【自治会運営委員会】４月１３日（日）１８：３０～２０：００
・定期総会の準備（議案書の最終確認、総会運営の役割分担等）
・役員引継会の準備
・自治会ホームページへの役員名簿等の掲載取りやめについて

発行：平成２６年 ５月 １日
製作：広報委員会

はつが野自治会

【自治会定例役員会】４月１９日（土）１９：００～２１：００
（１） 平成２６年度定期総会関連
議案書の確認
会員の出欠状況及び委任状の集計結果の確認
総会運営について
（２） 役員引継会関連
新班長さんへの説明
専門委員会の説明
役員引継会
（３）キックオフ役員・班長会について

４月２０日（日）の定期総会をもちまして、平成２５年度の役員から新役員に自治会の運営がバトンタッチされまし
た。新役員におきましても、一丸となって、１１期目を迎えた自治会活動を一層活性化させ、安心・安全な街づくりに取り組んで参ります。
自治会活動は役員だけでは運営できません。自治会員皆様の全員参加の自治会運営を行いたいと思っていますのでご協力とご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

自治会からのお知らせ
●平成２６年度定期総会を開催しました。
平成２６年４月２０日(日)青葉はつが野小学校体育館で平成２６年度定期総会を開催しました。
全議案が承認され、新たに自治会役員、ブロック長も選出、班長も交代しました。
自治会員の皆様、お忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございました。

自治会からのお願い
●住宅内での車の運転マナーや喫煙マナーを守りましょう。
住宅内の道路や駐車場で、必要以上に車のエンジンの空ぶかしをしたり、怖いと感じさせるスピードで走り抜ける車を見かけます。
お年寄りや小さな子ども達が生活している「住宅」です。車は利便性が高く今やなくてはならない存在となっていますが、一歩間違え
ると凶器にもなります。ドライバーの皆様 どうか運転マナーを守っていだたき、「安心・安全な街づくり」にご協力いただくようお願い
いたします。
又、先月号でもお願いしましたが、喫煙マナーについても今一度ご確認いただくようお願いいたします。車窓からのポイ捨ても見
かけます。バス停付近でのポイ捨てもなくなりません。綺麗な街づくりにもご協力下さい。よろしくお願いします。
はつが野通信 平成２６年５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
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＜承認された議案＞
（１） 平成２５年度 活動報告
（２） 平成２５年度 決算報告
（３） 平成２５年度 監査報告
（４） 自主防災委員会の設置
（５） 自治会会則の一部改定（自主防災委員会の設置 他）
（６） 平成２６年度 役員
（７） 平成２６年度 活動計画
（８） 平成２６年度 予算案
★総会議案書に誤り・記載漏れがありました。総会当日に主要項目について訂正版をお配りしましたが、
あらためて、はつが野通信と一緒にお配りしますのでご査収下さい。
申し訳ありませんでした。

電話番号

●平成２６年度前期分の自治会費を集金させていただきます。
平成２６年４月～９月の自治会費３，０００円（５００円×６ヶ月）を５月上旬に班長さんが集金にお伺いしますので、
ご協力をお願いします。
●環境パトロールを実施します。（環境街づくり委員会主催）
実施日 ５月１１日（日）
時間
９：００～１０：００
集合場所 モンセーヌ和泉中央（マンション）前の交差点
環境街づくり委員の方は参加ください。
地区内の見回りを行います。ゴミ袋、手袋等をお持ち下さい。
環境街づくり委員以外の方の参加も大歓迎です。よろしくお願いします。
問合せ先は、環境街づくり委員長 関口 ＴＥＬ ５３－１０６７
●ちょいず事業「はつが野祭り」の支援金が決まりました。
皆様の大いなるご協力により満額の５００，０００円の目標を達成することができました。ありがとうございました。
「はつが野祭り」に投票いただいた総数は１，０９４票でした。
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●３月度の古紙類およびアルミ缶回収報告

３月の大一資源からの還付金 49,280 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／㎏
90 ㎏
160 ㎏
5,920 ㎏
2,230 ㎏
1,620 ㎏
550 ㎏
60 ㎏
190 ㎏
5,400 円
1,600 円
23,680 円 8,920 円
6,480 円
2,200 円
240 円
760 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。

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●４月の活動報告

４月１５日（火）実施 ３組４名参加
お天気の良い春の日に、初めて参加の方たちとゆっくり、楽しくお話しました。
●５月の活動予定
５月２０日（火） 開催場所：シニアセンター
開催時間：９時３０分～１１時
内 容：癒されませんか？お母さん達のための中国マッサージを教えてもらいます。 また、赤ちゃん・子供達には今人気の
「タッチケア」。 保護者にも、子供にも気持ちの安らぐ時間になるはず！多くの方の参加をお待ちしています。
そして、楽しくおしゃべりしましょう～！
参加費 ： 自治会会員家庭 無料。 非自治会会員家庭 ： お子様 1 名に付 100 円。
持ち物 ： 暖かくなってきています。 タオル・動きやすい服装で参加ください。
連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８

●つつじが咲きました

いきいきサロンからのお知らせ

先月、かぐらざき公園南側歩道沿いに平戸つつじを皆様のご協力をえて
１８０本植えましたが、少しだけ花が咲きました。
ありがとうございました。

●４月の活動報告
４月１３日（日）午後１時３０分 シニアセンター 「手話コーラス」
手話をしながら、まず最初に｢幸せなら手をたたこう｣を復習。そのあと、｢故郷｣を練習。
あいだに、ジェスチャーゲームがあり、楽しく過ごしました。
最後に、ひまわりグループ 5 人による｢雨のちハレルヤ｣の手話コーラスもあり、大いに盛り上がりました。
●５月の活動予定
５月１１日（日）午後１時３０分から「健康体操」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！
タオルを使った体操もしますので、タオルを持って来てください。
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０

●５月の活動予定
日（曜日）

０１日（木）
０７日（水）
１０日（土）
１１日（日）

１４日（水）
１７日（土）
１８日（日）
２１日（水）
２４日（土）
２８日（水）

活動項目

活動概要

広報いずみ配布 はつが野通信５月号発行
古紙類・アルミ缶回収
はつが野街づくり推進委員会総会（１７：００～１８：３０）
里道清掃（９：００～１０：００）
環境パトロール（９：００～１０：００）
自治会費納金受付（１１：３０～１２：３０）
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）
古紙類・アルミ缶回収
自治会費納金受付（１８：００～１９：００）
自治会定例委員会（１９：００～２１：００）
キックオフ役員・班長会（１０：００～１２：００）
古紙類・アルミ缶回収
防犯パトロール・防犯委員会（１０：００～１２：００）
古紙類・アルミ缶回収

和泉市新分別回収もあります。

らくゆう会からのお知らせ
地域一斉清掃とは別に毎月実施しています。
皆様のご協力をお待ちしています。
環境街づくり委員会主催
平成２６年度前期の自治会費納金（1 回目）
自治会法人化等の検討
次回役員会の準備
ゴミの飛散防止にご協力下さい。
平成２６年度前期の自治会費納金（２回目）
役員会終了後夜間パトロールを行います。
シニアセンターで実施します。
和泉市新分別回収もあります。
防犯委員の方は参加下さい。
ゴミの飛散防止にご協力下さい。

●５月の活動予定
日帰りバス旅行にいきます。５月２９日（木）行き先は天橋立、伊根湾めぐり、天橋立ワイナリー等
会員の皆様と一日楽しく親睦を兼ね行く予定です。
らくゆう会 会長 上林（かんばやし） 電話５３－１１４０

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
【はつが野街づくり推進委員会】４月１１日（金）２０：００～２１：００
（１） 平成２６年度役員
平成２６年度役員候補が決まりました。５月１０日（土）のはつが野街づくり委員会の総会で承認をいただく予定です。
（２） 平成２６年度はつが野祭り予算案
「ちょいず事業」の支援金が満額の 500,000 円に決定したことを受けて予算案の見直しを行いました。この予算案についても、
５月１０日（土）のはつが野街づくり委員会の総会で承認をいただく予定です。
【環境街づくり委員会】
（１） 環境パトロールについて
５月１１日（日）環境街づくり委員会のメンバーで環境パトロールを行います。環境街づくり委員の方は、ご参加ください。
詳細は１ページの記事をご参照ください。
（２） 地域一斉清掃について
６月８日（日）に予定しています。
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。

子ども会からのお知らせ
●４月の活動報告
４月１９日（土）に、新入生歓迎会と総会を青葉はつが野小学校で行いました。
新入生歓迎会では佐藤先生をお迎えし、一緒につなひきなどをして楽しく過ごしました。
●５月の活動予定
５月２５日（日）午前９時３０分よりドッジボール大会を青葉はつが野小学校体育館にて行います。
たくさんの参加をお待ちしています。
＊子ども会入会希望の方は 副会長 神田まで 24-2071
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【自治会館建設委員会】４月１３日（日） １７：１５～１８：３０
自治会法人化について、スケジュールや自治会員皆様へのご説明方法等検討しました。
＊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ます。
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