
 

 

●４月の活動報告 

８組１７名参加。 今年度初めての子育てサロン。 時間になると次々にお母さんと子どもさんが登場！天気も良く、おしゃべりに

も花が咲きました。 地域担当の保健士さん、保育士さんによる小さなパネルシアターもありました。 

●５月の活動予定 

５月１７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： 「エンゼルハウスさん」が来てくれます。 手遊び、童謡、いろんな懐かしい子どもと親の遊びを一緒にしてくれます。

優しい時間を一緒に過ごしましょう。 

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・飲み物等に使います） 

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 

 

 

 

   みなさんはピクトグラムをご存知でしょうか？ 「絵文字」「図記号」とも呼ばれ、見ただけで直観的に意味が伝わるという利点

があります。１９６４年の東京オリンピックをきっかけに日本でも普及し、非常口やトイレのマークなど多くのピクトグラムがあり

ます。しかし、あまり知られていないけれどとても大切なものもあります。今回は、その一部をご紹介します。 

 

                                

 

 

 

 

         

 

 

                             

  

 

 

 

 

 

 

 はつが野通信  平成２８年５月１日号  完 
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４月２４日（日）の定期総会をもちまして、平成２７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。定期総会では、自

治会館建設についての資金計画も承認いただきました。いよいよ建設に向かって具体的に着手します。自治会会館建設を機に自治会

活動をこれまで以上により多くの会員皆様が参加いただける活動にしていきたいと思っています。 

又、はつが野祭りも例年とおり実施します。会員皆様のご協力をいただきながら全員参加型の自治会運営を行ってまいりますので

よろしくお願いします。 

 

 

 

●平成２８年度定期総会を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

●平成２８年度前期分の自治会費を集金させていただきます。 

平成２８年４月～９月の自治会費３，０００円（５００円×６ヶ月）を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。  

釣銭のいらないようご準備いただければ班長さんが助かりますのでよろしくお願いします。 

 
●環境パトロールを実施します。（環境街づくり推進委員会主催） 

実施日  ５月２２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。 

環境街づくり推進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、環境街づくり推進委員長 関口 ＴＥＬ ５３－１０６７ 
 
●平成２８年度ちょいず事業「はつが野祭り」の支援金が決まりました。 

平成２８年度「ちょいず」選択届出結果（速報）が発表されました。「はつが野祭り」に投票いただいた総数は１，１０１票、支援金予

定額は５３３，３３３円です。昨年比＋４４票 ＋５５，２２１円です。ご協力ありがとうございました。 

   はつが野街づくり推進委員会の平成２８年度定期総会が５月１４日（土）開催予定で新役員が選出されます。新役員で今年度のは

つが野祭りを企画していくことになります。皆様のご協力をお願いします。 
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発行：平成２８年 ５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 

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ  

各種情報等 

平成２８年４月２４(日)青葉はつが野小学校体育館で平成２８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。 

 

＜承認された議案＞ 

（１） 平成２７年度 活動報告 

（２） 平成２７年度 決算報告 

（３） 平成２７年度 監査報告 

（４） 自治会会則の改定案 

（５） 自治会館建設についての資金計画案 

（６） 平成２８年度 役員候補 

（７） 平成２８年度 活動計画案 

（８） 平成２８年度 予算案 

 

 

高齢運転者標識 

（７０歳以上） 

マタニティマーク 障がい者のための国際シ

ンボルマーク（障がいのあ

る方が利用できる建物、設

備、機械等を表す） 

ハートプラスマーク（身体

内部に障がいのある方を

表現しています） 

ヘルプマーク（義足や

人工関節を使用してい

る方、内部障がいや難

病の方などが身につ

けることで援助を得や

すくします） 

耳マーク（聞こえが

不自由なことを表

すマークです） 

聴覚障がい者標識（聴覚障

がいのため免許に条件が

付されている方が運転して

います） 

身体障がい者標識（肢体が

不自由で運転に影響を及

ぼすおそれのある方が運

転しています） 

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         
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●３月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告              ３月の大一資源及び米田商店からの還付金 106,570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/㎏ 6円/㎏ 6円/㎏ 6円/㎏ 6円/㎏ 6円/㎏ 6円/㎏ 5円/㎏ 

80㎏ 130㎏ 8,810㎏ 1,030㎏ 1,820㎏ 520㎏ 130㎏ 4,310㎏ 150㎏ 

4,800円 1,300円 52,860円 6,180円 10,920円 3,120円 780円 25,860円 750円 

※３月は大一資源の回収日が５回あり、２月から還付金の値上げもあり、かつ天候にも恵まれ、１ヶ月の還付金としては 

過去最高を記録しました。皆様方のご協力誠に有難うございました。  

   ※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（廃家電以外）：072－274－2960 

      米田商店（廃家電のみ）：072－268－3338   

●５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５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） 里道清掃（９：００～１０：００） 

 

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） 

一斉清掃とは別に行っています。お近くの方はご

協力ください。 

 

次回役員会の準備 

１１日（水） 古紙類・アルミ缶回収  

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） 自治会費納金（１８：００～１８：４５） 

自治会定例役員会（１９：００～２１：００） 

班長さんはシニアセンターまでご持参ください。 

 

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  

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） キックオフ役員・班長会（９：００～１１：００） 

自治会費納金（キックオフ役員・班長会終了後） 

班長・役員は必ず出席してください。 

 

  

 

 

【はつが野街づくり推進委員会】４月９日（土）１７：００～１８：００ 

・Ｈ２８年度総会の準備   

・Ｈ２８年度はつが野祭り予算案の検討 

 

【自治会館建設委員会】４月１０日（日） １７：１５～１８：００ 

・自治会会員名簿の整備について    

・町会館等整備事業計画事前協議書内定通知書の受領について（４月１日付で受領、助成金内定額 １１，４９５千円） 

 

【運営委員会】４月１０日（土）１９：００～２０：３０ 

・校区役員会の報告（和泉市民大学開学、和泉交通安全指導員の募集、自動車文庫廃止に伴う代替サービス（光明台サービスセ

ンターでの予約図書受取、有料宅配サービス）、防犯灯電気料金補助金交付要領の改定（４月時点の防犯灯設置台数を基準とす

る） 

・定期総会の準備   ・４／２３役員会の準備（配布資料の確認） 

・班長マニュアルの作成について（５／２９（日）のキックオフ役員・班長会で配付予定） 

 

【防犯委員会】４月２３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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【防災委員会】４月１０日（土） 運営委員会の中で開催  

・防災グッズ（メガホン、スピーカ－、パソコン）購入補助金（２００，０００円）の入金報告（４／８入金） 

・Ｈ２８年度防災組織構成メンバーの検討 

 

  【自治会定例役員会】４月２３日（土）１９：００～２１：００ 

（１）報告事項 

・校区役員会の報告（和泉市民大学開学、和泉交通安全指導員の募集、自動車文庫廃止に伴う代替サービス（光明台サービスセ

ンターでの予約図書受取、有料宅配サービス）、防犯灯電気料金補助金交付要領の改定（４月時点の防犯灯設置台数を基準とす

る）） 

・自治会館建設委員会報告  ・はつが野街づくり推進委員会報告 

（２）協議・決議事項他 

・Ｈ２７年度役員所持の書類等の返却（会員名簿などの個人情報関連書類）及び役員プレートの新役員への手渡し 

・各ブロック報告（総会出席数、委任状数、トピックス） 

・定期総会の手順について 

・費用支出申請 

・役員引継ぎ会  

・新役員 個人情報保護規定に関する誓約書に署名・捺印   

・自治会費徴収について 

 

 

●４月の活動報告 

４月１０日（日）に、はつが野子ども会定期総会が行われました。 

●５月の活動予定 

５月２９日（日）午前９時３０分より、新入生歓迎会と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。 

 皆様の参加をお待ちしています。 

 

※はつが野子ども会は、随時会員を募集しております。 

子ども会入会希望の方は 副会長 玉沖(☎９２－６６１７)までご連絡下さい。 

 

 

 

●４月の活動報告 

   定期総会が４月１６日（土）にありました。新役員が決まりました。 

●５月の活動予定 

   日帰りバス旅行 

日時：平成２８年５月２４日（火）   行先：姫路城 

                                    連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１  

 

 

 

●４月の活動報告   

４月１０日（日）午後１時から４５分まで シニアセンター 

ボランティア １２名  メンバー ２２名  ボランティアグループ ７名  合計４１名  

ひまわりグループによる手話コーラス 

定番の曲「しあわせなら手をたたこう」からスタート、世界の国を当てる手話ゲーム、新曲「まほうのことば」を練習。最後は、ひま

わりグループによる「３６５日の紙ヒコーキ」  どれも、皆、真剣に、しっかり楽しみました。 

●５の活動予定 

５月８日（日）午後１時から４５分まで シニアセンター  

健康体操と血圧測定  参加費１００円です。 

連絡先  柴 清子 電話３９－１５８０ 
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子ども会からのお知らせ

らくゆう会からのお知らせ 

いきいきサロンからのお知らせ 

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 


