
                                                                                   

 

 

●●●●    リーダーさん募集リーダーさん募集リーダーさん募集リーダーさん募集 

卓球と囲碁将棋を運営していただけるリーダーさんの募集です。 

リーダーに応募していただける方は、メールで はつが野自治会宛にご応募ください。 

ご氏名、ご住所、卓球または囲碁将棋としてのリーダー（部長）を引き受けていただけること、 

固定・携帯電話コメントなどを お送りください。 アドレスは、 info＠hatsugano-jichikai.com です。 

はつが野自治会館宛に、FAX を送っていただいてもけっこうです。 FAXFAXFAXFAX    0725072507250725----24242424----7453745374537453 

    

 

                                                                                                                                                                

●●●●    カジュアル・ヨガカジュアル・ヨガカジュアル・ヨガカジュアル・ヨガ 

  日時  ：  5 月10 日（木） 17 日（木） 24 日（木）開講 10:00～11:00 60 分 （6 月以降は、毎月第1、第２、第３木曜日）  

  入会金： 無料 

  月会費： 3,000 円 

  持ち物： ヨガマットもしくはバスタオル・飲み物、動きやすい服装 

  講師：  辻畑映巳（ツジハタテルミ）  お問い合わせ ０９０－２０６６－８５９５ 

 

 健康で素敵に年齢を重ねたいですね！ 姿勢で見た目年齢が変わります。 

 ヨガを基本に簡単なトレーニングを入れて、筋力アップを目指し、今の自分を知ることによって、自己治癒力を高める 

 ことを目指します。 心身のストレスを整えましょう！！ 

 体の硬い方でも大丈夫です。自分のペースで行うことが大事！ 

 体験希望の方は事前にご連絡ください。（体験料 500 円）  

 

●●●●    フラダンスフラダンスフラダンスフラダンス 

日時  ： 5 月17 日（木） 31 日（木） 13:30～15:30    （6 月以降 毎月第1、第３木曜日 ） 

  入会金 ： 無料 

  月会費 ： 3,000 円 

  持ち物  ： タオル、飲料 

  講師：  猿渡京子（サルワタリキョウコ）   お問い合わせ ０９０－１７４６－６６４９ 

 

  ゆっくり楽しく、アロハの心で、いっしょに フラを踊りましょう ！ 

 

●●●●    ズンバダンスズンバダンスズンバダンスズンバダンス    無料レッスンのご案内無料レッスンのご案内無料レッスンのご案内無料レッスンのご案内    

ウキウキ、ワクワク 楽しくダイエット� 

ズンバ無料体験レッスン♬ ダンス初心者の方大歓迎です。気楽にお越しくださいませ。 

日時：５月９日（水）午前10 時30 分から午前11 時30 分 

場所：はつが野会館 和泉市はつが野１－３２－２７  

 

費用： 無料 持ち物： インナーシューズ、飲料水、タオル 

 

ズンバレッスンをはつが野会館で開講致します。5 月は 22 日（木）、29 日（木）の月2 回1400 円です。 

持ち物： インナーシューズ、飲料水、タオル 

お月謝：当面の間、月2 回 1400 円です。生徒さんが集まりましたらレッスンを増やす予定です。月3 回の場合、2100 円。 

月4 回の場合2800 円です。 

 

ズンバはラテン音楽を取り入れた有酸素運動です。楽しい音楽、ユニークなダンスでウキウキしながらダイエットできます。 

ズンバダンスをすることで血流が活発化し代謝がアップします。心も体も軽くなっておかえりくださいませ！ 

お問い合わせ 杉本照代 090−3973−0842 
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●●●●    はつが野自治会はつが野自治会はつが野自治会はつが野自治会    新年度のスタート新年度のスタート新年度のスタート新年度のスタート    

      4 月22 日（日） 定期総会にて、新年度の役員、活動方針が承認されました。 

これをもちまして、はつが野自治会として平成30 年度の活動が正式にスタートします。 

みなさまのご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

●●●●    自治会費の徴収について自治会費の徴収について自治会費の徴収について自治会費の徴収について    

   4 月22 日以降 新しい班長さんが上期の自治会費（半年分3,000 円）をいただきに会員家庭を訪問しますので 

   自治会費のお支払いにご協力よろしくお願い申し上げます。 

                                                

●●●●    5555 月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定            

 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5 月号発行   

０２日（水） 

 

ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～） 和泉市回収 時間が早いです。 

古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

０６日（日） らくゆう会役員会（１０：００～１１：３０） シニアセンター 

０９日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

１２日（土） はつが野街づくり推進委員会 総会 （1７:：００～1７：３０） シニアセンター  

はつが野街づくり推進委員会 役員会 （1７：３０～1８：３0）  シニアセンター 

１３日（日） 里道清掃（９：００～１０：００） 里道 

いきいきサロン 健康体操と血圧測定 （１３：３０～１５：３０） シニアセンター 

いきいきサロン主催 カラオケ大会 （１５：３０～１７：００） シニアセンター 

自治会館 会館委員会 （１７：１５～１８：３０） はつが野自治会館 

はつが野自治会 運営委員会（１８：３０～１９：３０） はつが野自治会館 

１６日（水） ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～） 和泉市回収 時間が早いです。 

古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

１９日（土） 自治会費納金（１８：００～１８：５０） はつが野自治会館  

自治会定例役員会  （１９：００～２１：００） はつが野自治会館  

２３日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

２６日（土） 防犯パトロール (１０：００～１１：００) かぐらざき公園東屋集合  防犯委員全員 

防犯委員会（１１：００～１２：００） はつが野自治会館 

２７日（日） キックオフ役員班長会（９：００～１１：００） はつが野自治会館 

自治会費納金（１１：００～１１：３０） はつが野自治会館  

３０日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

●●●●    3333 月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告      単位：ｋｇ    3 月の大一資源からの還付金  115,500 円 

アルミ缶 新聞 雑誌 段ボール 古布類 

牛乳 

パック 

その他 

紙類 

廃家電 

60 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 4 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏  

105 6570 880 1690 630 170 5930 0 

6,3 00 円 45,990 円 6,160 円 11,830 円 2,520 円 1,190 円 41,510 円 0 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：072－274－2960                Page 1 

発行：平成３０年5月１日  

製作：広報委員会 

はつが野自治会 検索 

はつが野自治会館ニュース  ② 

自治会からのお知らせ 

はつが野自治会館 イベントニュース 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                   

 

【自治会館委員会】 4 月8 日（日） 17:15～19:00   

・5 月利用予定のイベントについての管理人の設定。 
・3 月のテスト利用を通じての運営に関する改善点について。 
・自治会館管理人の手当ての支給方法について 

・利用者の利用料の支払い、受け取りの方法についての協議 

・平成30 年度会館委員の選任について 

 

【自治会運営委員会】  4 月8 日（日） 19:00～20:00 

・定期総会運営担当者の選任について協議  

・4 月21 日（土）定例役員会議題について協議   

                                                                                                                                       

【はつが野街づくり推進委員会】 4 月14 日（土） 17:00～19:00 シニアセンター  平成29 度第11 回役員会 

   【ちょいず】の助成金確定について、平成30 年度役員候補について、平成30 年度予算案について 

    

【防犯委員会】   

・4 月28 日（土）10:00～ 防犯パトロールを実施。    

 

【役員引継ぎ会】 4 月21 日（土） 18:30～19:00 はつが野自治会館 

平成29 年度役員から平成30 年度役員候補へ事務引継ぎを行いました。 

                                                                                             

【自治会定例役員会】 4 月21 日（土） 19:00～20:30 

 新ブロック長へ、会費徴収キット、会員名簿の手渡し 

 平成29 年度役員から役員プレートの返還 平成30 年度役員候補へ役員プレートの交付 

 平成29 年度役員から個人情報書類の返却 

（１）報告事項 

･和泉市のど自慢・いずみの国納涼花火大会について  ・平成30 年度広報いずみの配布等について                  

・固定資産税価格等縦覧帳簿の縦覧についてのポスター掲示について ･和泉市ごみ減量等推進委員の推薦について 

･平成30 年度触れ合いニュースポーツ教室の実施について ･和泉市民生児童委員 広報誌配布依頼について  

・自治会館委員会報告  ・はつが野街づくり推進委員会報告 ・各専門委員会報告 ・各ブロック報告 ・関連団体活動報告 

・子ども会、らくゆう会、子育てサロン、いきいきサロン報告 

（２）協議・決議事項他 

・費用支出申請 

･自治会定期総会（議案書配布予定、出欠確認、役員引継ぎ、総会の段取り）について 

・定期総会運営担当者の分担について 

                                                                                  

 

● 4444 月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告                

４月１０日（火）実施。 

内 容：卓球を楽しみました！初めての卓球。教えてもらいながら汗をかくほどに頑張りました。 

   子育てサロンでまた行いますので、参加できなかった方も是非ご参加くださいね。 

 

5555 月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定    

開催日時：5 月15 日（火） 9 時30 分～11 時 

開催場所：はつが野自治会館 

内   容：青葉台エンゼルハウスさんと一緒に楽しく、歌を歌い、ゆったりとした時間を過ごしましょう。 

 

※今年度の子育てサロンは 4 月号で第２火曜とお知らせしましたが、幼稚園・小・中学校の行事の関係で 

やはり今年度も第3 火曜に開催することとしました。お間違えのありませんよう宜しくお願いします。 
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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・お菓子等に使います） 

対 象：0 歳～未就園児とその保護者の皆様 

※    自治会館へは徒歩・自転車でお越しください。 

連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８      

      

 

● 4444 月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告        

   4 月8 日（日）に、平成30 年度はつが野子ども会定期総会を行いました。平成29 年度の活動・決算報告と平成30 年度の 

行事計画や予算案などの議題があがり、承認されました。 

● 5555 月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定        

5 月20 日（日）10 時〜自治会館 新入生歓迎会・お楽しみゲーム大会を開催予定です。新入生を迎え、皆で楽しみましょう    

子ども会入会希望の方は、副会長 藤村まで（☎ 53-2987） 

 

 

 

● 4444 月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告        

定期総会が 4 月14 日（土）に行われました。新役員が決まりました。     

● 5555 月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定    

役員会 5 月6 日（日）（10：00～11：30） 

 日帰りバス旅行 日時：平成30年5月31日（木）行先：滋賀県信楽方面                         

 連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 080-4021-9652  

 

                                                                   

   

● 4444 月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告            

4 月8 日（日） 手話コーラス シニアセンター 

テーマソングの｢しあわせなら手をたたこう｣を手話で合唱。クイズなども交え、新しい歌も教えていただきました。 

午後3 時からは、カラオケ大会をいつものように開催しました。 

● 5555 月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定    

5 月13 日（日） シニアセンター 午後1 時30 分～3 時 健康体操と血圧測定 

簡単な体操をイスにすわったままで楽しく音楽に合わせてやります。ちょっと頭を使いますので脳の活性化もできます。 

午後3 時からは、｢カラオケ大会｣を午後5 時まで開催します。お越しください。 

 

参加希望者は、保積さんまでご連絡ください。 参加費 100 円（茶菓子代＋保険料） 

連絡先  保積 三吾 電話５４－１７１１   

 

 

はつが野自治会では自治会館利用者のサポートとして自治会館管理人を募集しています。 

＜管理人の応募資格＞ 

１） はつが野自治会の自治会員であること。 

２） グループでの申し込みも可能です。ただし手当はグループに対しての支払いとなります。 

＜有償ボランティア＞ 

主な仕事は会館利用者の対応となります。 
自治会館の解錠、施錠、利用者からの利用料の徴収、会館の後片付けなどです。 
管理人（またはグループ）に対して、1 回（4 時間）あたり、1,000 円の手当を支給します。 

詳細は、自治会ホームページ 自治会館のページをご参照ください。 

お問い合わせ お申し込み： 自治会メールアドレス info＠hatsugano-jichikai.com  

            または、はつが野自治会館 FAXFAXFAXFAX    0725072507250725----24242424----7453745374537453 
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自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 

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（はつが野老人クラブ）からのお知らせ 

はつが野自治会館ニュース ② 

いきいきサロンからのお知らせ 

子ども会からのお知らせ


