
 

 

●４月の活動報告   

４月１２日（日）午後１時３０分～３時 シニアセンター ひまわりグループ（ボランティア） 

参加者 いきいきメンバー２１ ボランティア８ ボランティアグループ６ 合計３５名 

ひまわりグループ（ボランティア）の方々に来ていただき、手話コーラスの指導といっしょに身振り手振りでの手話をしながらの 

コーラスを楽しみました。１曲目は、テーマソングの「幸せなら手をたたこう」、２曲目は、新しい練習曲「一人の手」 軽快なリズムで

良い曲です。途中で、人名を手話で表現する方法なども交え、３曲目はひまわりグループの方たちだけで、手話コーラスをしていた

だきました。感動の５０分間でした。 

●５月の活動予定 

５月１０日（日）午後１時３０分 健康体操と血圧測定 

イスに座って簡単な体操をします。ちょっとだけ、頭を使います。脳と身体の活性化のため、いい機会だと思います。 

参加費100円です。 

                                                       連絡先  柴 清子 電話３９－１５８０ 

 

 

●庭木の管理について（１０，１１ブロックミーティングより） 

庭木の枝が自宅の敷地外にはみ出していて見通しが悪くなったり、歩行の邪魔になったりして危険です。 

庭木の緑は街を綺麗にし暖かみを与えてくれますが、手入れはしっかりと行い迷惑にならないようご配慮をお願いします。 

生活道路ではお年寄りや子ども達が安心しきって歩いたり遊んだりしています。怪我人を出さないようお互いに注意しましょう。 

 

 

●住宅火災の予防と被害の極小化 

   消防庁ＨＰから抜粋しました。火災防止の参考にしてください。 

３つの習慣 

1. 寝たばこは、絶対やめる。 

2. ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

3. ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

４つの対策 

1. 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

2. 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。 

3. 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 

4. お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

 

 

●生ごみの水切りにより日本一になりました。 

  環境省発表のごみ１トン当たりの発電電力量調査（平成２５年度）で、泉北クリーンセンターが全国１位となりました。和泉市が収集 

 した生ごみは泉北グリーンセンターに持ち込まれています。ごみの分別や生ごみの水切りの効果が大きかったとのことです。 

     はつが野通信  平成２７年５月１日号  完 
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４月１９日（日）の定期総会をもちまして、平成２６年度の役員から新役員に自治会の運営がバトンタッチされました。今年度は、自治

会館建設準備・自主防災組織の活動・ブロックミーティングの継続と課題解決・はつが野祭りの推進等多くの課題に取り組んでまいりま

す。自治会活動は役員だけでは運営できません。自治会員皆様の全員参加の自治会運営を行いたいと思っていますのでご協力とご

支援をお願いします。 

 

 

 

●平成２７年度定期総会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成２７年度前期分の自治会費を集金させていただきます。 

平成２７年４月～９月の自治会費３，０００円（５００円×６ヶ月）を班長さんが集金にお伺いしますので、ご協力をお願いします。  

釣銭のいらないようご準備いただければ班長さんが助かりますのでご協力をお願いします。 

 
●環境パトロールを実施します。（環境街づくり推進委員会主催） 

実施日  ５月２４日（日） 

時間   ９：００～１０：００ 

集合場所  モンセーヌ和泉中央（マンション）前の交差点 

環境街づくり委員の方は参加ください。 

地区内の見回りを行います。ゴミ袋、手袋等をお持ち下さい。 

環境街づくり推進委員以外の方の参加も大歓迎です。よろしくお願いします。 

問合せ先は、環境街づくり推進委員長 関口 ＴＥＬ ５３－１０６７ 
●平成２７年度ちょいず事業「はつが野祭り」の支援金が決まりました。 

平成２７年度「ちょいず」選択届出結果（速報）が発表されました。「はつが野祭り」に投票いただいた総数は１，０５７票でした。 

支援金額は４７８，１１２円です。ご協力ありがとうございました。残念ながら昨年の１，０９４票／５００，０００円を下回りました。 

より多くの投票をいただけるよう今年のはつが野祭りを楽しいお祭りにしたいと思います。 

   はつが野街づくり推進委員会の平成２７年度定期総会が５月９日（土）開催予定で新役員が選出されます。新役員で今年度のはつ

が野祭りを企画していくことになります。皆様のご協力をお願いします。 
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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 

いきいきサロンからのお知らせ 

自治会からのお願いと報告 

和泉市イベントコーナ他（「広報いずみ」から抜粋） 

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         住所                電話番号         

 

防犯、防災コーナー 

開催日  平成２６年４月２０日（日） １０：００～１１：３０ 

場所   青葉はつが野小学校体育館 

議案書は４月９日頃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。 

平成２７年４月１９(日)青葉はつが野小学校体育館で平成２７年度定期総会を開催しました。 

全議案が承認され、新たに自治会役員、ブロック長も選出、班長も交代しました。 

自治会員の皆様、お忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございました。 

 

＜承認された議案＞ 

（１） 平成２６年度 活動報告 

（２） 平成２６年度 決算報告 

（３） 平成２６年度 監査報告 

（４） 自治会会則の一部改定 

（５） 自治会館建設概要および資金計画 

（６） はつが野自治会法人化 

（７） はつが野自治会平成２７年度 役員 

（８） 平成２７年度 活動計画 

（９） 平成２７年度 予算 

 

 



●３月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告              ３月の大一資源及び米田商店からの還付金 67,540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 廃家電 

60円／㎏ 10円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 5円／㎏ 

105㎏ 320㎏ 8,010㎏ 3,980㎏ 1,460㎏ 720㎏ 90㎏ 0㎏ 200㎏ 

6,300円 3,200円 32,040円 15,920円 5,840円 2,880円 360円 0円 1,000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。 
 

●５月の活動予定  

日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（金） 広報いずみ配布  はつが野通信５月号発行    

０６日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

０９日（土） はつが野街づくり推進委員会総会（１７：００～１８：３０） はつが野自治会役員は、参加してください。 

１０日（日） 里道清掃（９：００～１０：００） 

 

自治会館建設委員会（１７：１５～１８：１５） 

運営委員会（１８：１５～１９：３０） 

地域一斉清掃とは別に実施しています。 

皆様のご協力をお待ちしています。 

 

次回役員会の準備 

１３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。 

１６日（土） 自治会費納金（１８：００～１９：００） 

自治会定例役員会（１９：００～２１：００） 

班長さんはシニアセンターまでご持参ください。 

１７日（日） 自治会費納金（９：００～１０：００） 

キックオフ役員・班長会（１０：００～１２：００） 

班長さんはシニアセンターまでご持参ください。 

役員・班長さんは必ず出席ください。 

２０日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

２３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ください。 

２４日（日） 環境パトロール（９：００～１０：００） 環境街づくり委員会主催 

２６日（火） 廃家電の回収 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。 

２７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。 

 

 

 

【はつが野街づくり推進委員会】４月１１日（土）１７：００～１８：００ 

・平成２７年度ちょいず支援金額の決定について ４７８，１１２円 

・平成２７年度はつが野祭り予算について（５月９日の総会で承認をいただく予定） 

・平成27年度役員候補について（５月９日の総会で承認をいただく予定） 

   ・総会資料作成について 

 

【自治会館建設委員会】４月５日（日）１７：１５～１８：３０   

・平成２８年度に自治会館を建設するにあたり和泉市の補助金をいただく為の手続き・スケジュール等を市役所に確認し役員間で

共有化を図りました。 

 

【防犯委員会】４月２５日（土） １０：００～１２：００ 

・防犯委員で防犯パトロールを行いました。 

  

【運営委員会】４月５日（日）１８：３０～２０：００  ４月１１日（土）１８：００～１９：３０  

 ・校区長連絡会の報告（H２７年度の広報配布先・配布部数の市役所への報告、固定資産評価額の縦覧、国勢調査員の募集につ

いて、H２７年度防犯灯設置補助金の交付方法の変更について 等） 

    ・総会議案書と総会運営シナリオのチェック 

    ・総会で必要な機器（マイク・スピーカ等）の確認と手配について 
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【定例役員会】４月１８日（土）１９：００～２０：００ 

（１）報告事項 

 ・校区長連絡会の報告（H２７年度の広報について、固定資産評価額の縦覧、国勢調査員の募集について、H２７年度春の運転者

講習 等） 

 ・定期総会 出席者数・委任状数の確認 

 ・定期総会の段取り 

 ・役員引継会について  

 ・自治会館建設委員会の状況 

 ・平成２７年度「ちょいず」選択届出結果（速報） 

（２）協議・決議事項 

・費用支出申請の承認 

（３）その他 

・平成２７年度の新班長さんにオブザーバ参加していただきました。 

 

【防災委員会】４月５日（日）  ４月１１日（土） 

・定期総会の議案書作成の一環として、平成２７年度の活動方針を作成しました。具体的活動内容は５月以降検討していきます。

自主防災組織は自治会員の皆様全員が構成員となっています。防災力の強い街にしていきたいと思います。皆様のご協力をお

願いします。 

  

 

●４月の活動報告 

４月１８日（土）に、２７年度子ども会定期総会及び新入生歓迎会を行いました  

新入生歓迎会では、体操の先生をお招きして、みんなで楽しく過ごしました。 

●５月の活動予定 

５月２４日（日）に 午前９時半から青葉はつが野小学校体育館にてドッジボール大会を開催します。たくさんのご参加をお待ちして

います。  

これからも楽しい企画を予定しています！ 

 

子ども会入会希望の方は、副会長 大家まで 電話 ２４－６８０４ 

 

 

●４月の活動報告 

４月１２日（日）定期総会が行われました。 

●５月の活動予定 

５月１４日（木）日帰りバス旅行 

行先：和歌の浦、道成寺「あんちん」にて完全養殖本マグロの昼食、湯浅醤油、黒潮市場等見学。 

会員の皆様と 1日楽しく過ごす予定です。                    

お問い合わせ  らくゆう会  会長  山田 秀一  電話 ０９０-９７０５-４５３１ 

 

 

●４月の活動報告 

１３組２８名参加。 春というには寒い午前中でしたが、９時半になるとたくさんの方がシニアセンターに足を運んでくれました。 

新しい方も加わってわいわいガヤガヤ。今年も楽しい子育てサロンになりそうです。 

●５月の活動予定 

５月１９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： 親子で楽しく体を動かしましょう！３Ｂ体操の指導者の方に来てもらい、体をたくさん動かします。多くの皆さんの参加を

お待ちしていますね。 動きやすい服装でお越しください。 

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 
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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 

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 


