【自治会定例役員会】 １月１８日（土）１９：００～２１：００
（１）自治会入会説明の結果について
（２）不審者情報について
（３）自主防災組織の設立について
（４）大一資源 段ボールの回収遅延について
（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
（７）備品台帳の作成について
（８）役員立候補・推薦の結果報告
（９）防犯灯維持費の徴収について
（10）次期班長の選任と次期班長会の開催（２月１５日）について
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はつが野自治会

２月に入り厳しい寒さが続く時節となりましたが、ロシアのリゾート地のソチで冬季オリンピックが開催されます。
（２月７日（金）から２月２３日（日）） アスリート達の熱い闘いをテレビで観戦（時差は５時間です）し寒さも吹っ飛ぶのではないでしょう
か。それでも外出から帰った時には、手洗い、うがい等を徹底し風邪対策も行いましょう。
私達役員の任期も３月までの２ヶ月を残すばかり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いますのでよ
ろしくお願い致します。

自治会からのお知らせ

自治会からのお願い
●「ちょいず事業」
‘はつが野祭り’への投票をお願いします。（登録団体番号は２４です）
｢広報いずみ 2 月号｣と同時に｢選択届出用紙｣（投票用紙・封筒）が配布されますので、候補事業の中の【はつが野祭り】【登録番号
２４】に投票をしていただきますようお願い申し上げます。 必要事項をご記入いただきましたら封筒を班長さんのお宅の郵便受けに
2 月 20 日までに投函してください。班長さんにまとめて郵便ポストへ投函していただきます。
＊２月１日現在１８才以上の和泉市民に投票権がありますので１８才以上のご家族全員の投票をお願いします。
＊詳細ははつが野通信と同時にお配りしている「平成２６年度和泉市あなたが選ぶ市民活動支援事業（愛称「ちょいず」） 自治
会からのお願い」を参照下さい。
●自治会未加入の方からの平成２６年度町内防犯灯維持費

検索

受領のお願い

はつが野1丁目・2丁目の当自治会区域内の防犯灯の電気料金、蛍光灯交換費用、防犯灯増設費用は、自治会費と自治会に未加入の方
からの防犯灯維持費で運営されています。自治会に未加入の方に２月１日（土）から２月１４日（金）の間に、防犯灯維持費の納入をお近く
の班長さん宅まで持って行っていただく旨のチラシを用意しましたので配布をお願いします。受領いただいた防犯灯維持費は２月１５日(土)
午前中までにブロック長さんへお届けください。 よろしくお願い申し上げます。
また、この間、自治会への新規入会受付も行います。入会届と自治会費（2 月分と 3 月分合わせて 1,000 円）を班長さん宅に届けに来ら
れる方もいらっしゃると思いますので、対応をお願いします。

●はつが野地区の不審者・泥棒について（防犯対策）
１月１０日（金）午後３時頃はつが野１丁目の住宅の敷地内に不審者が侵入するという事態が発生しました。幸い、未遂に終わり
被害はありませんでした。はつが野松風台自治会でも同様の事態が発生しています。
不審者には十分注意頂くと共に、不審者を発見された場合は迷わず１１０番通報をお願いいたします。
自治会としても和泉警察署に見廻り強化等の依頼を致しました。和泉警察によると車上荒らしも発生しているとのことです。
不審者が最も警戒するのは「住民の目」です。日頃からご近所との気軽な挨拶や声掛けをして頂き、安心・安全な街づくりにご協力
下さい。
●めいわく駐車はやめましょう
めいわく駐車が目立つ地域があります。自治会への改善要望が多数寄せられています。特に曲がり角での駐車は死角が生じ大
変危険です。ご近所への迷惑や事故防止への配慮を頂き安全な街づくりにご協力下さい。
はつが野通信 平成２６年２月１日号 完 =
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
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●平成２６年度役員の立候補および推薦の受付を終了しました。
平成２６年度（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）の役員を募集しましたが、１名の方の応募がありました。
来年度の役員については、役員間での推薦及び２月１５日（土）開催の平成２６年度新班長会にて選出していきます。
＊平成２６年度の役員は４月開催予定の「平成２６年度はつが野自治会定期総会」にて承認頂きます。
●自治会入会説明会の開催状況について
１月１８日（土）午後５時３０分～６時３０分 青葉はつが野シニアセンターで入会説明会を開催しました。
１３世帯の方にご参加頂き、当日入会されたのは１０世帯でした。
自治会会員数（世帯数）は、１月１８日現在８２８世帯となっています。
●古紙類・アルミ缶の回収について（ダンボールの回収遅延）
１月８日(水)の古紙類・アルミ缶の回収においてダンボールの回収遅延がありました。この日はお正月明けもあり回収物が大量に
有ったのでダンボールの回収が遅れたものです。夕方には回収を終えています。ご迷惑をおかけしました。
大一資源の連絡先を聞いていますので万一同様の事態がありましたら大一資源の方に連絡してください。
連絡先：０７２－２７４－２９６０
●はつが野祭り 作文・作品のウェブサイトへの掲載（前月からの継続）
はつが野祭りの開催の時に応募していただきました｢10 年後の私の夢｣の作文・作品を自治会ホームページに掲載しております。
自治会員トップページ→はつが野祭り特集→｢10 年後の私の夢｣と進んでください。2 月末まで掲載させていただきます。
はつが野自治会ホームページは、検索エンジン（ヤフーとかグーグル）で、｢はつが野自治会｣と入れて、検索してください。

●１２月度の古紙類およびアルミ缶回収報告

１２月の大一資源からの還付金 ４３，２９０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／㎏
55 ㎏
115 ㎏
5,870 ㎏
1,660 ㎏
1,320 ㎏
630 ㎏
30 ㎏
200 ㎏
3,300 円
1,150 円
23,480 円
6,640 円
5,280 円
2,520 円
120 円
800 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） ２月の回収日は、５、１２、１９、２６日のいずれも水曜日です。
（２）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。
あまり早く出すと、自治会の契約業者（大一資源）以外の業者に回収されることもありますので、できるだけ午前８時に近い時
間で出すようにして下さい。
自治会では資源ゴミが有価物であることを示すプレートを作成し２月中に配布予定ですのでご利用下さい。
（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。
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●防犯灯の増設について
自治会内の地域によっては暗い場所があり防犯灯の増設について検討してきました。１２月２１日役員会にてブロック長さんから
要望があったのは、３ブロック（１ヶ所）・４ブロック（１３ヶ所）・６ブロック（２ヶ所）の１６ヶ所でした。運営委員にて現場確認等を行い今
年度は４ブロックの５ヶ所で増設することとしました。設置完了後和泉市に助成金を申請する予定です。設置費用と助成金がほぼ同
額であり自治会の負担は殆どありません。残りの設置要望箇所については来年度に和泉市に申請し設置を進めてまいります。
●２月の活動予定
日（曜日）

０１日（土）
０５日（水）
０８日（土）
０９日（日）

１２日（水）
１５日（土）
１９日（水）
２２日（土）
２６日（水）

活動項目

活動概要

広報いずみ配布 はつが野通信２月号発行
古紙類・アルミ缶回収
はつが野街千早づくり推進委員会 １７：００～１８：００
里道清掃 ９：００～１０：００
自治会館建設委員会 １７：００～１８：００
自治会運営委員会 １８：００～１９：００
古紙類・アルミ缶回収
平成 26 年度新班長会 １７：３０～１８：３０
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 １０：００～１１：００
防犯防災委員会 １１：００～１２：００
古紙類・アルミ缶回収

和泉市新分別回収もあります。
昨年のはつが野祭りの検証（継続）
清掃にご協力下さい。
自治会員へのアンケート内容を検討
次回役員会の準備
ゴミの飛散防止にご協力下さい。

いきいきサロンからのお知らせ
●１月の活動報告
１月１２日（日）午前１０時 シニアセンター 新年祝賀会
らくゆう会と合同で「新年祝賀会」を 79 名の参加で開催しました。
リズム体操、じゃんけんオリンピック、グループ別カラオケ大合戦、ビンゴゲームなどたくさんの催しに大いに盛り上がりました。
●２月の活動予定
２月９日（日）午後１時３０分から「素人落語会」をシニアセンターで開催します
参加費 100 円です。 お楽しみに！
出演者と演目
天神亭 倉々（くらくら） へっつい盗人（へっついぬすっと）
天満家 一軒（いっけん） 七度狐（しちどきつね）
天神亭 神山（かみさん） 振る（ちはやふる）
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０

らくゆう会からのお知らせ

役員会終了後夜間パトロールを実施します。
和市新分別回収もあります。

ゴミの飛散防止にご協力下さい。

子ども会からのお知らせ

平成２６年新年祝賀会を開催しました。
１月１２日（日）シニアセンターにて、らくゆう会、いきいきサロン合同で多数の皆様の参加をいただき開催しまし
た。年輪大学みどりの皆様のリズム体操や民舞〈古林さん）等を楽しく観覧しました。
その他じゃけん大会や歌謡歌合戦等で盛り上がり、最後はビンゴゲームで楽しい一日をすごしました。
らくゆう会 会長 上林（かんばやし） ℡ ５３－１１４０

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ

●１月の活動報告
１月の活動はありませんでした。
●２月の活動予定
お楽しみ会 （人形劇） 開催予定
２月１６日 （日曜日） 青葉はつが野小学校 体育館
今回は、会員さんだけでなく、会員の弟妹、来年度入会予定のこども達もご招待予定。
詳しくは お手紙を確認してください。

【はつが野街づくり推進委員会】 １月１１日（土）１７：００～１８：００
（１）はつが野祭りの収支報告
（２）はつが野祭りの会計監査報告
（３）ちょいず事業支援金申請（和泉市） １月６日申請書提出
（４）はつが野祭りの検証
・はつが野祭り参加者に記入頂いた「アンケート」の集計と分析
・はつが野祭りスタッフから提出頂いた「なぜなぜシート」の集計と分析

＜来年度、新役員していただける保護者様＞
新役員決定と、引継ぎのため、２月１６日 ９時半から、青葉はつが野小学校 多目的室にて会議を行います。
会議までに、班長、副班長を決めておいていただきますようお願いいたします

【環境街づくり委員会】
（１） 路上駐車について
常時路上駐車をされているケースがあり自治会として何等かの対策が必要ではないかと議論しました。
「安心・安全な街づくり」の観点から皆様のご協力をお願い致します。

＊子供会入会希望の方は 副会長 藤村まで 53-2987

【自治会館建設委員会】
１月１２日（日） １７：００～１８：００
建設仕様（平屋建て/２階建て）と資金手当てにつき自治会員全員にアンケートをお願いすることを決定。
アンケート内容については建設委員会、役員会で検討します。

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●１月の活動報告ｘ

８組１６名参加 ゆっくりとおしゃべりを楽しみました。
●２月の活動予定
２月１８日（火） 開催場所： シニアセンター 開催時間： 9 時半～11 時。
内 容： 食育の話と試食会。 例年子供と家族の体にいい、食事の話をしてくださり、試食もさせてもらえます。
参加費 ： 自治会員家庭 無料。 非自治会員家庭はお子様 1 名に付 100 円（保険等に使います）

【自治会運営委員会】
（１）定例運営委員会
１月１２日（日）１８：３０～２０：００
・備品台帳の作成
・自治会入会説明会の準備
・はつが野地区の不審者について
・資源ゴミの無断持ち出し防止用プレートについて
・自治会会則の改定内容、自主防災委員会設置細則の制定内容の確認

詳細は篠原（電話 ５４－３９３８）までご連絡ください。
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