子ども会からのお知らせ
●５月の活動報告
5 月 21 日（日）に青葉はつが野小学校体育館で、新入生歓迎会&大なわ・なわとび大会を開催しました。学年ごとに
分けての個人戦と、低学年高学年に分けてのチーム戦を行い、大いに盛り上がりました。新入生の１年生には自己
紹介してもらい記念品を渡しました。
●６月の活動予定
6 月 25 日（日）9 時半からドッジボール大会を行う予定です。汗をかくと思いますので水筒と汗拭きタオルを持って参加して下さい。
このたび、子ども会の子ども達に環境美化ポスターを書いてもらいました。
作品はパウチングして、バス道路沿いに提示させてもらってます。子ども達のかわいい力作をぜひご覧ください！

発行：平成２９年 ６月 １日
製作：広報委員会
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はつが野自治会

検索

新役員及び新班長によるキックオフ役員班長会を５月２８日（日）に開催しました。これを受けて新役員・班長による平成２９年度の自
治会活動が本格的にスタートします。今年度は、いよいよ完成した自治会館での活動がスタートします。
まず、来年 3 月までの期間は、自治会、自治会関連団体（老人クラブ、子ども会、いきいきサロン、子育てサロン）および自治会員
同志での親睦、交流などに使っていただきたいと考えております。自治会員以外の方への貸し出しについては、来年度以降となります。

自治会からのお知らせ

子ども会入会希望の方は 副会長 山辻まで（☎２４-４１１７）

らくゆう会（はつが野老人クラブ）からのお知らせ
● 5 月の活動報告
5 月 7 日（日）定例役員会 10：00～11：30）
● 6 月の活動予定
○イシニアセンター夏季大掃除について
日 程： 6 月 2 日（金）
時 間： 9 時～10 時
参加者： 管理運営委員 5 名と会館利用クラブ 6 名、計 11 名参加します。
○6 月 4 日（日）定例役員会（10：00～11：30）
連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●５月の活動報告
５組１２名参加。 ３Ｂ体操を元気に楽しく行いました。 少人数でたくさん動いたので、お母さんも子ども達も
お昼寝が出来たかもしれませ
●６月の活動予定
６月２０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：「エンゼルハウスさん」が来てくれます。懐かしい歌、パネルシアター、手遊び、子ども達の大好きな
内容盛りだくさんです。 多くの方の参加をお待ちしています
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
連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８

はつが野自治会館ニュース
6 月に 3 回、自治会館内覧会を開催します。自治会館の内部をぜひ見学・探検してみてください。自治会員の方、団体で
今後（平成 30 年 4 月以降）借りるかもしれないと思っておられる方、どうぞお越しください。
③ 6 月 3 日（土） 9:00～11:30 ② 6 月 3 日（土）17:00～19:30
③6 月 10 日（日） 9:00～11:30
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●自治会に加入されていない皆様へ
６月号は自治会に加入されていない方々にもはつが野通信を配布させていただきます。これを機に自治会に入会いただけれ
ば幸いです。はつが野通信は毎月月初に配布しています。自治会や子ども会、らくゆう会（老人会）等の活動内容を紹介すると
共に、安心・安全・奇麗な街づくりの為の情報発信等も行っています。皆様と一緒に「住みよい街づくり」をしていきたいと思います。
（１）防犯灯維持費について
自治会に加入されていない世帯の方に、「防犯灯維持管理費用」についてご協力をお願いし、本年２月に今年度分として２９９世
帯の方々にご協力いただき、３５４，１００円をお預かりしました。自治会内に設置している防犯灯の電気料金や故障時の修理費用
等に使わせていただきます。ありがとうございました。
（２）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、廃家電などの回収について
自治会では回収業者と契約し資源回収を行っています。回収業者と回収日は次のとおりです。
＊毎週水曜日：アルミ缶、新聞、雑誌、段ボール、布類、牛乳パック、その他紙類
回収業者は大一資源{（株）（072－274－2960）です。
＊毎月第４火曜日：廃家電（鉄、アルミ、ステンレス、真鍮、コンロ、レンジ、ホットプレート、炊飯器、テレビ、パソコン、ストーブ等）
回収業者は（株）米田商店（072－268－3338）です。
これまでのご協力に感謝申し上げますとともに、今後もご協力をよろしくお願いします。
（３）地域一斉清掃へのご協力のお願い
今年も年４回の一斉清掃をする予定です。自治会員が自宅周りや公圏などを清掃しますのでできましたら一緒にご参
加のほどよろしくお願いします。(予定日時 ６月、９月、１２月、３月の第２日曜日午前９時から約１時間)
（４）自治会への入会について
冒頭でも記載させていただきましたが、自治会広報紙「はつが野通信」を、毎月発刊しています。今月号は特別に自治会に
加入されていない世帯にも配布させていただきました。本紙をご参考に自治会や子ども会、らくゆう会などの活動も知っていただ
き、自治会への加入をご検討ください。また、地域福祉活動「いきいきサロン」「子育てサロン」にも、体験参加してください。
＊自治会への入会を希望される方は、お近くの班長または井村（電話：５３-１３５８）までご連絡ください。
自治会費は月５００円(年間６，０００円)です。
（５）自治会ホームページ（HP）
http://www.hatsugano-jichikai.com
当自治会では、インターネットサイトを開設しています。「はつが野自治会」で検索してください。はつが野通信を含め各種情報
をご覧いただけます。どうぞ一度お立ち寄りください。
●自治会入会説明会の開催
下記要領で自治会入会説明会を開催します。未加入の方はぜひご参加ください。
日時 平成２８年７月２４日(土）１７：３０～１８：３０
場所 はつが野自治会館
内容 自治会、子ども会、老人クラブ（らくゆう会）、いきいきサロン、子育てサロンの説明
＊駐車場はありませんので、自転車または徒歩でお越しください。
＊加入申し込みに際しては、７月から９月までの自治会費１，５００円と印鑑をお持ちください。
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●地域一斉清掃を実施します。
下記要領で地域一斉清掃を実施します。私たちの街「はつが野」の美化活動として皆様のご協力をお願いします。
実施日時
平成２９年６月１１日（日） 午前９時～１０時 （雨天の場合は６月１８日（日）同時刻に延期します）
集合場所・時間
班毎に決められた場所に集まってください。午前９時
＊軍手等清掃用具をご持参ください。
清掃場所
別紙をご参照ください。 清掃場所がよくわからない方は班長さんに確認ください。
地域一斉清掃時に合わせて公園等の清掃活動にも取り組むことになっています。ご協力をお願いします。

●平成２９年度前期分の自治会費の納金ありがとうございました。
平成２９年度前期（４月～９月）の自治会費の納金が無事完了しました。ありがとうございました。
●６月の活動予定
日（曜日）
０１日（木）

活動項目

活動概要

１４日（水）
１7 日（土）
２１日（水）
２４日（土）
２７日（火）

広報いずみ配布 はつが野通信６月号発行
古紙類・アルミ缶回収
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）
地域一斉清掃（９：００～１０：００）
里道のお花の植替え（一斉清掃終了後））
自治会館建設委員会（１７：１５～１８：３０）
自治会運営委員会（１８：３０～１９：３０）
古紙類・アルミ缶回収
自治会定例役員会（１９：００～２１：００）
古紙類・アルミ缶回収
防犯パトロール・防犯委員会（９：００～１１：００）
廃家電の回収

２８日（水）

古紙類・アルミ缶回収

０７日（水）
１0 日（土）
１１日（日）

新聞

雑誌

皆様のご協力をお願いします。
里道のお近くの方はご協力をお願いします。

段ボール

古布類

【平成２９年度キックオフ役員班長会】５月２８日(日) ０９：００～１１：００
・班長の仕事、民生委員の仕事、はつが野祭り、各専門委員会の活動内容、防犯灯維持費の徴収返金、各種書類、資源ゴミ及び廃
家電の回収、自治会保険、自治会入会説明会等について新班長さんに説明を行いました。
【自治会定例役員会】５月２０日（土）１９：００～２０：４０
（１）報告事項
・校区役員会の報告（和泉市新婚生活支援事業、障がい者相談支援センター（コミュニティ・ケア：ネットいずみ）、認知症サポータ
ー養成講座開催、建設工事（ウッドベルホーム）、キックオフ役員班長会（5/28）開催について、）
・自治会館建設委員会報告 ・はつが野街づくり推進委員会報告
（２）協議・決議事項他
・Ｈ２９年度自治会保険の加入について（三井住友火災海上に決まりました）
・6 月 11 日地域一斉清掃の清掃担当場所、掃除用具の手配、ゴミ集積場所などについて
・はつが野通信 6 月号の配布について
・自治会館内覧会開催について
・費用支出申請

和泉市新分別回収もあります。

いきいきサロンからのお知らせ
はつが野祭り特集

防犯委員の方は参加ください。
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。

【はつが野街づくり推進委員会】５月１３日（土）１７：００～１８：４５
（１）平成２９年度定期総会 １７：００～１７：５５
平成２８年度活動報告・決算報告・監査報告、平成２９年度役員・活動計画・予算案等全ての議案が承認されました。
今年度のはつが野祭り開催日は例年より 1 週間早めて、１０月２９日（日）の開催とすることで総会で承認されました。
（２）平成２９度第１回役員会 １７：５５～１８：４５
・役員の選出 書記２名を選出し、全役員が確定しました。
・仮拠出金の金額と支払期日の決定（各自治会の承認後支払っていただきます） ・費用支出申請の承認
・次回 6 月 10 日の役員会までに、アトラクションに出場されたい方、推薦したい方の候補を集めることになりました。

４月の大一資源及び米田商店からの還付金 101,830 円

●４月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告
アルミ缶

和泉市新分別回収もあります。

【防犯委員会】５月２7 日（土） １０：００～１２：００ ・防犯委員で防犯パトロールを行いました。
【環境街づくり推進委員会】 ・５月６日（土） ９：００～１０：００ 環境パトロールを行いました。

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/㎏
90 ㎏
5,490 ㎏
1,030 ㎏
1,490 ㎏
1,100 ㎏
200 ㎏
4,380 ㎏
120 ㎏
5,400 円
38,430 円
7,210 円
10,430 円
7,700 円
1,400 円
30,660 円
600 円
※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

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
【自治会館建設委員会】５月 7 日（日） １７：１５～１８：３０
・自転車置き場に雨よけのサイクルポートの設置が決まりました。6 月中には、設置される予定です。
・音響設備を兼ねて、カラオケ機器、アンプ、スピーカー、マイクなどを設置しました。
【運営委員会】５月７日（日）１８：４５～１９：４５
・校区役員会の報告（和泉市ゆたかな心を育む授業の公開、民生児童委員の推薦、和泉市公設防犯カメラの設置）
・総会議事録の確認
・防犯委員委員長、書記のプレートの作成
・総会議案書の正誤表の配付（はつが野通信の配付に合わせて配付）
・自治会細則の整備（自治会会則の改訂に合わせて各種細則の整備）
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アトラクション・ゲームブース・飲食店などの募集を行います。自薦・推薦 どちらでもけっこうです。
団体名・責任者名・携帯電話番号・参加人数・内容などを記載の上、自治会メールアドレスまで、ご連絡ください。

info@hatsugano-jichikai.com
いきいきサロンからのお知らせ
●５月の活動報告
５月１４日（日）午後１時３０分から３時まで シニアセンター
ボランティア１２名 メンバー１８名 講師２名 福祉委員１名 合計３３名
希望者の血圧測定が終わった後、田中弘子先生の指導で、健康体操をしました。イスに座ったままで、指、手、足、肩の
体操などを楽しくやりました。
●６の活動予定
６月１１日（日） 午後１時３０分から３時まで シニアセンター 琴と尺八の演奏
光明台のグループに来ていただき、｢琴と尺八の演奏｣をしていただきます。参加費は 100 円です。
参加希望者は、保積さんまでご連絡ください。（電話 ５４－１７１１）
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連絡先 保積 三吾 電話５４－１７１１

