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らくゆう会（はつが野老人クラブ）からのお知らせ
● 2 月の活動報告
2 月 15 日（木）シニアセンターの床のワックスがけをしました。
● 3 月の活動予定
3 月 4 日（日）定例役員会（10 時～11 時 30 分）
連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 080-4021-9652

はつが野自治会

検索

はつが野自治会館ニュース
自治会からのお知らせ
● テスト利用について
はつが野自治会館を、4 月以降有料で利用いただく外部団体の方に、「お試し」として無料で利用いただきます。
自治会員以外の方と自治会員で構成された団体も対象となります。
テスト利用は期間中１団体、１回限り、１時間帯区分のみといたします。
＜テスト利用期間＞
平成 30 年 3 月 1 日（木）～２３日（金）

● はつが野自治会館 アンケート結果
先日 アンケートにご回答いたただきましてありがとうございます。51 班中の 48 班のアンケート結果からいろんなことが
わかってきました。
自治会館の場所を知っておられる方は 69% 、自治会館の使い方をご存じない方が 89%、 自治会員は無料で
借りられることをご存じない方が 69%
自治会館の利用に関するアンケート集計
１．

はつが野自治会館の場所を知っていますか。

はつが野自治会館のページ
はつが野自治会館のページ

２．

はつが野自治会館の、利用申し込みの方法を知っていますか。

自治会館の場所認知度

● 自治会員の利用申込について
利用者が自治会員であれば３月までは無料で使っていただくことが出来ます。４月以降はご利用１回あたり
電気水道代として２００円をご負担いただく予定です。
利用者のうちどなたかが自治会員でない場合は、おとな一人 300 円 こども一人 100 円の利用料をいただきます。
お申込は、自治会のホームページの｢はつが野自治会館｣のページ
｢はつが野自治会館｣のページにある「
「申込フォーム」
｢はつが野自治会館｣のページ
申込フォーム」からお願いします。

自治会員利用料金認知度
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自治会館利用役割

20
6%

①ダンスクラブ（教室）
59
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②スポーツクラブ（教室）

主催者として利用したい

③囲碁・将棋クラブ（教室）
71
19%

84
22%

④クラフトクラブ（教室）

参加者として利用したい
111
35%

⑤お誕生会など仲間内の集ま
り

ズンバダンスはラテン音楽を取り入れたカーディオエクササイズです。楽しい音楽、ユニークなダンスでウキウキワクワクしながら
ダイエットしましょう。 お友達、ご家族、お誘いで気楽にお越しくださいませ。
お問い合わせ 杉本 0725−57−2202

自治会館を利用することはな
い
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（２）利用にあたっての、役割（立場）について

自治会館利用目的

場所 はつが野自治会館 日時 3 月 18 日（日）1 回目 1:45p.m.-2:45p.m. （時間はまだ未定です） 2 回目 3:00p.m.-4:00p.m.
持ち物 運動インナーシューズ（上靴）飲水、タオル 当日は日曜日ですのでお子様もダンスを見学、または参加できます。
小さなお子様は他の方にご迷惑ならないようご配慮よろしくお願い致します。
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４． 自治会館を利用するとすればどのような利用が考えられますか。
（１）以下の利用例を参考に利用したいと思えるものを選んでください。（複数選択可）

● ズンバダンス 無料レッスンのご案内
ウキウキ、ワクワク ズンバダンスレッスン 無料体験レッスン ♬

はつが野自治会員は無料で借りられることを知っていましたか。
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http://www.hatsugano-jichikai.com/ jichikaikan.html

３．

利用申し込み方法認知度
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はつが野祭りニュース
● 10 月 29 日に行われたはつが野祭りの当日、下記の忘れ物がありました。
はつが野自治会館で保管させてもらっています。心当たりのある方は、自治会宛メールでご連絡ください。
自治会メールアドレス

具体的な利用方法として、希望が多かったのは、卓球と囲碁将棋でした。
つきましては、まず、卓球と囲碁将棋を運営していただけるリーダーの募集を始めたいと思います。
リーダーが決まりましたら、クラブを設立し、クラブ員の募集を開始する予定です。

info＠hatsugano-jichikai.com

先月号に掲載した傘は、持ち主が見つかりました。
この２つについては、3 月 17 日までに持ち主が現れない場合、処分させていただきます。

リーダーに応募していただける方は、メールで はつが野自治会宛にご応募ください。
ご氏名、ご住所、卓球または囲碁将棋としてのリーダー（部長）を引き受けていただけること、
固定・携帯電話コメントなどを お送りください。 アドレスは、 info＠hatsugano-jichikai.com です。
● ３月度 地域一斉清掃のお知らせ
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 30 年 3 月１１日（日） 午前９時～１０時 （雨天の場合は 3 月１８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

清掃場所

自宅周辺および公園などの公共の場所 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。

＊軍手等清掃用具をご持参ください。

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。
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● 1 月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告
アルミ缶

新聞

雑誌

単位：ｋｇ
段ボール

1 月の大一資源からの還付金
古布類

牛乳
パック

120,410 円

その他
紙類

廃家電

60 円/㎏
7 円/㎏
7 円/㎏
7 円/㎏
4 円/㎏
7 円/㎏
7 円/㎏
5 円/㎏
125
6340
1480
2730
850
180
4550
0
7,500 円
44,380 円
10,360 円
19,110 円
5,950 円
1,260 円
31,850 円
0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
廃家電の回収は、当分の間、中止とさせていただきます。
● 3 月の活動予定
日（曜日）
０１日（木）
０４日（日）
０７日（水）

１０日（土）
１１日（日）

１４日（水）
１７日（土）
２１日（水）

２４日（土）

２８日（水）

活動項目
広報いずみ配布 はつが野通信 3 月号発行
らくゆう会役員会（１０：００～１１：３０）
ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～）
古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
はつが野街づくり推進委員会 役員会（1７:00～1８:00）

シニアセンター
和泉市回収 時間が早いです。
大一資源
シニアセンター

一斉清掃（９：００～９：３０ 近隣）

（９：３０～１０：００ 公共場所）

いきいきサロン カラオケバトル
らくゆう会歌声喫茶部主催 カラオケ大会
自治会館 会館委員会 （１７：１５～１８：３０）
はつが野自治会 運営委員会（１８：３０～１９：３０）
古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
自治会定例役員会 （１９：００～２１：００）
ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～）
古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
防犯パトロール (１０：００～１１：００)
防犯委員会（１１：００～１２：００）
古紙類・アルミ缶回収（８：００～）

（１３：００～１５：３０） シニアセンター
（１５：３０～１７：００） シニアセンター
はつが野自治会館
はつが野自治会館
大一資源
はつが野自治会館
和泉市回収 時間が早いです。
大一資源
かぐらざき公園東屋集合 防犯委員全員
はつが野自治会館
大一資源

【自治会定例役員会】2 月 17 日（土） 19:00～20:50
（１）報告事項
･平成 30 年度班長会の開催について（2 月 17 日土曜日 １７：３０～１８：３０）
・自治会館アンケート結果について ・管理人応募届けの回収 ・ちょいず選択届けの回収
・和泉市交通安全委員の推薦、青少年指導員の推薦、
・自治会館委員会報告 ・はつが野街づくり推進委員会報告 ・各専門委員会報告 ・各ブロック報告 ・関連団体活動報告
（２）協議・決議事項他
・費用支出申請
･平成 30 年度役員候補の選出
･監査会、議案書の作成、定期総会の日程について
･自治会館に卓球台を設置することが全員賛成で決定しました。

活動概要

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
【自治会館委員会】 2 月 11 日（日） 17:15～18::30 2 月 17 日（土） 18：30～19:00
・アンケート結果の検証を行い、希望の多かった卓球台と囲碁将棋のクラブ設立に向けて、定例役員会へ提案することを
決定しました。
・自治会館管理人の募集のチラシを配布。

● 2 月の活動報告
2 月 11 日（日） 素人落語会 シニアセンター
3 人の落語家にきていただき、落語を楽しみました。
● 3 月の活動予定
3 月 11 日（日） シニアセンター
午後 1 時から１時 45 分まで、いきいきサロン 来年度のイベント打ち合わせ
午後 2 時から午後 3 時 30 分まで らくゆう会主催 カラオケバトル
午後 3 時 30 分～午後 5 時 カラオケ大会
参加希望者は、保積さんまでご連絡ください。 参加費 100 円（食事代＋保険料）
連絡先 保積 三吾 電話５４－１７１１

子ども会からのお知らせ
● 2 月の活動報告
2 月 18 日（日）にお楽しみ会を行いました。はつが野自治会館で映画（ＳＩＮＧ）鑑賞&○×クイズ大会を開催し、子どもたち
みんなで盛り上がり、楽しく過ごすことができました。
● 3 月の活動予定
3 月 11 日（日）地域一斉清掃の日に子ども会でも公園清掃を行います。9 時半〜10 時です。ご協力をよろしくお願いします。
また、3 月 20 日（火）に 6 年生の卒業遠足として吉本新喜劇の観劇に行く予定です。
子ども会入会希望の方は、副会長 山辻まで（☎ ２４ー４１１７）

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
【自治会運営委員会】 2 月 11 日（日） 18::30～19:30
・平成 30 年度役員選出について協議

【はつが野街づくり推進委員会】 2 月 10 日（土） 17:00～19：00 シニアセンター
【ちょいず】の投票依頼についての途中経過の報告
監査会 3 月 31 日（土）開催

平成 29 度第 9 回役員会

● 2 月の活動報告
２月２０日（火）実施。
内 容：「卒業式」。今年度最後の子育てサロンを行いました。４月から幼稚園・保育園に 行かれる方で
２月が最後の出席となるお子様の卒業式を行いました。笑顔いっぱいの会でした。

● 3 月の活動予定
３月はお休みです。 ４月から又行いますので、多くの方が来られるのを楽しみにしています。
４月からは第２火曜の午前中に子育てサロンを行います。 次回は、 4 月 10 日（火）です。
詳しくは「はつが野通信 ４月号」をご覧ください
連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８

【防犯委員会】
・2 月 24 日（土）10:00～ 防犯パトロールを実施。
【自治会平成 30 年度班長会】 2 月 17 日（土） 17:30～18:30
平成 30 年度の役員の選出 および、専門委員会の所属を決めました。
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