解消しましょう！ お子様と保護者の方が一緒にできる体操！ 保護者の方がリラックスできる体操！ 

たくさん体を動かします。   

持ち物；動きやすい服装。 タオル。                        

連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

 

  

 ●５月の活動報告   

５月１１日（日）午後１時３０分 シニアセンター 「健康体操」 

希望者が血圧測定、検尿をした後、田中先生の健康体操。イスに座ったままで、手足を動かし、隣の人の肩をたたいたりして 

頭も使いながらの軽い体操を楽しみました。 

最後に、｢コダイくん ロマンちゃん｣の踊りを座ったままと立って踊るのとを練習し、軽快な曲と歌詞に調子も上がり、 

はつが野祭りで舞台で踊ろうという声も上がりました。 

●６月の活動予定 

６月８日（日）午後１時３０分から「頭の体操とハンドベル」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！ 

４つのグループに分かれて、対戦形式のクイズで楽しい頭の体操をしたいと思っています。 

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、同世代の仲間の皆様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？ 

  らくゆう会では現代１５のクラブが活動しています。 

  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   ストレッチ体操 

  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   ゴルフ 

  対局関係  囲碁将棋   健康麻雀                    

らくゆう会  会長  上林（かんばやし） 電話５３－１１４０ 
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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 

らくゆう会からのお知らせ 

 


