自治会からのお願いと報告

発行：平成２７年 ２月 １日
製作：広報委員会

●自治会ブロックミーティングの開催について
１１月から始めました自治会ブロックミーティング（環境衛生問題、交通安全問題、子どもの安全問題、防犯・防災問題、自治会運
営問題等に関してブロック毎にミーティングを行い問題解決に取り組むものです）の予定をご案内します。任意参加です。ご気楽に
参加ください。
ブロック
開催予定日時
場所
８、９ブロック
２月２２日（日）１６時～１８時
シニアセンター
１０、１１ブロック
３月２９日（日）１０時～１２時
シニアセンター
●「ちょいず事業」
‘はつが野祭り’への投票をお願いします。（登録団体番号は２６です）
｢広報いずみ２月号｣と同時に｢選択届出用紙｣（投票用紙・封筒）が配布されますので、候補事業の中の【はつが野祭り】【登録番号
２６】に投票をしていただきますようお願い申し上げます。 ‘はつが野祭り’を成功させる為にも皆様の１票をお願いします。

あなたの１票で‘はつが野祭り’を成功させましょう！！

はつが野自治会

検索

立春とはいうものの春もなお遠く寒さの身にしみる毎日ですが、菜の花、クロッカス、水仙など花を感じ始める季節でもあります。
寒いのも後１ヶ月です。手洗い、うがい、マスク等風邪対策をしかっりと行いこの冬を乗り切りましょう。
自治会では平成２７年度の役員の選出等新年度に向かっての準備を始める時期となりました。私達役員の任期は３月までの２ヶ月と
なりましたが、全員一丸となり自治会活動に取り組んで参りたいと思っていますのでよろしくお願いします。

自治会からのお知らせ
●平成２７年度役員の立候補および推薦の受付を終了しました。
平成２７年度（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）の役員を募集しましたが、応募いただいた方はおられませんでした。
来年度の役員については、役員間での推薦及び２月２１日（土）開催の平成２７年度新班長会にて選出していきます。
＊平成２７年度の役員は４月開催予定の「平成２７年度はつが野自治会定期総会」にて承認をいただきます。

登録番号は‘２６’です。

＊２月１日現在１８才以上の和泉市民に投票権がありますので１８才以上のご家族全員の投票をお願いします。
●自治会未加入の方からの平成２７年度町内防犯灯維持費 受領のお願い
はつが野１丁目・２丁目の当自治会区域内の防犯灯の電気料金、蛍光灯交換費用、防犯灯増設費用は、自治会費と自治会に未
加入の方からの防犯灯維持費で運営されています。自治会に未加入の方に２月１日（日）から２月１９日（木）の間に、防犯灯維持費
の納入をお近くの班長さん宅まで持って行っていただく旨のチラシを用意しましたので配布をお願いします。受領いただいた防犯灯
維持費は２月２１日(土)午前中までにブロック長さんへお届けください。 よろしくお願い申し上げます。
また、この間、自治会への新規入会受付も行います。入会届と自治会費（２月分と３月分合わせて１，０００円）を班長さん宅に届
けに来られる方もいらっしゃると思いますので、対応をお願いします。
●回覧物の早期回覧と回覧板（ビニールケース）の返却について
和泉市や自治会の回覧物につきましては、毎月、月初に各班長さんから回覧をお願いしています。回覧物によっては期日が迫っ
ているものもありますので可能な限り当日中の回覧をお願いします。
又、回覧板が班長さん宅に戻らないケースがありますので確実な回覧をお願いします。
●３、４、５ブロックの自治会ブロックミーティングより（１２月２８日（日）実施）
（１）自治会内の生活道路の抜け道利用の対策について
自治会内道路は私達の生活道路ですが抜け道として利用する車が増えています。自治会として従来以上の対策を講じるべ
きではないかとの意見が多数でました。３、４、５ブロック以外にも抜け道として利用されている生活道路もあるのでこれらを纏
めて対策を講じるべく役員で検討していくこととしました。皆様におかれましても対策案をご提案いただきたくお願いいたしま
す。
（２）側溝の掃除について（地域一斉清掃）
側溝のフタがコンクリートの場合、これを持ち上げるのは難しく掃除ができないとのお話がありました。側溝に溜まった枯葉
や土は排水溝の排水能力劣化に繋がります。これらのご意見を踏まえフタを持ち上げる工具の購入を検討することとしました。
（３）自動車の路上駐車
自動車を終日路上駐車しているケースがあるとのことです。来客や家族の車の駐車には皆様も気苦労されていることと思い
ます。事故防止の観点からも節度ある対応が望まれます。ご協力をお願いします。

●自治会入会説明会の開催状況について
１月１７日（土）午後５時３０分～６時３０分 青葉はつが野シニアセンターで開催しました。
３家族６名の方にご参加いただき全員入会されました。３世帯の入会により自治会員数は８３５世帯となりました。
●自治会保険について
自治会では自治会保険に加入しています。保障内容は次のとおりです。
保険事故が発生した場合は役員までご連絡ください。

保険金額

●ＰＭ２．５高濃度予測時の注意喚起について
ＰＭ２．５が高濃度と予測され注意喚起が必要となった場合、大阪府から防災情報メールが配信されることになりました。
「おおさか防災ネット防災情報メール（http://www.osaka-bousai.net/pref/PreventInfoMail.html）」のページから登録してください。
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容

賠償責任
5000 万円
自治会が弁済すべき事故保障の賠償責任最高額
死亡・後遺障害
500 万円
自治会活動中に負った事故での死亡または後遺障害に対する保障
入院保険
3000 円/1 日
自治会活動中に負った傷害での入院に対する費用保障
通院保険
1500 円/1 日
自治会活動中に負った傷害での通院に対する費用保障
傷害見舞費用
10 万円
自治会員以外のものが自治会活動中に負った傷害に対する見舞金
イベントが中止になった場合の準備等に掛った費用のｷｬﾝｾﾙ費用の 70%
費用損害
50 万円
＊保険料は 189,050 円です。（保険期間は 1 年）
●はつが野祭り 作文・作品のウェブサイトへの掲載（前月からの継続）
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。
はつが野自治会→自治会員トップページ→はつが野祭り特集 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。

１２月の大一資源及び米田商店からの還付金 81,710 円

●１２月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告
アルミ缶

防犯、防災コーナー

内

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

廃家電

60 円／㎏ 10 円／㎏
4 円／㎏
4 円／㎏
4 円／㎏
4 円／㎏
4 円／㎏
4 円／㎏
5 円／㎏
110 ㎏
370 ㎏
9,180 ㎏
4,090 ㎏
2,120 ㎏
1,010 ㎏
150 ㎏
40 ㎏
1,010 ㎏
6,600 円
3,700 円
36,720 円 16,360 円
8,480 円
4,040 円
600 円
160 円
5,050 円
＊回収日 廃家電以外は毎週水曜日 廃家電は第４火曜日
＊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。
＊自治会で配布しました「資源ゴミ持ち出し禁止札」をご利用ください。札を無くされた方は班長さんまでに連絡ください。
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●２月の活動予定
日（曜日）

０１日（日）
０４日（水）
０８日（日）

１１日（水）
１４日（土）
１８日（水）
２１日（土）
２２日（日）
２４日（火）
２５日（水）
２８日（土）

活動項目

広報いずみ配布 はつが野通信２月号発行
古紙類・アルミ缶回収
里道清掃（９：００～１０：００）
自治会館建設委員会（１７：１５～１８：１５）
自治会運営委員会（１８：１５～１９：３０）
古紙類・アルミ缶回収
はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０）
古紙類・アルミ缶回収
平成２７年度新班長会（１７：３０～１８：３０）
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）
自治会ブロックミーティング（１６：００～１８：００）
＊対象 ８、９ブロック
廃家電の回収

活動概要

和泉市新分別回収もあります。
皆様のご協力をお願いします。
次回役員会の準備
ゴミの飛散防止にご協力下さい。

古紙類・アルミ缶回収

和泉市新分別回収もあります。
新班長は必ず出席ください。
役員会終了後夜間パトロールを実施します。
８、９ブロックの方はシニアセンターにお集まりく
ださい。（任意参加、班長さんは参加ください。）
回収可能なものは金属類です。布、プラスチック
は回収不可です。
ゴミの飛散防止にご協力下さい。

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ください。

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
【はつが野街づくり推進委員会】１月１０日（土）１７：００～１８：３０
・平成２６年度はつが野祭りの「ちょいず事業実績報告」、アンケート集計結果、平成２７年度「ちょいず」事業の「はつが野祭り」へ
の投票呼びかけについて
【自治会館建設委員会】
・自治会館建設委員会としては最終案として平屋建ての案を作成し専門家に間取り図の作成と見積もりを依頼中です。
【防犯委員会】１月２４日（土） １０：００～１２：００
・防犯委員で防犯パトロールを行いました。
・昨年１２月の年末夜警は２日間で約１８０名の方々に参加をいただきました。ありがとうございました。
【運営委員会】１月１１日（土）１７：００～１８：３０
・校区役員会報告 ・側溝フタ持ち上げ工具の購入について
・ブロックミーティングについて ・次回役員会の準備
【自治会定例役員会】１月１７日（土）１９：００～２０：３０
（１）報告事項
・校区役員会報告（昨年の総選挙の投票率について、ＰＭ２．５対策について、家庭ゴミ有料化についての説明会開催について、
発達支援センター開設日の延期について 他）
・自治会入会説明会の結果について
・はつが野街づくり推進委員会の状況について
・自治会館建設委員会の状況について
（２）協議・決議事項
・費用支出申請の承認 ・来年度役員立候補届 受付て結果について
・来年度班長会開催について（２月２１日）
・防犯灯の増設要望調査について ・防犯灯維持費協力依頼のチラシの配付について
・一斉清掃時の集合場所について ・一斉清掃時の側溝フタ持ち上げ工具の購入について
・ちょいず投票依頼チラシの配付について
【防災委員会】
・防災委員会は開催しなかったですが、自主防災組織の統括班のメンバーで和泉市主催の防災リーダ養成講座を受講中です。
平成２７年３月まで計８回開講されます。
【環境街づくり委員会】
・ゴミ等の不法投棄がありましたら環境街づくり委員長の関口さん又は自治会役員まで連絡ください。
市役所に連絡し回収してもらいます。
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子ども会からのお知らせ
●１月の活動報告
１月１８日（日）にアニメ漫才師アキラボーイさんによるデジタルライブが行われました。
青葉台子ども会との合同行事で約３００人の参加者で楽しみました♪
忘れ物がありました。110 サイズの黒いジャンバーです。お心当たりのある方は副会長までご連絡下さい。
●２月の活動予定
２月１日（日）にフタバボウル泉大津店にてボーリング大会を行いました。
＊＊２７年度の子ども会の新規入会申し込みを受け付けています＊＊
（自治会の入会が必須条件で新一年生からが対象です）
子ども会入会希望の方は 副会長 神田まで ２４－２０７１

らくゆう会からのお知らせ
●クラブ活動お試し体験のお知らせ
はつが野地域にお住まいのシニアーの皆様、同世代の皆様とクラブ活動を通して、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１５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
手芸部
俳句部
ストレッチクラブ
運動関係
ゴルフ
ディスコン 卓球クラブ ハイキング グランドゴルフ ウォーキング
対局関係
健康麻雀部 囲碁将棋部
お問い合わせ らくゆう会 会長 上林（かんばやし） 電話５３－１１４０

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●１月の活動報告
１１組２４名参加。 はつが野担当の保健士さんに「ココロいずみダンス」を教えてもらいながら、音楽に合わせストレッチを行い
固くなった筋肉もほぐれました。 また、良い機会なので子育てや健康診断等についての質問もたくさんしました。
子供たちもぎこちないながらも音楽に合わせ踊っていました。 とても可愛かったですよ。
●２月の活動予定
２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
内 容：今年度最後の子育てサロンです。自由遊びの後は 「お店屋さんごっこ」を行います。 人数を把握したいので下記連絡先
に平日２０時～２１時の間で参加される方はご連絡ください。 宜しくお願いします。
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）
対 象：0 歳～未就園児とその保護者の皆様
連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８

いきいきサロンからのお知らせ
●１月の活動報告
１月１１日（日）午前１０時～１２時４０分 シニアセンター 新年祝賀会
参加者 らくゆう会メンバー 66 いきいきメンバー 5 ボランティア 1 詩吟ボランティアグループ 4 合計 76 名
日本舞踊、詩吟、じゃんけん大会、カラオケ大合戦、ビンゴ大会を開催しました。この 1 年以内に入会された方も 5 名おられて、７
つのグループに分かれて「じゃんけん」「カラオケ」を競いあいました。グループ名も現在の状況を反映して「マッサン」「妖怪ジーバ
ー」「あれから 40 年」など、ユニークなチーム名で大いに盛り上がりました。また、来年元気に揃って集まろうと、気合いを入れま
した。
●２月の活動予定
２月８日（日）午後１時３０分 素人落語会
ボランティアグループ天満天神の会から 3 名の落語家にきていただき落語を楽しみます。
参加費 100 円です。
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０
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