
 

 

 

はつが野自治会館が完成し３月２５日には引渡しを受けました。はつが野通信３月号でもお願いしましたが、引き続きご寄付のお願

いをさせていただきます。当初の備品には、できるだけお金を掛けず、節約してスタートしたいと考えています。 
 
これまでに、ご寄贈いただきましたものは、主だったもので、掛け時計（2 個）、冷蔵庫、テレビ（40 インチ）、カップ（多数）、 
などです。 
5 月7 日以降に、いままでにご連絡いただきました方への訪問と寄贈品の引取りをしていく予定です。 
 
引き続き、文房具、家電製品などについて募集を続けさせていただきます。中古でもけっこうです。 
お手数ですが、下記の自治会メールアドレスに、お名前、ご住所、電話番号、寄付いていただける商品名、個数をご連絡ください。 
できれば写メールなどで商品の写真もいっしょに送っていただきますと大いに助かります。担当の者から、連絡を取らせていただ

き、受け取りに行かせていただきます。ご協力よろしくお願い申し上げます。 
 

受付期間： 平成２９年5 月１日～5 月31 日  引き取り：6 月10 日以降順次 

 自治会メールアドレス： info@hatsugano-jichikai.com 
 

書棚 デスク パソコンラック ロッカー キャビネット 文房家具 
  電子レンジ ブルーレイレコーダー その他 

 

 

                                      
 

 

  

 

 

 

 

      (左) 田畑会長  （右）辻市長 

     （左）山本議員 （右）建設委員メンバー 
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4 月23 日（日）はつが野自治会定期総会が開催され、新年度の役員が承認され、また、活動計画などが承認されました。 

いよいよ新年度のスタートです。 新役員・班長でＨ２９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。 

自治会館の供用についての詰めの協議などを進め、自治会に入っていて良かったと、感じていただけるように、施策を進めて 

行きたいと思います。 

 

 

 

●平成２９度定期総会開催が開催されました 

平成２９年度定期総会が 4 月23 日（日）に青葉はつが野小学校で開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●自治会費の集金にご協力をお願いします。 

  平成29 年度上期（4 月～9 月 500 円x6 ヶ月= 3,000 円）の自治会費の集金に班長さんがお伺いしますので、 

ご協力よろしくお願いします。 

●５月２８日（日）午前9 時～11 時 キックオフ役員・班長会の開催 （はつが野自治会館） 

平成29 年度の役員・班長さんに自治会活動についての説明会を開催させていただきます。 

班長さん、役員さんは、それぞれ引き継ぎ時に受け取っていただいたマニュアルをご持参ください。 

また、この時に自治会費の納金もしていただきますので、よろしくお願いします。 

 

●新聞編纂委員の募集 ～ ｢はつが野通信｣編纂のお手伝いをしていただける方を募集します。～ 

４月号まで長い間、｢はつが野通信｣の編纂をしていただいていた担当の役員さんが退任されます。 

6 月号以降のはつが野通信の編纂をお手伝いいただける方を募集させていただきます。 

  5 月号は、新役員にて編纂をしました。 今後の新聞発行についてお手伝いをしていただけますとよりスムースに 

自治会の運営ができると見込まれますので、ふるってご応募をお願いします。 

      ワードが使えることが必須となります。 

      その他のソフトが使えれば、より好ましいですが、まずはワードからとなります。 

      ご応募いただける場合は、下記まで、お名前と連絡先電話番号を記載して、メールをお願いします。 

      info@hatsugano-jichikai.com   新聞編纂委員募集係 

●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133,710円 

アルミ缶 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/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 5 円/㎏ 

115㎏ 8,320㎏ 1,080㎏ 1,900㎏ 530㎏ 200㎏ 6,000㎏ 120㎏ 

6,900円 58,240円 7,560円 13,300円 3,710円 1,400円 42,000円 600円 

※  3月は大一資源の回収日が5回あり、1月から還付金の値上げもあり、かつ天候にも恵まれ、 
1ヶ月の還付金としては過去最高を記録しました。皆様方のご協力誠に有難うございました。   Page１ 

発行：平成２９年 5月 １日

製作：広報委員会 

はつが野自治会 検索 

はつが野自治会館 落成式 

はつが野自治会館 備品の寄付のお願い （自治会館建設委員会より） 

４月８日（土）はつが野自治会館落成式

を行いました。辻市長を初めたくさんの

来賓の方々、および自治会の班長さん

に出席していただき、盛大に執り行うこ

とが出来ました。 

自治会からのお知らせ 

平成28 年度決算報告、自治会会則施行細則、自治会館運営細則、自治会館利用規約、1 ブロック～ 

５ブロック再編案、平成29 年度新役員、平成29 年度活動計画、平成29 年度予算案 ８つの議案が 

すべて、賛成多数で可決されました。 

決算報告について、会場からの質問で、返済額と利息を分けて掲載するほうが良いのではないとの意見

をいただきました。また、現在の自治会費500円は、銀行からの借入金を返済したあとは、どうなるのかと

の質問もいただきましたが、これについては、今後検討をしていくことにしています。 

第 2 号機案の施行細則について、会場から自治会ホームページに掲載されているのとは別に、自治会館

に行けば各細則を閲覧できるようにして欲しいとの要望があり、そのように整備していくようにします。 



                                             

※アルミ缶は、和泉市の回収ではなく、自治会の回収日に出してください。資源回収は自治会の貴重な収入源です。 

  皆様のご協力をお願いします。ご近所で非自治会員の方にもお声かけをしていただきますようお願いします。 

※投込みチラシ、パンフレット、コピー用紙、包装紙、紙袋、紙箱等の雑紙は、「その他紙類」として回収します。 

※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（廃家電以外）：072－274－2960   米田商店（廃家電のみ）：072－268－3338 

     

●５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5 月号発行    

０３日（水） 古紙類・アルミ缶等の回収 

 

和泉市新分別回収もあります。 

ペットボトルは和泉市分別回収に出してください。

アルミ缶は、自治会の回収に出して下さい。 

１０日（水） 古紙類・アルミ缶等の回収  

１３日（土） 街づくり推進委員会（１７：００～１７：３０） 定期総会 

街づくり推進委員会（１７；３０～１８：３０） 役員会 

はつが野自治会役員は、出席ください 

街づくりの役員の方はそのまま、残ってください。 

１４日（日） 里道清掃（９：００～１０：００） 

自治会館建設委員会（１７：１５～１８：３０） 

運営委員会（１８：３０～２０：００） 

皆様のご協力をお願いします。 

はつが野自治会館 

はつが野自治会館 

１７日（水） 古紙類・アルミ缶等の回収 和泉市新分別回収もあります。 

ペットボトルは和泉市分別回収に出してください。

アルミ缶は、自治会の回収に出して下さい。 

２０日（土） 自治会定例役員会（１９：００～２１：００） はつが野自治会館 

２３日（火） 廃家電の回収 回収可能なものは金属類です。 

２４日（水） 古紙類・アルミ缶等の回収  

２８日（日） キックオフ役員・班長会（９：００～１１：００） はつが野自治会館 

３１日（水） 古紙類・アルミ缶等の回収  

 

 

 

【自治会館建設委員会】４月１日（土） ９：００～１１：００ シニアセンターの荷物の引越し。４月８（土）１０：００～１１：００ 落成式 

４月９日（日）１７：１５～１８：３０ ４月１５日（土） １７：００～１８：００ ４月２２日（土）１０：００～１２：００ 

電話・インターネット宅内工事、進入防止コーン・チェーンの設置 

 

【運営委員会】４月１日（日）１７：００～１８：３０ ４月９日（月）１８：００～２０：００ 4 月15 日（土）１８：００～２０：００ 

・次回役員会の準備  ・定期総会の準備（議長。書記、議案）  ・総会議案書の作成 

 

【自治会役員会】４月２２日（土）１９：００～２０：３０ 

（１）報告事項 

・校区役員会の報告（平成２９年度春の運転者講習について、泉州障がい者就業生活支援センターについて） 

・自治会館建設委員会報告（和泉市の検査、引渡日、自治会館運用規約について、落成式（4/8）について） 

・はつが野街づくくり推進委員会報告    ・平成２９年度自治会の組織及び世帯数について 

 （２）協議・決議事項 

・費用支出申請   

・自治会館建設費の残額に支払いについて  ・自治会館落成式について（４／８ １０時～１２時） 
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●４月の活動報告 

 4 月9 日（日）に、平成29 年度はつが野子ども会定期総会を行いました。 

平成28 年度の活動・決算報告と、平成29 年度の行事計画や予算案などが議案にあがり、承認されました。 

 

 ●５月の活動予定  

5 月21 日（日）10 時〜新入生歓迎会&大なわ・なわとび大会を開催予定です。各自、なわとびを持参して参加して下さい。 

                                              子ども会入会希望の方は、副会長 山辻まで（☎２４－４１１７） 

 

 

 

●４月の活動報告 

  １２組２４名の参加。春の嵐の翌日天気にも恵まれ、シニアセンターから“はつが野自治会館”まで、桜や春の花を見ながらお散 

歩をし、自治会館ではお母さん達に室内を見学してもらい、新しい自治会館に必要な物などのご意見をもらいました。 

子ども達は広い室内でボール遊びや、探検、ブロック遊びを思う存分楽しみ、帰る頃にはお昼寝モードでした。 

●５月の活動予定 

５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：お母さん、子ども達に大人気の「３Ｂ体操！」。 楽しく、元気に体操をしましょう。動きやすい服装でお越しください。 

初めての参加者さんのご参加もお待ちしています。  

 

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         

絡先 篠原 電話 ５４－３９３８ 

 

 

 

●４月の活動報告   

４月９日（日） 手話コーラス   ボランティア 14 メンバー 14  ボランティアグループ 7 シニアセンター 

常連の｢ひまわりグループ｣のボランティアの方たちに来ていただきました。テーマソングの｢幸せなら手をたたこう｣ 

から始まって、クイズや思いで話など。最後は、｢いのちの理由｣を手話でやっていただき、感激しました。 

 

●５月の活動予定 

５月１４日（日） いきいき健康体操 田中弘子先生 午後１時３０分～午後３時 シニアセンター 

イスに座ったままでできる簡単な体操で、頭と身体をほぐします。歌に合わせて、歌いながらのたのしい運動です。 

参加費 １００円 

参加希望者は、保積さんまでご連絡ください。（電話 ５４－１７１１） 

 

  

 

●４月の活動報告 

    定期総会が4月16日（日）に行われました。新役員が決まりました。 
 

●５月の活動予定 

   ① 5月7日（日）役員会（10：00～11：30） 
  ② 日帰りバス旅行 日時：平成28年5月30日（火）行先：伊賀方面 

連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１ 
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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 
自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 

らくゆう会からのお知らせ 


