
 

 

●「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２７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２７】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！！  登録番号は‘２７’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２８年度町内防犯灯維持費の受領のお願い（班長さん、ブロック長さんへのお願い） 

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１８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２０日(土)夕刻

までにブロック長さんへお届けください。 ブロック長さんは２月２０日（土）１８：３０～１９：００にシニアセンターまでご持参ください。

よろしくお願いします。 

 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。 

 

●自治会内生活道路への嘔吐物の放置について 

   今年になって、８ブロックＡ班内で嘔吐物の放置が続いています。１月の１ヶ月で３回もありました。市役所とも相談していますが、 

  対策に苦慮しているところです。 

   「安心・安全・奇麗な街づくり」を主要テーマに自治会活動を行ってきており、はつが野通信等を通じて啓蒙活動も行っています。 

皆様１人ひとりのご理解とご協力で私たちの街をきれいにしていきましょう。 

よろしくお願いします。 

 

●らくゆう会からのお願い 

昨年のはつが野祭りの時に、らくゆう会主催のフリーマーケットにたくさんの寄贈をして 

いただいた中に、作りかけと思われる刺繍がありました。おそらく、寄贈するつもりはなく、 

他のものといっしょに出してしまわれたのではないかと思います。刺繍の布地をお戻しさせて 

いただきたいと思いますので、心当たりのある方は、村原までご連絡ください。 

 

村原忠実 メール tadami47@gmail.com 電話 090-9693-7459 

 

 

 

 

 

●災害用伝言ダイヤルを覚えておきましょう。 

   大規模災害に遭った時、家族や友人に無事を知らせたい、家族や友人の安否を確認したい。そんな時に利用できるのが伝言ダ 

イヤルです。利用方法は次のとおりです。 

   ＊被災したＡさんが、無事であることを伝えたい。 

     伝言録音：１７１＋１＋Ａさんの自宅の電話番号 

 ＊家族や親戚・友人がＡさんの安否を確認したい。 

     伝言再生：１７１＋２＋Ａさんの自宅の電話番号 

 

   携帯電話・PHSからも利用できますが、詳しくは契約されている通信事業者へご確認ください。 
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暖かいお正月でしたが、ここにきて冬らしい寒さが戻ってきました。外出から帰った時には、手洗い、うがい等を徹底し風邪対策を行

いましょう。 

今年は、リオデジャネイロオリンピックがあります。開催期間は８月５日から８月２１日です。南アメリカ大陸で夏季オリンピックが 

開催されるのは初めてとのこと。楽しみの一つですね。 

自治会では平成２８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。 

 

 

 

●平成２８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２８年度（平成２８年４月１日～平成２９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２０日（土）開催の平成２８年度新班長会にて選出していきます。 

  ＊平成２８年度の役員は４月開催予定の「平成２８年度はつが野自治会定期総会」にて承認をいただきます。 

●自治会入会説明会の開催と自治会への加入促進のお願い 

１月１６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。 

   １名の方にご参加いただき即日入会されました。これにより自治会員数は８１０世帯となりました。 

   ＊今年度に入り自治会員の退会がつづいており会員数が減少傾向となっています。ご近所で未加入の方がおられましたら自治

会への加入につき働きかけ等ご協力をお願いします。今年は自治会館を建設する年です。今年度中には完成する計画となっ

ています。自治会館が完成すると自治会活動はより一層活性化されると思われます。自治会への加入促進につき皆様のご協

力をお願いします。 

   ＊自治会では自治会保険に加入しています。安心して自治会活動にご参加いただけます。 

保険内容は次のとおりです。 

                  保険金額        内          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 

費用損害 50万円  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% 

   ＊保険料は 188,840円です。（保険期間は 1年） 

●「平成２８年度新班長会議」開催のお知らせ 

   平成２８年度の自治会役員の選出に関し、平成２８年度新班長予定者の方で互選していただきたく「平成２８年度班長会議」を開催

いたします。ご多忙中のことかと存じますが新班長の方は必ずご出席いただきますようお願い致します。 

    日時： ２月２０日（土） １７：３０～１８：３０ 

    場所： 青葉はつが野シニアセンター（老人集会所） 

●１２月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告              １２月の大一資源及び米田商店からの還付金 75,180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／㎏ 

110㎏ 230㎏ 9,190㎏ 2,010㎏ 2,100㎏ 690㎏ 120㎏ 2,260㎏ 160㎏ 

6,600円 2,300円 36,760円 8,040円 8,400円 2,760円 480円 9,040円 800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） 活動項目 活動概要 

０１日（月） 広報いずみ配布  はつが野通信２月号発行    

０３日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

１０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。 

１３日（土） はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０）  

１４日（日） 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） 

地域一斉清掃とは別に実施しています。 

皆様のご協力をお願いします。 

自治会会則の見直し 

次回役員会の準備 

１７日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

２０日（土） 平成２８年度新班長会（１７：３０～１８：３０） 

防犯灯維持費の納金（１８：３０～１９：００） 

自治会定例役員会（１９：００～２１：００） 

新班長は必ず出席ください。 

シニアセンターにて納金受付します。 

役員会終了後夜間パトロールを実施します。 

２３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。 

２４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。 

２７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。 

 

 

 

【はつが野街づくり推進委員会】１月９日（土）１７：００～１９：３０ 

・はつが野祭りの検証   ・Ｈ２７年度ちょいず助成金の申請について、Ｈ２８年度ちょいずの投票について 

 

【自治会館建設委員会】１月１０日（日） １７：００～１８：３０ 、１月３１日（日）８：３０～１２：３０  

・自治会法人化に向けた自治会会則の見直し 

 

【防犯委員会】１月２３日（土） １０：００～１２：００ 

・防犯委員で防犯パトロールを行いました。 

 

【環境街づくり委員会】 

   ・先月報告のあった放置自転車につき市役所に撤去依頼を行い、５台の内３台が撤去されたことを確認しました。 

   残り２台についても引き続きフォローします。 

 

【運営委員会】１月１０日（土）１８：３０～１９：３０ 

・校区役員会の報告  ・Ｈ２８年度ちょいずの投票依頼チラシの作成について  ・自治会入会説明会の準備   

・自治会法人化に向けての会員名簿作成作業について 

・次回役員会の準備 

 

【自治会定例役員会】１月１６日（土）１９：００～２０：００ 

（１）報告事項 

・校区役員会報告（Ｈ２７年国勢調査のお礼、府知事選挙及び和泉市庁舎移転住民投票結果について、「男と女のフォーラム」につ

いて、和泉市児童民生委員 広報誌発行について、市制６０周年記念誌への「わが町のプロフィール」投稿について、無料職業紹

介センターについて（約４万件の求人情報） 

・Ｈ２８年度役員立候補募集結果報告 

・Ｈ２８年度班長候補の確定作業の進捗状況報告 

・自治会館建設委員会報告 

・自治会入会説明会結果報告 

（２）協議・決議事項 

・費用支出申請 
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●１月の活動報告 

１月１７日(日)に新役員との顔合わせ等を行いました。 

●２月の活動予定 

２月２８日（日）１０時３０分～１２時終了（予定） 

青葉はつが野小学校体育館にて、お楽しみ会を開催します♪ 

内容は、大道芸人ｋｉｂｉｔｏ（キビート）さんの 

パフォーマンスショー＆バルーンアート教室です。 

詳しくは、お知らせを確認してくださいね。 

 

子ども会入会希望の方は 副会長 大家まで（☎２４－６８０４） 

 

 

 

●１月の活動報告 

   【新年祝賀会】を１月１７日（日）シニアセンターで開催しました。                       

●２月の活動予定 

   ３月のいきいきサロンでクラブ発表をします。そのための準備・計画をします。  

●クラブ紹介 

今年も１５のクラブ活動を軸に遊び心を育てて、会員皆様の健康と親睦を図ります。 

①カラオケ  ②楽唱会  ③歌声喫茶  ④ハイキング  ⑤囲碁・将棋  ⑥手芸部  

⑦ストレッチ体操部  ⑧ディスコン  ⑨グランドゴルフ  ⑩健康麻雀  ⑪なつめろタイム 

⑫俳句部  ⑬ウォーキング  ⑭ゴルフ  ⑮卓球 

 

連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１  

 

 

●１月の活動報告 

２２組４５名参加。今人気のアイシングクッキーを親子で楽しみました。 可愛いくまさん、ハート、ビブの３種類を作りました。 

●２月の活動予定 

２月１６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。 昨年好評でした“お買いものごっこ”を行います。  

また、今回参加されるお子様で、４月から幼稚園、保育園等へ行かれる方はご連絡ください。  

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。 

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   

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                       

 

●１月の活動報告   

新年祝賀会（らくゆう会と合同開催） ボランティアグループも合わせて８５名の参加。 

ハーモニカの中谷先生の演奏に合わせての合唱、年輪２６さくらの会のメンバーによる３６５日の紙飛行機の歌の合唱、日本舞踊、

銭太鼓の演奏、クイズ大会、ビンゴ大会と盛りだくさんの催しで、笑顔がいっぱいでした。 

●２月の活動予定 

２月１４日（日）午後１時３０分～３時 シニアセンター 素人落語 

天満天神の会繁盛亭ゆかりの素人落語家３名に来ていただきます。 

面白い落語が聞けると思います。 お楽しみに ！ 

参加費１００円です。                                                    

 連絡先  柴 清子 電話３９－１５８０ 
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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 

 

 


