にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●３月の活動報告
お休みでした。
●４月の活動予定
４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：今年度最初の子育てサロンです。 元気に遊んで楽しみましょう！ 初めて参加される方もたくさんいらっしゃいますよ。
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

雑紙のリサイクルについて（ゴミの減量と再資源化の推進）
毎週水曜日に大一資源（株）による古紙類・アルミ缶等の回収を行っていますが、「雑紙」も対象となっています。和泉市回収
では有料の一般ゴミですが、水曜日にリサイクルで出すと資源になります。
＜雑紙とは＞
雑紙とは、家庭から排出される古紙のうち、新聞（折込チラシを含む）、雑誌、段ボール、飲料用パックのいずれの区分にも
入らないものを言います。具体的には、家庭で不要となった投込みチラシ、パンフレット、コピー紙、包装紙、紙袋、紙箱などの
紙全般を指します。
※ただし、食品や洗剤等が付着しているもの、金紙、銀紙の使用されているもの、プラスチックとの複合素材の製品は回収の
対象から除きます。
＜雑紙の出し方＞
①紙袋にまとめて入れる。
②紙箱などは開き、まとめてヒモでしばる。
③雑誌などの本の間にはさむ。
＊紙以外のもの（ティッシュ箱のビニール部分、窓付封筒の窓のセロハン、
ファイルの金具、たばこの包装フィルム、内箱の銀紙など）は取り除いてください。
＊新聞紙に挟まないでください。
＊ガムテープは使用しないでください。
はつが野通信 平成２８年４月１日号 完

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

発行：平成２８年 ４月 １日
製作：広報委員会

はつが野自治会

検索

今年も桜の季節がやってきました。これから満開の時期になります。やわらかい春の日差しと共に満開の桜は心身を和ませてくれ
ます。
又この時期は、ご入学やご就職と大きな希望とともに第一歩を踏み出す時でもあります。私達の自治会も自治会館建設というビッ
グイベントがあります。気持ちを新たにし、頑張って行きましょう。
４月２４日（日）の定期総会をもって役員・班長が交替します。引継をしっかり行い、新役員・班長でＨ２８年度の自治会運営を行ってま
いりますので皆様のご協力をお願いします。

自治会からのお知らせ
●平成２８度定期総会開催のお知らせ
平成２８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
開催日
場所

平成２８年４月２４日（日） １０：００～１１：３０
青葉はつが野小学校体育館

議案書は４月１７日（日）頃に配布させていただきます。
総会に出席される方は議案書をご持参ください。
体育館は土足厳禁となっていますので上履きをご持参ください。
現役員（班長を含む）及び平成２８年度役員候補（班長を含む）の方は、必ず総会に出席してください。

＊４月１７日（日）までに「はつが野自治会 Ｈ２８年度 定期総会開催のお知らせ」と「総会議案書」をお配りしますので「開催のお
知らせ」に記載の「出欠票兼委任状」を班長さんに提出してください。
●４月の定例役員会について
４月の定例役員会は、定期総会前日の４月２３日（土）に開催します。現在の役員の方に加えて、Ｈ２８年度のブロック長候補の方
もご出席ください。 Ｈ２８年度自治会費徴収キットをお渡しします。

電話番号

●地域一斉清掃のお礼
３月１３日(日)に実施しました地域一斉清掃にご協力頂き、誠にありがとうございました。３ヶ月に１度の清掃ですが、私たちの街
が綺麗になることは嬉しいものです。
次回は６月１２日（日）を予定しています。地域の美化活動として皆様のご協力をお願いします。
２月の大一資源及び米田商店からの還付金 69,520 円

●２月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告
アルミ缶
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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/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
6 円/㎏
5 円/㎏
80 ㎏
150 ㎏
5,840 ㎏
790 ㎏
1,010 ㎏
300 ㎏
90 ㎏
2,440 ㎏
80 ㎏
4,800 円
1,500 円
35,040 円
4,740 円
6,060 円
1,800 円
540 円
14,640 円
400 円
※２月から、新聞、雑誌、段ボール、布類、牛乳パック、その他の紙の還付金が２円/㎏値上げになり、６円/㎏となりました。
皆様方の一層のご協力をお願いいたします。
また、値上げしてくれた大一資源さんの作業効率化のためにも、上記分別による提出をお願いいたします。
※回収漏れ等ありましたら業者に直接連絡してください。
大一資源：072-274-2960
米田商店：072-268-3338
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●４月の活動予定
日（曜日）

０１日（金）
０６日（水）
０９日（土）
１０日（日）

活動項目

広報いずみ配布 はつが野通信４月号発行
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）
里道清掃（９：００～１０：００）

２４日（日）
２６日（火）

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
古紙類・アルミ缶回収
防犯パトロール・防犯委員会（１０：００～１２：００）
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）
H２８年度定期総会（１０：００～１１：３０）
廃家電の回収

２７日（水）

古紙類・アルミ缶回収

１３日（水）
２０日（水）
２３日（土）

活動概要

和泉市新分別回収もあります。
一斉清掃とは別に行っています。お近くの方はご
協力ください。
自治会細則の見直し
次回役員会の準備
ゴミの飛散防止にご協力下さい。
和泉市新分別回収もあります。
Ｈ２７年度防犯委員の方は参加ください。
総会準備最終確認
青葉はつが野小学校体育館
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。

子ども会からのお知らせ
ご入学・ご進学おめでとうございます！
今年度も子ども達が集団の中で学び、また楽しい時間を過ごせるような行事を企画していきたいと思います。
●３月の活動報告
３月１３日(日)公園清掃を実施しました。皆さんご協力ありがとうございました。
３月１８日（金）卒業生２３名と卒業記念遠足（吉本新喜劇鑑賞）に行ってきました。
子ども会最後のイベントを楽しんでもらえたようです
●４月の活動予定
☆☆はつが野子ども会総会のお知らせ☆☆
日時：４月１０日(日)午前１０時から
場所：青葉はつが野小学校 多目的室
※詳しくはお配りしたお知らせ、総会資料をご覧ください。

【落し物】
お楽しみ会でネックウォーマーの落し物がありました。
子ども会で預かっています。

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】３月１２日（土）１７：００～１７：３０
・Ｈ２８年度ちょいず選択届中間発表について ・自治会仮拠出金の精算について
・Ｈ２８年度はつが野祭りの業者出店及び演目出演依頼について ・Ｈ２８年度総会について
【自治会館建設委員会】３月１３日（日） １７：１５～１９：００
・自治会会員名簿の整備について ・自治会会則改定案の市役所への事前提出について
・はつが野自治会施行細則の制定について ・制定済細則の見直しについて
【防犯委員会】３月２６日（土） １０：００～１２：００
・防犯委員で防犯パトロールを行いました。
【防災委員会】３月１３日（土） 運営委員会の中で開催
・４月２４日（日）の定期総会をもって役員・班長が交替となり、防災組織の構成メンバーも交替となることを確認。
・防災組織の統括班のメンバーはＨ２７年度のブロック長の方が担当となりますのでよろしくお願いします。
詳しくは別途、はつが野通信でご案内します。

子ども会入会希望の方は 副会長 大家まで（☎２４－６８０４）

らくゆう会からのお知らせ
●３月の活動報告
３月１３日（日）いきいきサロンでクラブ発表会を行いました。これからもクラブ活動を楽しんでください。
☆１５クラブ名
①歌声喫茶部 ②ハイキング部 ③囲碁・将棋部 ④手芸部 ⑤楽唱会 ⑥ディスコン部 ⑦ストレッチ体操部
⑧グランドゴルフ部 ⑨なつめろタイム ⑩健康麻雀部 ⑪俳句部 ⑫ゴルフ部 ⑬卓球部 ⑭カラオケ部
⑮ウオーキング
●４月の活動予定
【定期総会】のご案内
日 時：平成２８年４月１６日（土） 午前１０時～１２時
場 所：シニアセンター（青葉はつが野老人集会所）
連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１

いきいきサロンからのお知らせ
【運営委員会】３月１３日（土）１９：００～２０：３０
・校区役員会の報告
・Ｈ２８年度役員候補の確定について
・新旧役員の引継について
・Ｈ２８年度前期自治会費の徴収について
・総会議案書の作成について
【自治会定例役員会】３月１９日（土）１９：００～２１：００
（１）報告事項
・校区役員会報告（Ｈ２８年度春の運転者講習会について、避難行動要支援者への同意勧奨について、和泉市明るい選挙推進協
議会及び和泉市選挙協力員の推薦について）
・Ｈ２８年度役員候補について ・Ｈ２８年度各役職の引継について ・自治会館建設委員会報告
（２）協議・決議事項
・費用支出申請
・自治会館運営委員会の設置について
・自治会会則改定修正案について
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●３月の活動報告
３月１３日（日）午後１時から４５分まで シニアセンター
ボランティア１４名 メンバー２７名 合計４１名
来年度のイベントの検討会を開催しました。
すでに決まっている行事： 素人落語、健康体操、手話コーラス、敬老祝賀会、新年祝賀会
候補に上った行事： 映画会、漫才、フラダンス、軽音楽、民舞、大正琴、いよやかの里での食事会
これらの中から、開催できるものを選んで、やっていきたいと思います。
●４の活動予定
４月１０日（日）午後１時から４５分まで シニアセンター
ひまわりグループによる手話コーラス。
参加費 100 円です。
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０
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