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はつが野１丁目・２丁目自治会

検 索

みなさんこんにちは。3 月 11 日に発生した東北関東大震災は未曾有の被害をもらたし、一瞬にして多数の尊い
人命と生活を奪いました。被災地の方々へ心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。未だに多数の行方不明者が
いるなか、多くの方が過酷な避難生活を続けており、一日も早い復興をお祈りするとともに、今私たち一人
ひとりが出来ることを、考え、助け合い、支え合うことが大切だと思います。

自治会からのお知らせ
●平成 23 年度定期総会開催のお知らせ
開催日：平成 23 年 4 月 24 日（日）午前 10 時～11 時 30 分
開催場所：青葉はつが野小学校体育館
※議案書は 4 月中旬ごろ配布いたします。
現役員さん（班長を含む）および２３年度役員さん（班長を含む）は、必ず総会に出席していただくようお願いします。

●自治会用地の賃貸借契約を締結します。
自治会用地２ヶ所につき近々、和泉市と賃貸借契約を交わす予定です。１丁目の用地は将来｢コミュニティー広場｣とし、
２丁目の用地は｢自治会館｣建設計画用地として使うことを検討しています。

●地域一斉清掃ご協力のお礼
３月１３日（日）に実施いたしました地域一斉清掃にご協力いただき誠にありがとうございました。次回は６月に
実施いたしますので、隣り近所の方にも声を掛けあい、各世帯１人はご協力いただきますようお願いいたします。

●自治会ウェブサイト （http://www.hatsugano-jichikai.com）
自治会のウェブサイト（ホームページ）を見るには、まずヤフーかグーグルなどの検索エンジンのページで
検索キーワードのところに【はつが野自治会】と入力して検索ボタンを押してください。すると検索結果ページの、
上から 2 番目くらいに【はつが野自治会】が出てきます。それをクリックしてください。
アドレス（http://www.hatsugano-jichikai.com）を直接打ち込んでいただいても OK です。
最初のページの左上、右上、右下の 3 カ所に『自治会員のページへログイン』というのがありますので
そこをクリックしてください。すると会員であることを確認するページが現れますので、はつが野通信に記載しています
ユーザー名とパスワードを入れて OK ボタンを押してください。会員トップページに行くことができます。
（ウェブ版には、ユーザー名とパスワードは、記載しておりません。紙で配布のはつが野通信をご参照ください）
定期総会に向けて、順次｢議案書｣｢役員人事案｣｢自治会館建設についての細則案｣などを掲載して行きます。
サイトについてのご意見は info@hatsugano-jichikai.com までメールをお寄せください。

●３月の活動報告
１日（火）
２日（水）
９日（水）
１３日（日）
１６日（水）
１９日（土）
２３日（水）
３０日（水）

はつが野通信 3 月号発行、広報いずみ配布
古紙類・アルミ缶回収
古紙類・アルミ缶回収
地域一斉清掃 午後 9 時～10 時、自治会運営委員会 午後 7 時～9 時
古紙類・アルミ缶回収
定例役員会 午後 7 時～9 時、夜間パトロール 午後 9 時～
古紙類・アルミ缶回収
古紙類・アルミ缶回収

●４月の活動予定
１日（金）
３日（日）
６日（水）
１０日（日）
１０日（日）
１３日（水）
１６日（土）
２０日（水）
２４日（日）
２７日（水）

はつが野通信 4 月号発行、広報いずみ配布
15:00～17:00 自治会予算委員会（シニアセンターの和室）
古紙類・アルミ缶回収
9:00～10:00 里道清掃 ご協力宜しくお願いします
11:30～12:30 自治会監査会 16:00～17:00 総会議案書製本作業（シニアセンター）
古紙類・アルミ缶回収
19:00～21:00 定例役員会（新旧役員引継ぎ）
（シニアセンター）、21:00～夜間パトロール
古紙類・アルミ缶回収
10 時～11 時 30 分 自治会定期総会（青葉はつが野小学校体育館）
古紙類・アルミ缶回収

●2 月度の古紙類およびアルミ缶回収報告

2 月の大一資源からの還付金 49,300 円

アルミ缶
ペットボトル
新 聞
雑 誌
ダンボール
布 類
60 円/Kg
10 円/Kg
5 円/Kg
5 円/Kg
5 円/Kg
5 円/Kg
105Kg
170Kg
5,690Kg
1,210Kg
1,110Kg
240Kg
6,300 円
1,700 円
28,450 円
6,050 円
5,550 円
1,200 円
※４月の回収日は６日、１３日、２０日、2７日のいずれも水曜日です。
※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ますようお願いいたします。
※ペットボトルは軽く中を洗ってこの日にお出しください。ふたは外して出してください。

牛乳パック
5 円/Kg
10Kg
50 円

子ども会からのお知らせ
３月の報告 ３月５（土）

お楽しみ会を開催しました。ドッジビーを体験した後
ビンゴ大会等で６年生と最後の交流を楽しみました。
３月２２日（火） ６年生の卒業記念遠足で吉本新喜劇観劇会を開催しました。
４月の予定 ４月１７日（日） １０時より青葉はつが野小学校にて、子ども会総会と
新入生歓迎会を予定しています。

にこにこクラブ（子育てサロン）からのお知らせ
3 月 15 日（火）

30 組の予約制で行いました。３Ｂ体操の講師の方に来て頂き、
親子で体を動かしました。と～っても楽しかったです。

4 月の予定 4 月 12 日（火）晴天の場合・・・青葉台自治会館横公園へお散歩。
10 時シニアセンター出発。30 分ほどかけて公園まで歩き、公園でお花見。
11 時半現地解散。持ち物：飲み物、タオル。
雨の場合・・・シニアセンターにて活動。10 時～11 時（受付開始；9 時 45 分）
体操・ボール遊び・お歌。
汗ばむ季節になってきました、お茶・タオル等お忘れなく。

らくゆう会からのお知らせ
●ゴルフクラブの誕生！！

らくゆう会では、現在 15 クラブが活動しておりますが、3 月 16 日に｢ゴルフクラブ｣が誕生しました。
年間 4 回（3 月、6 月、9 月、12 月）コンペ開催予定で、現在部員は 16 名です。今までは、同好会としてやって
おりましたが、クラブに昇格し、若手会員にも魅力あるらくゆう会にして行きたいと思っています。自治会員で
あればらくゆう会員でなくても準部員として参加できます。
（連絡：らくゆう会会長 上林 電話 53-1140 まで）

いきいきサロンからのお知らせ
3 月 13 日（日）ボランティアグループ｢いずみヒューマンネット｣のみなさんに来ていただき、風船でワンちゃんや
ねずみを作りました。作る途中で風船が割れたりすると｢キャー｣と歓声が上がり、盛り上がりました。
出来上がった｢ワンちゃん｣｢ねずみ｣をお孫さんに見せるのだと意気揚々と持って帰られました。
4 月 3 日（日） 12:30～14:00 宮の上公園 花見 12:30 に｢いずみの国史料館｣にお集まりください。
4 月 10 日（日） 13:30～15:00 シニアセンター ｢手話コーラス｣ 『上を向いて歩こう』など知っている歌を
手話で表現してボランティアグループの人たちといっしょに歌います。

●自治会会館建設計画について
現在、自治会および関連団体は、おもに｢シニアセンター｣を活動の拠点として利用していますが、｢シニアセンター｣は
元来｢老人集会所｣であり、老人クラブ活動に最上位の優先権が与えられています。青葉台、松風台、はつが野の人口が
今後高齢化比率が高くなるに伴い、自治会としての活動拠点を失う危険性が出てきています。すでに一部の団体が活動拠
点を他に移すように要請を受けており、その危機は現実のものとなって来ています。
今後は自治会の中に、｢クラブ｣｢サークル｣などを作っていき、それらの活動を中心に会館を使って行きたいと
思っています。役員会などで使うのは従来の会館の使い方でしたが、それだけではなくもっと広くみんなが
使える、利用できる自治会館でありたいと思っています。

自治会館建設は、2004 年 9 月に自治会設立したときからの遠い目標でした。2009 年には一度は｢会館建設は無理だ｣と
考え目標を放棄し、自治会費を当年度経費を賄えるだけの金額にまで減額しました。
しかし、いつまでも自由に使えると思っていた｢シニアセンター｣が自由に使えなくなりつつある状況のなか、会館建設を
再度検討すべきではないかとの声が上がり、役員会として昨年 11 月から検討を進めてきました。
この検討において一番腐心をしたのは、会員に大きな負担を掛けないこと。しかし、10 年とか 20 年の超長期計画では実
現が難しいことの 2 点でした。そこで、会館建設積立金として自治会費を２００円増額させていただき、毎月５００円 年
間６，０００円をお願いしたいと思っています。また竣工を 5 年後の平成 28 年度を目指したいと思っています。
自治会会則で決められている会費は月額 500 円です。しかし過去 2 年間は 300 円でやってきました。これを元に
戻すことになります。また過去 2 年の間に自治会に入会された方には、値上げになります。
5 年にわたる長期計画で、会員のみなさまにもご負担を強いることになり恐縮ではありますが、将来にわたる自治会の
拠点を作り、私たちの子どもたち、孫たちがはつが野で豊かなコミュニティーを築ける礎を今、計画すべきだと思います。
この案を 4 月 24 日開催の平成２３年度定期総会で提案させていただく予定にしておりますので、ご理解、ご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。

自治会館建設については、長期計画を作成して対応していく予定です。そのために、自治会館建設の目的、
会館の用途、建設委員会の設置、特別会計の設置などを事前に決めておく必要があると考え、過日の定例理事会で
下記の『自治会館建設についての細則』が提案され、賛成多数で承認されました。
細則は理事会で設定できますが、予算を伴う細則ですので、施行日を定期総会開催の平成 23 年 4 月 24 日としています。

はつが野１丁目・２丁目自治会
｢自治会館建設｣についての細則(案)
(目的)
第１条 当細則は「自治会館建設」について基本理念、用途、建設準備委員会などについて、
その詳細を定めることを目的とする。
(基本理念)
第２条 自治会会則第 3 条の｢活動｣をより効果的に達成できるようにするため、その拠点として
「自治会館」の建設をする。
(建設方針)
第 3 条 自治会館建設用地（市有地）は、はつが野 1 丁目と 2 丁目にそれぞれ 1 ヶ所ずつあり
和泉市の委託を受けて、当自治会が管理しているが、老人集会所にも近く、また敷地
面積も広いことから、自治会館は当面、2 丁目の用地に建設する方向で進める。
(用途)
第 4 条 自治会館の用途は下記のように定める。
(1) 会員相互の親睦、生活環境の改善及び向上、並びに社会福祉活動
a) クラブ・サークル活動
b) 子ども会の活動
c) 子育てサロン
d) ボランティア活動
e) 老人クラブの活動
f) 自治会役員会の開催
g) 自治会各委員会活動
h) 地域イベントなどの活動
i) 防犯パトロール
j) 夜警
k) 地域一斉清掃
l) その他本会の目的を達成するために必要と認められる活動
(2) 会員相互の事務連絡及び情報提供に関すること
m) 自治会広報誌の編纂、印刷、配布など
n) その他の関連活動
(3) 保管目的
自治会の必要書類の保管
清掃用具などの保管
その他の備品の保管
(4) 災害時の避難場所および対策本部としての使用
（自治会館建設準備委員会の設置）

第 5 条 自治会館建設推進のために｢自治会館建設準備委員会｣を設置する。
第１項 委員の構成
委員長は自治会長とし、委員長が必要な委員を任命するものとする。
委員の任期は自治会館竣工後６ヵ月後までとする。
第２項 ｢自治会館建設準備委員会｣の活動
a) 和泉市の担当部署と連携を取り、準備を進める。
b) 近隣の自治会と連携し、建設に当っての情報を収集する。
c) 建設業者などに会館建設の見積もりを依頼、検討する。
d) 関連団体と協議し、法的な手続き等に問題が生じないように準備する。
e) 必要な設備、什器、などの購入・設置を検討する。
f) 建設についての予算を検討する。
第３項 報告
準備進行状況については逐次、自治会員に報告する。
（特別会計の設置）
第 6 条 繰越金および会費収入の一部を新たに設置する｢自治会館建設特別会計｣に組み入れ
自治会館建設の目的のための支出に使うものとする。
繰越金からの繰り入れ金額については、理事会で決定する。
平成 23 年度からは自治会費を毎月 500 円とし、その内の 200 円分を組み入れるものとする。
金額は毎月 200 円 x12 ヶ月ｘ会員総数とする。
特別会計の収支については、総会に会計報告をするものとする。
当特別会計に組み入れた金額については、自治会員が退会する場合においても返金しない。
特別会計に組み入れた金額の一部を一般会計で使う必要のあるときは、理事会の
出席理事総数の４分の３以上の賛成をもって、承認を得なければならない。
（改訂）
第 7 条 この細則の改訂は、自治会理事会の承認を必要とする。
附則
(施行期日)
この細則は、平成２３年４月２４日から施行する。

自治会館建設の資金面、スケジュール、会館の規模についての概略案です。

はつが野自治会

自治会館建設案
平成 23 年 3 月 22 日

自治会館建設特別会計
期初
繰越金から繰り入れ
会費から繰り入れ
運営費節減分
期末

自治会費からの
繰入額
自治会世帯数
平成 23 年 3 月 7 日
平成 23 年度
平成 27 年度
平成 28 年度
自治会館建設費用

（単位：万円）
平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

0
850
144
60
1,054

1,054
0
156
60
1,270

1,270
0
168
70
1,508

204

216

600

650

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

1,508
0
180
80
1,768

1,768
0
192
90
2,050

2,050
0
192
90
2,332

238

260

282

282

700

750

800

800

和泉市に長期計画の概要説明（鎌野会長、上林副会長）
自治会館建設委員会を設置
近隣自治会の会館の概要を調査、建設の見積もりを取る
和泉市に補助金を正式申請
建設に着手、年度内に竣工
木造 2 階建て
什器、外構込み
概算
自治会からの支出
2/3
和泉市からの補助金 1/3

3,000 万円
2,000 万円
1,000 万円

= はつが野通信 平成 23 年 4 月１日号 完 =

