
 

 

●２月の活動報告   

２月８日（日）午後１時３０分 素人落語会 

参加者 いきいきメンバー 33  ボランティア 10 天満天神の会 3 合計46 

３人の素人落語家に来ていただき、３つのお話を楽しく聞かせていただきました。古典落語ですので、江戸時代の大阪のことを 

ちょっと知っておくと、話の内容がよく理解できると思います。 

●３月の活動報告 

３月８日（日）午後１時３０分 和泉市観光案内 

和泉市観光ボランティアのグループにきていただき、和泉市にまつわる伝説・観光名所などの紹介をしていただきます。 

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の開催について 

   １１月から始めました自治会ブロックミーティング（環境衛生問題、交通安全問題、子どもの安全問題、防犯・防災問題、自治会運

営問題等に関してブロック毎にミーティングを行い問題解決に取り組むものです）の予定をご案内します。任意参加です。ご気楽に

参加ください。 

ブロック 開催予定日時 場所 

１０、１１ブロック ３月２９日（日）１０時～１２時 シニアセンター 

●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。  

 

 

●空き巣にご注意ください。 

 はつが野２丁目地区内で空き巣の被害がありました。お風呂の窓の柵をはずして侵入したようです。 

柵があっても安心できません。ご注意ください。 

 

 

●住民票等の発行受付時間の拡大について（広報いずみ２月号から抜粋） 

  ２月から毎月第４日曜日に市役所庁舎 市民課で住民票等の証明書を発行サービスが開始されています。 

  平日（午前９時～午後５時１５分）の市役所開庁時間以外の証明書発行窓口は次のとおりです。 

   

受付窓口 市民課 和泉シティプラザ出張所 

証明書の

種類 

 

発行日時 

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・改製原戸籍謄抄本は除く） 

戸籍附票（除票・改製原戸籍附票は除く） 

平日の午後５時１５分～８時 × ○ 

毎月第２日曜日の午前９時～正午 × ○ 

毎月第４日曜日の午前９時～正午 ○ × 

   

 はつが野通信  平成２７年３月１日号  完 
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朝夕はともかく昼間はようやく凌ぎやすくなり、沈丁花（じんちょうげ）、桃、たんぽぽ、鈴蘭、水仙などを楽しめる季節でもあります。

日に日に春を感じますが、花粉の季節でもあります。スギ花粉のピークは３月上旬～中旬です。大阪は昨年よりやや多いという予想

です。花粉対策は早めにとることがよいようです。 

私達役員の任期も残すところ１ヶ月となりましたが、４月１９日（日）の定期総会の準備が中心の活動となります。皆様のご協力をお

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２７年３月８日（日） 午前９時～10時 （雨天の場合は３月１５日（日）同時刻に延期します） 

清掃場所   ブロック内のゴミ拾い、草抜き、側溝清掃 

当日の準備  ゴミ袋、土嚢袋は自治会で用意します。清掃用具は各ご家庭で用意して下さい。 

ブロック長、班長さんの指示に従い清掃をして下さい。集合場所等わからない方は班長さんにご確認ください。 

   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。 

場  所 担  当 

里道 １０ブロック 

かぐらざき公園 ８、９ブロック 

自治会用地（１丁目２４番５号） ３、４ブロック （注） 

自治会用地（２丁目２７番１号） １０ブロック F班、１１ブロック 

周辺道路及び空地 ６ブロック、７ブロック 

はつが野１号公園と３号公園 子ども会 

     （注）１、２ブロックの方は、９時３０分からはつが野３号公園の植樹に参加してください。 

●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４本、平戸つつじ等約５００本の植樹を行います。近隣の

１・２ブロックの方は植樹にご協力ください。家庭園芸用スコップ、軍手をご持参ください。 

お子様には想い出づくりになると思いますのでご家族一緒にご参加ください。１・２ブロック以外の方々のご参加も大歓迎です。 

植樹日時は３月８日（日）９：３０～１０：３０です。（雨天の場合は３月１５日（日）の同時刻に延期します） 

●家庭日常ごみの有料化に関する説明会開催のお知らせ 

和泉市では、平成２７年１０月１日から家庭日常ごみ回収が有料となります。つきましては、市役所からの説明会を下記のとおり

開催しますのでご参加ください。 

 

 

 

 

●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。 
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発行：平成２７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 

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 

開催日   平成２７年４月１９日（日） 午前１０時～１１時３０分 

場所     青葉はつが野小学校体育館 

議案書は４月中旬くらい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。 

日時    平成２７年３月１５日（日）  午後５時～６時 

場所    青葉はつが野シニアセンター（老人集会所） 

説明者   和泉市役所生活環境課 

和泉市イベントコーナ他 

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   氏名         住所                電話番号         

 

防犯、防災コーナー 



●平成２７年度役員、班長が内定しました。 

   ２月２１日(土)午後５時３０分シニアセンターで平成２７年度新班長会を開催しました。この会議で平成２７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１９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２７年度町内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(日)～２月１９日（木）の間にお近くの班長さん宅にご持参頂き、

２月２１日現在で２４５名・２９４，０００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２７日（金）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。 

 

●１２月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告              １２月の大一資源及び米田商店からの還付金 63,180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／㎏ 

110㎏ 340㎏ 7,100㎏ 3,080㎏ 1,800㎏ 430㎏ 110㎏ ― 620㎏ 

6,600円 3,400円 28,400円 12,320円 7,200円 1,720円 440円 ― 3,100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。 
 

●３月の活動予定  

日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（日） 広報いずみ配布  はつが野通信３月号発行    

０４日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

０８日（日） 地域一斉清掃（９：００～１０：００） 

３号公園の植樹（９：３０～１０：３０） 

自治会館建設委員会（１７：１５～１８：１５） 

自治会運営委員会（１８：１５～１９：３０） 

皆様のご協力をお願いします。 

１、２ブロックの方はご家族で参加ください。 

 

次回役員会の準備 

１１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。 

１４日（土） はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０）  

１８日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

２１日（土） 自治会定例役員会（１９：００～２１：００） 定期総会準備 

役員会終了後夜間パトロールを実施します。 

２４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。 

２５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。 

２８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。 

２９日（日） 自治会ブロックミーティング（１０：００～１２：００） 

＊対象 １０、１１ブロック 

１０、１１ブロックの方はシニアセンターにお集まり

ください。（任意参加、班長さんは参加ください。） 

 

 

 

【はつが野街づくり推進委員会】２月１４日（土）１７：００～１８：３０ 

・平成２６年度はつが野祭りの収支報告と自治会拠出金の確定。 

【自治会館建設委員会】２月８日（日）１７：１５～１８：３０  ２月２２日（日）１８：００～１９：００ 

・平屋建ての間取り図、購入備品等詳細の詰めを行っています。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】２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】２月８日（日）１８：３０～２０：００ 

   ・校区長連絡会の報告 

   ・３号公園への植樹について（「いずみいのちの森」事業）  ・青葉はつが野小学校の校舎新設工事（１／１６～３／２７） 

   ・住宅建設工事（１戸）に関する業者からの届出書受理について  ・青葉台防災センターの開設について 

【平成２７年度新班長会】２月２１日（土）１７：３０～１８：３０ 

   ・平成２７年度役員候補の決定 

【定例役員会】２月２１日（日）１９：００～２０：３０ 

（１）報告事項 

   ・校区長連絡会の報告（市役所の窓口サービスの充実、日常ゴミ有料化に関する市民説明会、青葉はつが野小学校校舎新設工

事期間（１／１６～３／２７）、防犯灯設置（2ブロック 3か所、４ブロック 3か所）要望について 他） 

   ・平成２７年度役員候補について     

・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    ・一斉清掃時の集合場所について   

【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を受講中です。 

平成２７年３月まで計８回開講されます。 

  

 

●２月の活動報告 

２月１日にフタバボーリングでボーリング大会を行いました。みんなとても楽しそうにゲームをしていました♪ 

●３月の活動予定 

３月８日（日）午前９時３０分～１０時に、子ども会での公園清掃を行います。 

各班の担当場所  １・２・３・４班→はつが野３号公園（１丁目の公園）  ５・６・７・８班→はつが野１号公園（ぞうさん公園） 

・各ご家庭の班にあたる公園に集合となります。 

・ほうき、ちりとり等掃除道具は各自持参でお願いします。（雨天時は中止です） 

３月１９日（木）に６年生は卒業遠足として吉本新喜劇を見に行きます！！ 

詳しくはお配りしたお知らせをご参照ください。 

＊＊２７年度の子ども会の新規入会申し込みを受け付けています＊＊ 

    （自治会の入会が必須条件で新一年生からが対象です） 

子ども会入会希望の方は 副会長 神田まで ２４－２０７１ 

 

 

●手芸部作品展のご案内 

日時  ３月２６日（木） 午前１０時～午後３時 

場所  シニアセンター 

手芸部の皆様が日頃作製しました作品を多数展示しますので、是非ご覧ください。お待ちしています。  

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

 

 

●２月の活動報告 

９組２０名参加。 少し寒く、雨模様でしたが皆さん９時半になるとどんどん来られて楽しくおしゃべりをしました。 お店屋さんごっ

こでは小さな手にオモチャのコインを持って時間をかけてお買い物をしました。 とても可愛らしいお客さん達でした。 そして、数名

のお子さんが保育園・幼稚園へ行かれるため子育てサロンも卒業。みんなで記念撮影をしました。 

●３月の活動予定 

３月のにこにこクラブはお休みです。 ４月からまた毎月第３火曜日 午前９時半～１１時で行いますのでいらしてくださいね。  

お待ちしています！                                                            

                                                        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 


