子ども会からのお知らせ
●５月の活動報告
５月２９日（日）に、新入生歓迎会とドッジボール大会を開催しました。
また、子ども会前期会費の徴収を行いました。ご協力ありがとうございました。
●６月の活動予定
６月２６日(日)午前１０時より、お楽しみ運動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。
子ども会入会希望の方は 副会長 玉沖まで （☎９２－６６１７）

らくゆう会からのお知らせ
●５月の活動報告
５月２４日（火）日帰りバス旅行・姫路城方面に行きました。
●６月の活動予定
（１）第４１回囲碁大会並びに第３９回将棋大会について
日 時 ：平成２８年６月１７日（金）
受 付 ：午前１１時～午前１１時２０分
場 所 ：和泉市立北部総合福祉会館 ２階大広間
（２）市老連 H２８春の健康ウォーキングの開催について
日 時：平成２８年６月２０日（月）
時 間：午前９時３０分
集合場所：和泉市久保惣記念美術館駐車場（和泉市内田町３－６－１２）
行 先：テクノステージ、コスモ中央公園方面を予定
（３）シニアセンター夏季大掃除について
日 時 ：平成２８年６月３日（金）
時 間 ：午前９時～
参加者 ：運営委員５名、会館利用クラブと自治会６名が参加します
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
●５月の活動報告
１１組２４名参加。 青葉台のエンゼルハウスさんに来ていただき、童謡・手遊び・少しの体操と穏やかな時間が過ぎました。
子どもさん達は本当に音楽が大好きですね。曲が流れると自然と体が動いていました。
●６月の活動予定
６月２１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：「体操！」お母さんも、子供たちもたくさん体を動かしましょう！動きやすい服装でお越しください。
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

いきいきサロンからのお知らせ
●５月の活動報告
５月８日（日）午後１時３０分から３時まで シニアセンター
ボランティア１２名 メンバー２６名 講師２名 福祉委員１名 合計４１名
希望者の血圧測定が終わった後、田中弘子先生の指導で、健康体操をしました。イスに座ったままで、指、手、足、肩の体操など
を楽しくやりました。最後は、リンケンバンドの「ありがとう」という曲を鳴子を使って、踊りました。
●６の活動予定
６月１２日（日） 午後１時３０分から３時まで シニアセンター
映画会 本日リクエストのあった３本の中から、時間などを検討の上、映写します。参加費は 100 円です。
参加希望者は、鎌野さんまでご連絡ください。（電話 ５３－５３６０）
連絡先 柴 清子 電話３９－１５８０
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はつが野自治会

検索

新役員及び新班長によるキックオフ役員班長会を５月２９日（日）に開催しました。これを受けて新役員・班長による平成２８年度の自
治会活動が本格的にスタートします。４月２４日（日）の定期総会で承認いただいた平成２８年度活動計画に基づき「安心・安全・奇麗な
住みよい街」を目指して活動していきたいと思います。今年度は、いよいよ自治会館建設がスタートします。建設業者の選定・契約、建
設工事の管理、建設資金の銀行借入等自治会員皆様の代表としてしっかりと行ってまいります。

自治会からのお知らせ
●自治会に加入されていない皆様へ
６月号は自治会に加入されていない方々にもはつが野通信を配布させていただきます。これを機に自治会に入会いただけれ
ばと思います。はつが野通信は毎月初に配布しています。自治会や子ども会、らくゆう会（老人会）等の活動内容を紹介すると共に、
安心・安全・奇麗な街づくりの為の情報発信等も行っています。皆様と一緒に「住みよい街づくり」をしていきたいと思います。
（１）防犯灯維持費について
自治会に加入されていない世帯の方に、「防犯灯維持管理費用」についてご協力をお願いし、本年２月に今年度分として２９９
世帯の方々にご協力いただき、３５８，８００円をお預かりしました。自治会内に設置している防犯灯の電気料金や故障時の修理
費用等に使わせていただきます。ありがとうございました。
（２）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、廃家電などの回収について
自治会では回収業者と契約し資源回収を行っています。回収業者と回収日は次のとおりです。
＊毎週水曜日：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
回収業者は大一資源{（株）（072－274－2960）です。
＊毎月第４火曜日：廃家電（銅、アルミ、ステンレス、真鍮、コンロ、レンジ、ホットプレート、炊飯器、テレビ、パソコン、ストーブ等）
回収業者は（株）米田商店（072－268－3338）です。
これまでのご協力に感謝申し上げますとともに、今後もご協力をよろしくお願いします。
（３）地域一斉清掃へのご協力のお願い
今年も年４回の一斉清掃をする予定です。自治会員が自宅周りや公圏などを清掃しますのでできましたらご一緒にご参
加のほどよろしくお願いします。(予定日時 ６月、９月、１２月、３月の第２日曜日午前９時から約１時間)
（４）自治会への入会について
冒頭でも記載させていただきましたが、自治会広報紙「はつが野通信」を、毎月発刊しています。今月号は特別に自治会に
加入されていない世帯にも配布させていただきました。本紙をご参考に自治会や子ども会、らくゆう会などの活動も知っていた
だき、自治会への加入をご検討ください。また、地域福祉活動「いきいきサロン」「子育てサロン」にも、体験参加してください。
＊自治会への入会を希望される方は、お近くの班長または田畑会長（電話：５４－３３６８)までご連絡ください。
自治会費は月５００円(年間６，０００円)です。
（５）自治会ホームページ（HP）
当自治会では、インターネットサイトを開設しています。「はつが野自治会」で検索してください。はつが野通信を含め各種情報
をご覧いただけます。どうぞ一度お立ち寄りください。
●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。未加入の方はぜひご参加ください。
日時 平成２８年７月１６日（土）１７：３０～１８：３０
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（らくゆう会）、いきいきサロン、子育てサロンの説明
＊駐車場はありませんので、自転車または徒歩でお越しください。
＊加入申し込みに際しては、７月から９月までの自治会費１，５００円と印鑑をお持ちください。
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●４月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告

●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２８年６月１２日（日） 午前９時～１０時 （雨天の場合は６月１９日（日）同時刻に延期します）
集合場所・時間
班毎に決められた場所に集まってください。午前９時
＊軍手等清掃用具をご持参ください。
清掃場所
９時～９時３０分は、自宅前周辺。９時３０分～１０時は、共通の場所 となっています。
清掃場所がよくわからない方は班長さんに確認ください。
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。
自宅前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。
共通清掃場所（９時３０分～１０時）
担当
はつが野３号公園
１ブロック
自治会用地（１丁目２４番５号）
２、３、５ブロック
かぐらざき公園遊歩道
４ブロック
周辺道路及び空地
６、７ブロック
かぐらざき公園
８、９ブロック
しっぽ動物病院～緑ヶ丘間道路 １０ブロックエリア
１０ブロックＡ／Ｂ
かぐらざき公園～里道間道路、
里道、和泉中央線 １０ブロックエリア
１０ブロックＣ／Ｄ／Ｅ
里道
１０ブロックＢ/F
自治会用地（２丁目２７番１号）
１０ブロックＦ、１１ブロック

４月の大一資源及び米田商店からの還付金 ８６，２５０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/㎏
65 ㎏
115 ㎏
5,780 ㎏
820 ㎏
1,600 ㎏
1,280 ㎏
90 ㎏
3,880 ㎏
100 ㎏
3,900 円
1,150 円
34,680 円
4,920 円
9,600 円
7,680 円
540 円
23,280 円
500 円
※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

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ

●はつが野３号公園の植樹にご参加ください。
和泉市公園緑地課から、はつが野３号公園の緑地帯につつじ・くちなし等の苗木植樹の協力要請がありました。つきましては、次
の要領で協力したいと思いますので、３号公園に近い１・２ブロックの皆様にはご協力をお願いします。
日時 ６月１２日（日） １０：００～１１：００ （雨天の場合は６月１９日（日）同時刻に延期します）
場所 はつが野３号公園（１丁目５番）
植樹名及び本数 つつじ、くちなし、しゃりんばい等の苗木 １，２００本
＊家庭園芸用スコップ、軍手をご持参ください。
＊ご参加いただいた方には（１家族に１本）、苗木のプレゼントを用意しています。
＊この日は地域一斉清掃の日ですが、清掃終了後に行います。

●平成２８年度前期分の自治会費の納金ありがとうございました。
平成２８年度前期（４月～９月）の自治会費の納金が無事完了しました。ありがとうございました。
●６月の活動予定
日（曜日）
０１日（水）

活動項目

１５日（水）
１８日（土）
２２日（水）
２５日（土）
２８日（火）

広報いずみ配布 はつが野通信６月号発行
古紙類・アルミ缶回収
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）
地域一斉清掃（９：００～１０：００）
里道のお花の植替え（一斉清掃終了後））
はつが野３号公園の植樹（１０：００～１１：００）
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）
古紙類・アルミ缶回収
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・防犯委員会（９：００～１１：００）
廃家電の回収

２９日（水）

古紙類・アルミ缶回収

０８日（水）
１１日（土）
１２日（日）

【はつが野街づくり推進委員会】５月１４日（土）１７：００～１８：４５
（１）平成２８年度定期総会 １７：００～１７：４５
平成２７年度活動報告・決算報告・監査報告、平成２８年度役員・活動計画・予算案等全ての議案が承認されました。
（２）平成２８度第１回役員会 １７：４５～１８：４５
・実施日について：１１／６（日）が桃大祭と重複した為を１０月３０日（日）への変更を視野に入れ各関係者の予定を確認し次回
役員会で決定することにしました。
・はつが野祭り推進体制について：各種役割の担当責任者の選任
・仮拠出金の金額と支払期日の決定（各自治会の承認後支払っていただきます）
・費用支出申請の承認
【自治会館建設委員会】５月８日（日） １７：１５～１８：００
・建設業者の決定方法の検討
・法人化申請に必要な自治会定期総会議事録の確認
【運営委員会】５月８日（土）１９：００～２０：３０
・校区役員会の報告（和泉市ゆたかな心を育む授業の公開、民生児童委員の推薦、和泉市公設防犯カメラの設置）
・総会議事録の確認
・防犯委員委員長、書記のプレートの作成
・総会議案書の正誤表の配付（はつが野通信の配付に合わせて配付）
・自治会細則の整備（自治会会則の改訂に合わせて各種細則の整備）
【防犯委員会】５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。
【環境街づくり推進委員会】
・５月２２日（日） ９：００～１０：００ 環境パトロールを行いました。

活動概要

和泉市新分別回収もあります。

【平成２７年度キックオフ役員班長会】５月１７日(日) １０：００～１２：００
・班長の仕事、民生委員の仕事、はつが野祭り、各専門委員会の活動内容、防犯灯維持費の徴収返金、各種書類、資源ゴミ及び
廃家電の回収、自治会保険、自治会入会説明会等について新班長さんに説明を行いました。

皆様のご協力をお願いします。
里道のお近くの方はご協力をお願いします。
１・２ブロックの方はご協力ください。

和泉市新分別回収もあります。

防犯委員の方は参加ください。
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。
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【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
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