
 

 

●３月の活動報告   

午後１時３０分～３時 シニアセンター 和泉市観光ボランティア 

参加者 いきいきメンバー２２   ボランティア １０  詩吟ボランティアグループ９ 合計４１名 

和泉市観光ボランティアの方々に来ていただき、私たちの知らなかった近隣を紹介していただきました。 

（１）トリヴェール和泉の開発の歴史 （２）青葉はつが野小学校の太陽光発電設備について （３）伝説「おてるの一灯」の寸劇 

いつもとは一風変わったイベントでしたが、みなさん喜んでいただけました。 

●４月の活動予定 

４月１２日（日）午後１時３０分 手話コーラス 

ボランティアグループ「ひまわり」の方たちに来ていただき、手話で合唱したりクイズをしたりします。 

「幸せなら手をたたこう」は、定番曲です。  参加費100円です。 

                                                       連絡先  柴 清子 電話３９－１５８０ 

 

 

●自治会ブロックミーティングについて 

   昨年１１月から始めました自治会ブロックミーティングは３月２９日（日）の１０、１１ブロックのミーティングをもって終了しました。 

延べ５回のミーティングで役員預かりとなった課題については、その解決に向け取り組んでまいります。又、平成２７年度もミーティ

ングを継続しますのでご協力をお願いします。 

●毎月第４火曜日の廃家電の回収について 

 回収可能なもの金属類です。詳しくは「はつが野通信」や「ゴミ回収日のご案内」にてお知らせしていますが、回収できないものも

出されていますのでご注意ください。プラスチック類や布類は回収不可です。スチールの傘は回収可能ですが布は取り除いてくださ

い。皆様のご理解とご協力をお願いします。  

●日常ゴミの有料化に関する説明会について 

  ３月１５日（日）に市役所の生活環境課から説明を受けました。２０％のゴミ減量化を目標としているとのことでした。 

 私たちが手軽にできる減量方法は次のとおりです。 

生ゴミの水切り 

紙ゴミ・古着類の自治会実施の資源ゴミ回収（毎週水曜日）の利用徹底⇒紙ゴミを入れる紙袋を常備しておくのがよいとのことです。 

 有料化は１０月１日からです。詳しくは別途ご案内します。 

 

 

●交通事故や火災の方が、ずっと危険！ 

 和泉市主催の防災リーダ養成講座を受講しました。地震・津波・風水害等の‘災害’について勉強してきました。ここで学んだことは

自主防災組織の活動に生かしていきたいと考えています。阪神淡路大震災や東日本大震災のような大規模災害時の被害は非常に

大きく復興に時間がかかっています。一方、日々の日常生活の中では、交通事故や火災の方がずっと危険です。交通事故の死者

は 1年間で約５，０００名、火災は約２，０００名（幸いにも命は助かっても生活基盤が崩壊します）です。 

「交通ルール、交通マナーの遵守」、「コンロ、たばこ、電気機器等の安全確認：火の用心」に常日頃から心がけしましょう！ 

 

 

●「いずみの国観光おもてなし処」 リニューアルオープン 

  「いずみの国観光おもてなし処」が和泉府中駅前に移転しリニューアルオープンしました。４月中旬から平日の正午～午後８時に各

種証明書の発行ができるようになりました。 

   発行できる証明書：住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本（除籍、改製原戸籍を除く）、戸籍附票（除票、

改製原戸籍附票を除く） 

     はつが野通信  平成２７年４月１日号  完 
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心浮かれる桜の季節になりました。やわらかい春の日差しと桜、チューリップ、蓮華草、あせび、つつじなどを楽しめる季節でもあり

ます。又、ご入学やご就職の新たな第一歩も楽しみです。 

自治会では新しい役員での活動が始まります。気持ちを新たにし頑張っていきましょう。 

 

 

 

●平成２７年度定期総会開催のお知らせ 

平成２７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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●はつが野３号公園の植樹について 

「いずみいのちの森」事業の活動として、はつが野３号公園に 

三春滝桜、平戸つつじ等約５００本の植樹を行いました。 

子ども会のご協力もいただき多くの方々に参加いただきました。ありがとうございました。 

  

 

 
  
 
 
 
 
●地域一斉清掃のお礼 

３月８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１４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。 

 
●資源ゴミ回収（大一資源に委託）と廃家電回収（米田商店に委託）及び資源ゴミ回収に関わる和泉市からの助成金について 

昨年１０月から開始した廃家電の回収と資源ゴミ回収の平成２６年度の還付金合計は７４５，４３０円でした。これに和泉市からの

助成金７８３，３００円を含めて総額１，５２８，７３０円の実績となっています。平成２５年度比３０６，３００円の増加です。昨年から始

めました「資源ゴミ無断持ち去り禁止札」の効果が大きいと思います。皆様のご協力ありがとうございました。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、第４火曜日の廃家

電回収に引き続きご協力をお願いします。 

Page１ 

発行：平成２７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 

いきいきサロンからのお知らせ 

自治会からのお願いと報告 

和泉市イベントコーナ他 

はつが野３号公園の水やりのボランティアを募集します。ご協力をいただける方はこの用紙にご氏名等を記入いただき封筒に

いれて班長さんのポストにいれてください。 

 ブロック   班   氏名         住所                電話番号         

 

防犯、防災コーナー 

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。 

開催日  平成２７年４月１９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１１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２７年度役員候補（班長を含む）は、必ず総会に出席して下さい。 

 

 

＊水やりのボランティアを募集します。 

 夏場（7月～9月）の水やりをどうするかが課題となっています。役員だけでは厳しいので

ボランティアを募集します。ご協力いただける方は４ページ末尾の記入欄にて応募ねがいます 



●２月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告              ２月の大一資源及び米田商店からの還付金 51,750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／㎏ 

90㎏ 290㎏ 6,880㎏ 2,170㎏ 1,270㎏ 350㎏ 80㎏ ― 90㎏ 

5,400円 2,900円 27,520円 8,680円 5,080円 1,400円 320円 ― 450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。 

●４月の活動予定  

日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（水） 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 

 

和泉市新分別回収もあります。 

０３日（金） 監査会（１９：００～２０：００） 会計監査を行います。 

０４日（土） 運営委員会（１７：００～１９：００） 総会議案書作成 

０５日（日） 自治会運営委員会（１７：１５～１８：００） 総会議案書作成、定期総会準備 

０８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。 

１１日（土） はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０）  

１２日（日） 里道清掃（９：００～１０：００） 

自治会館建設委員会（１７：１５～１８：１５） 

地域一斉清掃とは別に実施しています。 

ご協力ください。 

１５日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

１８日（土） 自治会定例役員会（１９：００～２１：００） 定期総会の準備 

役員会終了後夜間パトロールを実施します。 

１９日（日） 定期総会（１０：００～１１：３０） 

役員引継会（１１：３０～１２：３０） 

場所：定期総会、引継会共に青葉はつが野小学校

体育館です。 

２２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。 

２５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。 

２８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。 

２９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。 

●大阪府議会議員選挙の実施 

大阪府議会議員選挙が次のとおり行われます。 

告示日 平成２７年４月 ３日（金） 

投票日 平成２７年４月１２日（日） 午前７時から 午後８時まで 

投票所 青葉はつが野小学校 多目的室 

期日前投票 平成２７年４月４日（土）～平成２７年４月１１日（土） 

投票所 シティプラザ 他 

 

 

【はつが野街づくり推進委員会】３月１４日（土）１７：００～１７：３０ 

・平成２６年度はつが野祭りの収支報告の承認 

・平成２７年度定期総会開催について（５月９日（土）開催） 

 

【自治会館建設委員会】３月１５日（日）１８：３０～１９：３０   

・平屋建ての間取り図、購入備品、費用見積もり、資金計画等建設委員会としての最終案を作成し自治会定例役員会で承認をい

ただきました。 

４月１９日（日）定期総会に議案として提出する予定です。 

 

【防犯委員会】３月２８日（土） １０：００～１２：００ 

・防犯委員で防犯パトロールを行いました。 
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【運営委員会】３月８日（日）１９：３０～２０：３０ 

 ・校区長連絡会の報告（府議会選挙について（４月１２日投票）、ゴミ減量化推進委員の推薦、地域包括支援センター受託法人に

ついて、モンセーヌ角の交差点名について等） 

    ・貸金庫費用の支払いについて 

    ・総会議案書作成のスケジュールと役割分担について   

【定例役員会】３月２１日（日）１９：００～２０：３０ 

（１）報告事項 

 ・校区長連絡会の報告（府議会選挙について（４月１２日投票）、ゴミ減量化推進委員の推薦、地域包括支援センター受託法人に

ついて、モンセーヌ角の交差点名について等） 

   ・防犯灯維持費集金状況について 

・はつが野街づくり推進委員会の状況について  

・自治会館建設委員会の状況について 

（２）協議・決議事項 

・費用支出申請の承認    ・定期総会議案書について  ・自治会館建設計画及び自治会法人化方針の承認 

【防災委員会】 

・防災委員会は開催しなかったですが、自主防災組織の統括班のメンバーで和泉市主催の防災リーダ養成講座の受講が終了し

防災リーダの認定を取得しました。 

 平成２７年度は防災計画を作成し具体的活動に取り組みます。 

 

  

 

ご入学・ご進学おめでとうございます！ 

今年度も楽しい１年となりますよう、いろんな行事を行いたいと思います。 

●３月の活動報告 

３月８日（日）公園清掃＆植樹を行いました。皆さんご協力ありがとうございました。 

３月１９日（木）６年生は卒業遠足として『吉本新喜劇』を見に行きました。 

●４月の活動予定 

４月１８日（土）はつが野こども会総会と新入生歓迎会を行います。 

詳しくはお配りしたお知らせをご参照ください。 

場所 青葉はつが野小学校 多目的室（総会） 

    体育館（新入生歓迎会） 

時間 午前１０時～１２時頃予定 

子ども会入会希望の方は 副会長 神田まで ２４－２０７１ 

 

 

●平成27年度定期総会のお知らせ 

開催日時  平成２７年４月１２日（日）  午前１０：００～１１：００ 

   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。                                   

お問い合わせ  らくゆう会  会長  上林（かんばやし） 電話５３－１１４０ 

 

 

●３月の活動報告 

お休みでした。 

●４月の活動予定 

   ４月２１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：今年度も楽しく親子遊びをします。 多くの方の参加をお待ちしていますね！ 

    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様                                                                                                                                                                                                     

                                                                 連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８ 
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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 

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 


