自治会からのお願いと報告
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●庭木の管理について
庭木の枝が自宅の敷地外にはみ出していて見通しが悪くなったり、歩行の邪魔になったりして危険です。
庭木の緑は街を綺麗にし暖かみを与えてくれますが、手入れはしっかりと行い迷惑にならないようご配慮をお願いします。
生活道路ではお年寄りや子ども達が安心しきって歩いたり遊んだりしています。怪我人を出さないようお互いに注意しましょう。
●飼い犬等の愛玩動物のし尿の処理について
「ごみ等のポイ捨て及び飼い犬等の愛玩動物のふんの放置を防止する条例」に、し尿の処理について次のように記載されていま
す。
＊飼い犬等を連れ出すときは、ふんの処理をするための用具を携帯し、ふんをした時はそれを回収し、自宅に持ち帰って適
切に処理しましょう。 また、尿を洗い流す水も携帯し、尿をした場所は水で洗い流しましょう。
自治会員の方から「大型犬は尿の量が多く勢いが強いので自宅敷地内まで飛散してくる」というご指摘をいただいています。
公園や里道の花壇にも尿をさせているのも見かけます。 愛犬家の方はマナー遵守にご協力ください。
●自治会内道路で事故防止
（１）自治会内道路での子どもの遊びについて
自治会内道路は私達の生活道路です。自転車や自動車も走ります。又、宅地内には車を置いています。子ども達がこの生活
道路で遊ぶ際には、周囲に迷惑をかけないよう十分な配慮をお願いします。「車が来たら直ぐに道路の端によける」等事故防
止にもご留意ください。お子様への目配り・ご指導をお願いします。
（２）十字路での事故防止
十字路での出会い頭事故の防止にご協力ください。下り坂での十字路では事故も発生しています。
「車は徐行、自転車は坂道を下る際にはブレーキを、歩行者は十字路での左右確認を！」
大人も子どももちょっと注意することで事故は防げます。よろしくお願いします。

防犯・防災コーナ

はつが野自治会

検索

新年明けましておめでとうございます。昨年中は自治会活動にご支援とご協力を頂きまして厚くお礼申し上げます。新たな年を迎え、
新たな気持ちで今年の目標に向かって邁進されることをお祈り申し上げます。
昨年 12 月は例年になく暖かい日がありましたが、寒さはこれからが本番です。体調管理を十分にしていただきこの冬を乗り切られ
ることをお祈りしております。
今年も、私たちの街「はつが野」を安心、安全、住みよい街にしていくことを最大の目標として、皆様方と役員が一致協力し自治会活
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。
皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。

自治会からのお知らせ
●平成２８年度役員の立候補および推薦を受付します。
平成２８年度（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）の役員を募集します。応募方法は、【立候補】又は【推薦】のいずれかで
す。別途配布しました「平成２８年度 役員立候補届」又は「平成２８年度 役員推薦届」に必要事項を記入いただき、１月１４日（木）ま
でに班長さんにお届け下さい。班長さんは、１月１５日（金）までに、届出用紙をブロック長さんに渡して下さい。届出が無い場合はそ
の旨を報告して下さい。
●自治会入会説明会の開催
下記要領で自治会入会説明会を開催します。ご近所に未加入の方がおられましたら、お声かけをお願いします。
日時 平成２８年１月１６日（土）午後５時３０分～６時３０分
場所 青葉はつが野シニアセンター（青葉はつが野小学校の北約３０ｍ）
内容 自治会、子ども会、老人クラブ、子育てサロン、いきいきサロンの説明
＊駐車場はありませんので、自転車又は徒歩でお越し下さい。
＊加入の申し込みに際しては、１月～３月分の自治会費１，５００円と印鑑をお持ち下さい。

●電気火災にご注意を！
電気は安全と思われていませんか？東京丸の内消防署管内で発生した火災の７５％が電気火災という統計があります。
コンセント類周りの状況確認をしてみてください。
＊プラグの差し込みが緩んでいませんか？
＊コンセントやテーブルタップ周辺にホコリが溜まっていませんか？
＊テーブルタップの許容電力を超過していませんか？
＊コードの上に物がおかれ圧迫していませんか？
＊コードが無防備に絡み合っていませんか？

●地域一斉清掃のお礼
１２月１３日（日）に実施しました地域一斉清掃にご協力いただきありがとうございました。今回から自宅前周辺及び共通清掃場所
を具体的に明示させていただきましたが、問題等なかったでしょうか。改善点等あれば班長さんを通じて自治会役員までご連絡くだ
さい。
次回は３月１３日（日）を予定しています。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。
地域一斉清掃は、３月、６月、９月、１２月に行っています。自宅周辺だけではなく、公園等の公共用地についても住民全員で清掃
活動に取り組むことになっています。引き続きご協力をお願いします。

はつが野通信 平成２８年１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。
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●年末夜警のお礼
１２月２９日（火）、３０日（水）に実施しました年末夜警には、年の瀬の忙しい中、多数の方々に参加いただきありがとうございまし
た。安心、安全の街づくりの一環として毎年実施しています。夜警終了後は、簡単な歓談の場を開催し１年の振り返りを楽しくさせて
いただきました。今日から新しい年が始まります。今年も安心、安全な街づくりに取り組んでまいります。

電話番号

●はつが野祭り 作文・作品のウェブサイトへの掲載
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。
はつが野自治会→自治会員トップページ→はつが野祭り特集 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。
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●廃家電の回収日は、毎月第４火曜日です。
今月の回収日は１月２６日（火）です。年末の大掃除で不要となった廃家電等があれば出してください。回収可能な廃家電は、
別途配布済みの「はつが野通信２０１４年１２月号」、２０１４年１０月１日発行の「ゴミ回収日のご案内」に記載していますのでご確認くだ
さい。この回収により業者から５円/１ｋｇの計算で自治会に回収資金をいただいています。皆様のご協力をお願いします。
Page 1

●１１月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告
アルミ缶

ペットボトル

新聞

１１月の大一資源及び米田商店からの還付金 56,860 円
雑誌

段ボール

布類

牛乳パック

60 円/㎏
10 円/㎏
4 円/㎏
4 円/㎏
4 円/㎏
4 円/㎏
4 円/㎏
80 ㎏
185 ㎏
6,310 ㎏
2,450 ㎏
1,480 ㎏
750 ㎏
110 ㎏
4,800 円
1,850 円
25,240 円
9,800 円
5,920 円
2,880 円
440 円
＊ペットボトルの中にプラスチックボトル（洗剤容器等）を入れないようにお願いいたします。
１月は６日（水）から始まります。本年も皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

その他紙類

廃家電

4 円/㎏
1,270 ㎏
5,080 円

5 円/㎏
170 ㎏
850 円

●１月の活動予定
日（曜日）

０１日（金）
０６日（水）
０９日（土）
１０日（日）
１３日（水）
１６日（土）
２０日（水）
２３日（土）
２６日（火）
２７日（水）

活動項目

活動概要

広報いずみ配布 はつが野通信１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（１７：００～１８：３０）
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）
古紙類・アルミ缶回収
自治会入会説明会（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

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
自治会会則の見直し
次回役員会の準備
ゴミの飛散防止にご協力下さい。
青葉はつが野シニアセンターで行います。
役員会終了後夜間パトロールを実施します。
和泉市新分別回収もあります。

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。

廃家電の回収

年末大掃除等で不要となった廃家電等を出してく
ださい。
ゴミの飛散防止にご協力下さい。

古紙類・アルミ缶回収

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】１２月１２日（土）１７：００～１９：３０
・はつが野祭りの検証
・はつが野祭りの収支報告 ・会計監査
【自治会館建設委員会】１２月１３日（日） １７：００～１８：３０
・自治会法人化に向けた自治会会則の見直し
【防犯委員会】１２月２６日（土） １０：００～１２：００
・防犯委員で防犯パトロールを行いました。
・年末夜警（２９日、３０日）を実施しました。多数のご参加ありがとうございました。
【運営委員会】１２月１３日（土）１８：３０～１９：３０
・校区役員会の報告
・次回役員会の準備

子ども会からのお知らせ
●１２月の活動報告
１２月６日(日)にクリスマス会を行い、オリジナルドアプレートを作りました。
みんな自分だけの素敵な作品に仕上げてくれましたよ。
また、１２月１３日（日）に公園清掃を実施しました。朝早くご協力ありがとうございました。
●１月の活動予定（※１月はお休みです）
２月２８日（日）にお楽しみ会を予定しています。詳細は２月に案内をお配りします、お楽しみに！
《お知らせ》
子ども会の新規入会申込みを受付中です。(自治会加入が必須条件で新一年生から)
子ども会入会希望の方は 副会長 大家まで（☎２４－６８０４）

らくゆう会からのお知らせ
●１２月の活動報告
シニアセンター（青葉はつが野老人集会所）の冬季大掃除を１２月４日（金）に行いました。参加協力した委員、クラブ及び自治会
の代表の皆様有難うございました。
●１月の活動報告
【新年祝賀会】のご案内
「いきいきサロン」と合同で開催します。
日 時：平成２８年１月１７日（日） 午前１０時～１２時３０分
場 所：シニアセンター（青葉はつが野老人集会所）
参加費：無料
連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●１２月の活動報告
２０組４４名参加。 英語で歌・ゲームを楽しみ、笑い声が絶えませんでした。サンタさんも登場し、子どもたちは泣いたり喜んだり
と大賑わいでした。会の終わり頃には赤ちゃんたちは心地よい疲れで寝入っていました。
●１月の活動予定
１月１９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：クラフトをしてお母さん達も楽しみましょう。材料の用意がありますので、参加される方は１月１２日までの２０時以降下記
連絡先（篠原）までご連絡ください。
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・飲み物等に使用します）
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

いきいきサロンからのお知らせ
・昨年度実施した「自治会ブロックミーティング」の積み残し課題の検討

【自治会定例役員会】１２月１９日（土）１９：００～２０：３０
（１）報告事項
・校区役員会報告（家庭形日常ゴミの推移、和泉市主催成人式、要支援者の同意名簿の自治会への提供、くすのき賞、タウンミー
ティングテーマへの和泉市からの回答、和泉丘陵ヒューマンフェスタ開催）
・自治会館建設委員会報告
（２）協議・決議事項
・費用支出申請の承認
・新しい担当場所での地域一斉清掃の検証
・入会説明会開催について
・来年度の役員立候補の受け付けについて
・来年度の新班長への移行準備について
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●１２月の活動報告
１２月１３（日）午後１時３０分～午後３時 シニアセンター
いきいきメンバー ２１人 ボランティア１３人 ひまわりグループ ６人 合計４０人
ひまわりグループによる「手話コーラス」
初めにテーマ曲『幸せなら手をたたこう』 今回習った曲『若者たち』 都道府県名を当てる手話クイズ
和気藹々と楽しいひと時を過ごしました。
●１月の活動予定
１月１７日（日）午前１０時～１２時３０分 シニアセンター
新年祝賀会（らくゆう会と合同開催）
ハーモニカのグループと、銭太鼓のグループに来ていただきます。
参加費 100 円です。
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０
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