
  

 

 

●２月の活動報告 

    書道部の講師は青葉台の永井さんにお願いいたしました。 

●３月の活動予定 

   ３月５日（日） 役  員  会（１０：００～１１：３０）  ３月２６日（日）運営委員会（１７：１５～１８：００） 会計監査（１８：００～）  

●書道部新設について 

時 期：４月から開講予定（部長は山下さんにお願いしました。）   回 数：月２回 

実施日：①第３金曜日午後・楷書 ②第４金曜日午後・かな（但し、６月、８月は木曜日） 

費 用：１回につき３００円（手本のコピー代等を含む）                           

連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１ 

 

 

 

はつが野自治会館がいよいよ完成に近づいて来ています。３月には引渡しを受ける予定です。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。 
つきましては、まことに勝手ながら自治会員のみなさまに寄付のお願いをさせていただきます。 
食器・調理器具などについては、新品に限らせていただきます。家電製品、などについては、中古でもけっこうです。消耗品につい

ては、未開封のものでお願いします。 
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３月１日～３月３１日   自治会メールアドレス： info@hatsugano-jichikai.com 
（１）キッチン（数字の入っているものは、希望個数です） 

ガラスコップ コーヒーカップ 湯のみ 急須 スプーン フォーク 
50 30 100 3 30 30 

お盆（大） お盆（中） お盆（小） おなべ（大） タオル ふきん 
3 3 3 3 10 20 

キッチンハサミ 水切りカゴ スポンジ やかん（大） やかん（中） 食器洗剤 
2 2 多数 2 2 5 

   
（２）事務室 

置き時計 ものさし 筆立て ナイフ カッター  
書棚 ざぶとん その他    

   
（３）物置・掃除用具室 

ほうき ちりとり バケツ 掃除機 ぞうきん ホース 
ティッシュ ゴミ箱 トイレットペーパー その他   

   
（４）家電製品 

テレビ テレビ台 パソコンラック ブルーレイレコーダー FAX 電話機 冷蔵庫 

電子レンジ その他     
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２０１６年度も今月で終わりですね。４月から始まる新年度には、保育園・幼稚園から社会人まで多くの１年生が誕生します。夢と希

望に満ちた新年度に向かって準備を開始しましょう。 

自治会では平成２９年度の役員の選出等新年度に向かっての準備を始める時期となりました。私達役員の任期も後１ヶ月となりまし

たが、全員一丸となり自治会活動に取り組んで参りたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

●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３月１２日（日） 午前９時～１０時 （雨天の場合は３月１９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      ９時～９時３０分は、自宅前周辺。９時３０分～１０時は、共通の場所 となっています。 

            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。 

  自宅前周辺の清掃を終えられた方はブロック長、班長さんの指示に従い、各分担場所を清掃して下さい。 

  

 ＊尚、今月は、自治会用地（１丁目２４番５号）、自治会用地（２丁目２７番１号）の清掃はありません。 

   

      共通清掃場所（９時３０分～１０時）      担当 

はつが野１号公園 こども会 

はつが野３号公園  こども会、１ブロック 

自治会用地（１丁目２４番５号） ２、３、５ブロック 

かぐらざき公園遊歩道 ４ブロック 

周辺道路及び空地 ６、７ブロック 

かぐらざき公園 ８、９ブロック 

しっぽ動物病院～緑ヶ丘間道路 １０ブロックエリア 

かぐらざき公園～里道間道路、  

１０ブロックＡ／Ｂ 

 

里道、和泉中央線 １０ブロックエリア １０ブロックＣ／Ｄ／Ｅ 

里道 １０ブロックＢ/F 

自治会用地（２丁目２７番１号） １０ブロックＦ、１１ブロック 

 

●平成２９年度役員、班長が内定しました。 

２月１８日(土)午後５時３０分シニアセンターで平成２９年度新班長会を開催しました。この会議で平成２９年度の役員候補者が決ま

りました。役員候補者の名簿は、総会議案書に掲載させて頂きます。 ４月２３日（日）開催の定期総会の承認を得て正式決定となり

ます。 

 

●自治会未加入の方から平成２９年度防犯灯維持費につきご負担頂きました。 

自治会に未加入の方に防犯灯維持費のご負担をお願いし２月１日(月)～２月１６日（木）の間にお近くの班長さん宅にご持参頂き、

２月１８日現在で２６２世帯・３１４，４００円のご協力を頂きました。誠にありがとうございました。 

 

●「ちょいず事業」 ‘はつが野祭り’への投票 ありがとうございました。 

「ちょいず事業」の投票は、２月２８日（火）で締切となりました。皆様のご協力ありがとうございました。支援金額は投票結果に応じ

て交付されます。確定次第別途お知らせします。 
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発行：平成２９年 ３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 

らくゆう会からのお知らせ 

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） 



●１月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告        １月の大一資源及び米田商店からの還付金84,140 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 

7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 5 円/㎏ 

65 ㎏ 5,450 ㎏ 780 ㎏ 1,710 ㎏ 430 ㎏ 130 ㎏ 2,920 ㎏ 60 ㎏ 

3,900 円 38,150 円 5,460 円 11,970 円 3,010 円 910 円 20,440 円 300 円 

※本年1 月から、廃家電以外の単価が 6 円/㎏から 7 円/㎏に値上げになりました。大一資源さんの誠意に 

応えるために、今後も上記種類ごとの分別提出にご協力をお願いいたします。 

※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 

     

はつが野通信２月号に記載しました平成２８年１２月度回収報告の重量数がすべて間違っていました。 

下記のとおり訂正しお詫び申し上げます。 

１２月の大一資源及び米田商店からの還付金86,850 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/㎏ 6 円/㎏ 6 円/㎏ 6 円/㎏ 6 円/㎏ 6 円/㎏ 6 円/㎏ 5 円/㎏ 

105 ㎏ 6,110 ㎏ 790 ㎏ 2,020 ㎏ 630 ㎏ 15 ㎏ 3,550 ㎏ 210 ㎏ 

6,300 円 36,660 円 4,740 円 12,120 円 3,780 円 900 円 21,300 円 1,050 円 

 

●３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３月号発行   

自治会の古紙類・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 

０８日（水） 自治会の古紙類・アルミ缶等の回収  

１１日（土） はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０）  

１２日（日） 地域一斉清掃（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。 

１５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 

１８日（土） 自治会定例役員会（１９：００～２１：００） 役員会終了後防犯パトロールを行います。 

２２日（水） 自治会の古紙類・アルミ缶等の回収  

２５日（土） 防犯パトロール・防犯委員会（１０：００～１２：００）  

２８日（火） 廃家電の回収 回収可能なものは金属類です。 

 

 

 

【自治会館建設委員会】２月１１日（土） １６：００～１７：００ ２月１２日（日）１７：１５～１９：１０   他 

・２月１１日（土） 建築現場見学会を行い工事内容の確認を行い改善要望等を取り纏め貫野建設に提出しました。 

・２月１２日（日） 紀陽銀行との金銭消費貸借契約を締結しました。 

 契約日 Ｈ２９年２月１２日 借入金額 ８００万円 借入実行日 ２月２８日 借入期間 ４年 金利 ２％、元金均等返済 

返済日 毎月末 

【運営委員会】２月１２日（日）１９：１５～２０：３０ 

・次回役員会の準備 

・次期役員候補の検討 

【自治会役員会】２月１８日（土）１９：００～２０：３０ 

（１）報告事項 

・校区役員会の報告（所得税の確定申告について、介護予防・日常生活支援総合事業の周知について、南大阪地域振興事業の参

加及び周知について、「ちょいず」投票啓発について） 
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・平成２８年度下半期資源ごみ回収状況について（大一資源からの還元金は４８４，２６５円でした） 

・南池田中学校前の信号機設置について（３月９日より使用開始） 

・南池田中学校ブラスバンド部の定期演奏会について（３月２０日（月・祝） １３時３０分 シティプラザ） 

・自治会館建設委員会報告（落成記念タオルを配布することに。） 

・はつが野街づくくり推進委員会報告（ちょいず助成金は、５３３，３３３円に決定しました） 

 （２）協議・決議事項 

    ・費用支出申請   

・自治会館建設費の第１回目の支払（８２０万円）の承認について（８２０万円） 

  

 

●２月の活動報告 

２月２６日（日）に 絵本作家 川端 誠さんによる 『絵本ライブ＆サイン会』を開催しました。 

●３月の活動予定  

３月１２日（日）９時３０分より、子ども会の公園清掃を行います。 

ほうきやちりとり等の掃除道具を各自持参して下さい。 

  １．２．３班→ はつが野３号公園   ４．５．６．７班→ ぞうさん公園     

😊公園清掃後に、子ども達に飴の配布を予定しています。 

 

 ３月１６日（木）に、６年生が卒業記念遠足で「吉本新喜劇」の観劇に行きます。６年生の皆さん、待ちに待った最後の 

イベントですね。和泉中央駅に１０時３０分集合となっていますので、遅刻しなしようにお願いします。      

 こども会入会希望の方は 副会長 玉沖まで （☎９２－６６１７） 

 

 

 

●１月の活動報告 

２０組４２名参加。  

出来上がりをイメージして真剣にお母さん達は作りました。 

出来上がるとみんな「わ～、素敵！」と歓声！ 

   思い出の「スノーグローブ」が思った以上簡単に作れるので 

皆さんも挑戦してみてくださいね。 

 

●２月の活動予定 

２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：今年度最後の子育てサロン。  

２月参加を考えられている方で４月からは幼稚園・保育園に行かれる方は 

夜１９時３０分以降下記連絡先までご連絡ください。 卒業式と小縁日をします。 

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 

 

 

 

 

●２月の活動報告   

２月１２日（日） 午後１時３０分分から午後３時分まで シニアセンター  素人落語 

ボランティアグループ 天満天神の会から 3 名の落語家に来ていただき、落語を楽しみました。 

今回で、7 回目の落語で、みんなで楽しみました。 

●３月の活動予定 

３月１２日（日） 午後１時３０分から午後２時３０分まで シニアセンター 

来年度のイベントの検討会（どのようなイベントを開催していったらよいか相談します。） 

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 



カラオケバトル 午後２時３０分分から午後４時３０分まで シニアセンター 

らくゆう会の歌のクラブのメンバーを中心に、カラオケバトルを開催します。成績優秀者には、景品を用意させていただいてい

ます。ふるってご参加ください。参加費 １００円 

参加希望者は、鎌野さんまでご連絡ください。（電話 ５３－５３６０） 
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