
【自治会運営委員会】 ３月９日（日）１８：００～１９：００ 

 ・自主防災委員会設立の為の総会議案書の確認 

 ・自治会会則の改定案の確認 

 ・自治会関連データの保管管理としてのクラウドの運用について 

 ・次期交通指導員の推薦について 

 ・平成２５年度下期資源ゴミ回収に関わる和泉市からの助成金について 

 ・いのちの森 植樹会について 

 

【自治会定例役員会】３月１５日（土）１８：３０～１９：４５ 

（１） 平成２５年度予算の進捗状況と平成２６年度予算編成について 

本日の役員会で承認され総会議案として提出します。 

（２） 自主防災委員会の設置及び自治会会則の改定について 

本日の役員会で承認され総会議案として提出します。 

（３）次期交通指導員の推薦について 

（４）定期総会に向けてのスケジュールの確認 

（５）はつが野街づくり推進委員会の状況について 

（６）自治会館建設委員会の状況について（自治会法人化について和泉市からの説明） 

（７）いのちの森 植樹について 

（８）平成２５年度下期資源ゴミ回収に関わる和泉市からの助成金申請について 

 

 

 

●たばこのポイ捨てはやめましょう 

３月９日（日）に実施しました地域一斉清掃で気付いたのですが、バス停付近でのたばこのポイ捨てが目につきました。 

  公共施設や職場での禁煙が定着した現代社会は愛煙家の皆様には厳しい時代だと思います。しかしこれも社会の流れです。 

  綺麗な街づくりということだけではなく子供達への影響も考えて「社会のマナーを守る」という観点から私たち大人が模範となって 

ポイ捨てはやめましょう。 又、車からのポイ捨ても見受けられます。愛煙家の皆様のご協力をお願いします。 

 

●「資源ゴミ持ち出し禁止」札をご利用ください。 

先月配布しました「資源ゴミ持ち出し禁止札」を利用して頂いたでしょうか？           

資源ゴミ（新聞、雑誌、段ボール、アルミ缶、ペットボトル、牛乳パック、布類等） 

の回収代金は自治会の貴重な収入となっています。大一資源さん以外の業者等 

が無断で持ち出さないようこの札を利用して下さい。 

ご面倒ですが自治会の財源確保の為ご協力をお願いします。 

                                                      

 

 

 

 

 はつが野通信 平成２６年４月１日号 完 =  
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今年の桜開花は平年並みですが、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。気持ちを新たにし、 

頑張って行きましょう。  

 

 

 

 

●平成２６年度定期総会開催のお知らせ 

平成２６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。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
●地域一斉清掃のお礼 

   ３月９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８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。 

 
●いのちの森 植樹会のお礼 

和泉市からの要請により植樹会を 3月９日（日）に行いました。 

かぐらざき公園南側歩道沿いに平戸つつじ１８０本を植えました。 

８、９、１０ブロックとこども会の皆様７０～８０名の方々にご協力を頂きました。 

ありがとうございました。５月の開花が楽しみです。 

 

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●資源ゴミ回収（大一資源に委託）に関わる和泉市からの助成金と資源ゴミ回収について 

資源ゴミの回収を大一資源さんに委託していますが、この回収に対して和泉市から助成金がでています。平成２５年度下期の助

成金は２９５，６００円です。上期と合わすと６３４，１００円になりました。皆様のご協力ありがとうございました。この助成金は大一資

源さんからの還付金とほぼ同額となっており、回収量を増やすことにより還付金と助成金の両方が増えます。自治会の貴重な財源

となっていますので、毎週水曜日の資源ゴミ回収により一層のご協力をお願いします。 

＊衣替えの時期が近づきます。不要となった衣類も回収対象です。よろしくお願いします。 
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発行：平成２６年 ４月 １日  

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 

自治会からのお願い 

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          電話番号          

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。 

 

 

 



●２月度の古紙類およびアルミ缶回収報告                        ２月の大一資源からの還付金 42,980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 

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

75㎏ 160㎏ 5,610㎏ 1,730㎏ 1,230㎏ 420㎏ 70㎏ 160㎏ 

4,500円 1,600円 22,440円 6,920円 4,920円 1,680円 280円 640円 

【留意事項】  

   古紙類等を出すときは、次のことにご留意をお願いします。 

（１） 当日の朝８時までに各戸前の敷地の外側に出して下さい。 

（２）自治会で配布しました「資源ゴミ持ち出し禁止」札をご利用下さい。回収業者は自治会の契約業者の大一資源さんです。 

（３）ペットボトルは、軽く中を洗い必ずふたを外して下さい。 

（４）ペットボトル等軽いものは、ネットをかける等風に飛ばされないようにして出して下さい。 

●４月の活動予定 

日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（火） 広報いずみ配布  はつが野通信４月号発行    

０２日（水） 古紙類・アルミ缶回収 

自治会監査会 １９：００～１９：３０ 

自治会運営委員会 １９：３０～２０：３０ 

和泉市新分別回収もあります。 

会計監査 

総会議案書決定 

０９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。 

１２日（土） はつが野街づくり推進委員会 １７：００～１８：３０ 次回はつが野祭りの検討 

１３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 １８：１５～１９：００ 

地域一斉清掃とは別に毎月実施しています。 

ご協力下さい。 

建設仕様と資金計画、自治会法人化等の検討 

次回役員会の準備 

１６日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

１９日（土） 自治会定例役員会 １９：００～２１：００ 総会準備、総会出席者の集計 

２０日（日） 定期総会 １０：００～１１：３０ 

役員引継会 １１：３０～１２：３０ 

年に 1回の総会です。出席下さい。 

新旧役員の引継会 

２３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。 

２６日（土） 防犯パトロール・防犯委員会 １０：００～１２：００  

 

 

 

ご入学、ご進学おめでとうございます。 

今年も楽しい１年になるよういろんな行事を行いたいと思います。 

●３月の活動報告  

★ ９：３０～１０：００  公園掃除 

  １０：００        かぐらざき公園で  いのちの森 植樹のお手伝いをしました。 

   みなさん参加ありがとうございました。 

 ★ ３月１９日 （水） ６年生卒業遠足 

    卒業生 １３名と吉本新喜劇鑑賞に行ってきました。 

    みんなで大笑いして、楽しい時間を過ごしました。 

    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 

４月１９日 （土）  青葉はつが野小学校にて 

子ども会定期総会  １０：００         場所は多目的室です。 

新入生歓迎会     １０：００～１２：００  場所は体育館です。 

            ＊詳細はお配りしているお手紙、総会資料をご覧ください。 

＊子供会入会希望の方は 副会長 藤村まで 53-2987 
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●３月の活動報告 

３月のにこにこクラブはお休みでした。 

●４月の活動予定 

４月１５日（火） 開催場所：シニアセンター  開催時間 ９：３０～１１：００（ご都合のいい時間にお越しくださいね）。  

内  容：おしゃべり！ 暖かくなってきました。 春のひと時たくさんの方とおしゃべり、遊びを楽しみましょう！ 

☆今年度も毎月第３火曜日開催。 ９：３０～１１：００に行います。 

 毎月異なった内容ですので、はつが野通信をご確認くださいね。 

           参加費 ：自治会員家庭 無料。  非自治会委員家庭 お子様1名に付100円 （保険等に使います） 

※お子様たちのおもちゃはご用意しています。 ご自身のはおうちに置いてきてくださいね。 

                        

連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

 

  ●３月の活動報告   

３月９日（日） １０：００  シニアセンター 「老化を防ぐ食事法」 

高齢になると質素な食事の方がいいのだと思い込んでいる人がたくさんおられます。 でも、それは老化を進めているのです。 

野菜、お肉、脂肪などを万遍無くとることが、若さを保つ秘訣。 

●４月の活動予定 

日時４月１３日（日） １３：３０  場所 シニアセンター 

イベント   「手話コーラス」 

      みんなの知っている歌を、手話をしながら歌います。 

      ほんとに使うことがあるかどうかは、わかりませんが、いつかどこかで、役に立てればいいですね？ 

参加費100円です。 お楽しみに！ 

運営団体は「ひまわりグループ」です。 

連絡先  柴 清子 電話３９－１５８０ 

                                                                          

 

●平成２６年度定期総会のお知らせ 

 開催日  平成２６年４月１３日〈日） １０：００～１１：３０ 

 場所    シニアセンター 

 議案書は当日会場にて配布させていただきます。 

らくゆう会  会長  上林（かんばやし） 電話５３－１１４０ 

 

 

【はつが野街づくり推進委員会】 ３月１５日（土）２０：００～２１：００ 

（１） 平成２５年度はつが野祭り決算報告 

総額１，１５８，６２０円の決算額となりました。又、ちょいず助成金や近隣事業者様からの協賛金等により自治会負担金は、 

１４，７６０円となりました。皆様のご協力大変ありがとうございました。 

（２） 平成２６年度はつが野祭り予算案 

総額１，３２０，０００円の予算が承認されました。 

（３）次回はつが野祭りの準備 

【環境街づくり委員会】   

（１） 地域一斉清掃について 

３月９日（日）の地域一斉清掃にご協力頂きありがとうございました。 

【自治会館建設委員会】３月９日（日） １７：００～１８：００ 

  自治会法人化について、和泉市公民協働推進室から説明を受けました。 

  ＊自治会館を建設し不動産登記を行う場合に自治会名義で登記するのに法人化を行う必要がありその為の準備の一環として 

和泉市役所の担当から説明を受けました。 
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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 

 


