
 

 

●２月の活動報告 

   クラブ発表会を検討しました。                       

●３月の活動予定 

   ３月１３日（日）いきいきサロンで「らくゆう会」のクラブ発表会を１４時～１６時に行います。   

①歌声喫茶部➡②ハイキング部⁻➡③囲碁・将棋部➡④手芸部➡⑤楽唱会➡⑥ディスコン部➡⑦ストレッチ体操部➡ 

⑧グランドゴルフ部➡⑨なつめろタイム➡⑩健康麻雀部➡⑪俳句部➡⑫ゴルフ部➡⑬卓球部➡⑭カラオケ部の順です。 

☆60歳以上の人は入会できます。 

連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１  

 

 

 

●２月の活動報告   

２月１４日（日）午後１時３０分～３時 シニアセンター 素人落語 

ボランティア１１名 メンバー２９名 落語家３名  

天満天神の会繁盛亭ゆかりの素人落語家３名に来ていただきした。 

それぞれに楽しい話に笑いが絶えませんでした。 

●３月の活動予定 

３月１３日（日）午後１時から４５分まで シニアセンター  

来年度の役員の選出、イベントの検討会をします。また、午後２時からは、らくゆう会のクラブ発表会を 

開催しますので、日ごろの練習の成果をご覧ください。参加費１００円です。                      

 連絡先  柴 清子 電話３９－１５８０ 

 

 

●２月の活動報告 

１６組３６名参加。「お買いものごっこ」と４月から保育園・幼稚園へ行かれる方の「子育てサロン卒業式」をおこないました。 

卒業された皆さんは元気よく自分の名前等言う事ができました。きっと素敵な保育園・幼稚園児さんになられることでしょう。 

●３月の活動予定 

３月のにこにこクラブはお休みです。  

２０１６年度も４月から第３火曜日 ９時３０分～１１時で行います。 詳しくは毎月の「はつが野通信」をご覧ください。 

多くの方のご参加をお待ちしています。 またサロンをお手伝いいただける方も随時募集しています。 

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 

 

 

●地震ハザードカルテ 

   防災科学技術研究所の「地震ハザードカルテ」は、住所を入力すると、どれくらいの規模の地震が起きるかなどを診断できます。

それによると、はつが野地区（はつが野２丁目で診断しました）は、今後３０年間で地震の発生確率は次のとおりでした。 

    ＜今後３０年間での地震の発生確率＞                  

震度 確率（％）       

震度５弱 ８１．８ 

震度５強 ６４．９ 

震度６弱 ２７．６ 

震度６強 ５．２ 

 

 

  詳しくは皆様も地震ハザードカルテで見て下さい。 

  「地震ハザードカルテ」で検索してください。 
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２０１５年度も今月で終わりですね。何事にも節目があり、学校・仕事・サークル等も 1年間の決算の時期です。 

出来なかったことや目標以上に達成したこと等総決算を行い、少しは早いですが、新しい年度に向かって準備を開始しましょう。 

自治会では平成２８年度の役員の選出等新年度に向かっての準備を始める時期となりました。私達役員の任期も後１ヶ月となりまし

たが、全員一丸となり自治会活動に取り組んで参りたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

 

 

●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３月１３日（日） 午前９時～１０時 （雨天の場合は３月２０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。 

            自宅前周辺の場所は前回から次のとおりとなっていますのでよろしくお願いします。 

            よくわからない方は班長さんに確認ください。 

ブロック 班 自宅前周辺の具体的な場所（９時～９時３０分） 

１ブロック Ａ 和泉中央線 １-Ａエリア 

Ｂ、Ｄ はつが野３号公園 

Ｃ 和泉中央線 １-Cエリア 

２ブロック Ａ 和泉中央線 ２-Ａエリア 

Ｂ、Ｃ 和泉中央線 ２－Ｃエリアとモンセーヌ-～南池田中学校間道路 ２－Ｃエリア 

Ｄ はつが野３号公園 

Ｅ モンセーヌ～南池田中学校間道路 ２－Ｅエリア 

３ブロック Ａ、Ｃ 和泉中央線 ３-Ａエリアとモンセーヌ～南池田中学校間道路 ３－Ａエリア、かぐらざき公園遊歩道（３・４

ブロック間橋） 

Ｂ、Ｄ モンセーヌ～南池田中学校間道路 ３－Ｂエリアと５ブロックエリア、かぐらざき公園遊歩道（３・４ブロック

間橋） 

５ブロック Ａ モンセーヌ～南池田中学校間道路 ３－Ｂエリアと５ブロックエリア、かぐらざき公園遊歩道（３・４ブロック

間橋） 

４ブロック Ａ、Ｃ 

Ｄ 

かぐらざき公園遊歩道 

Ｂ、Ｅ、

Ｆ 

和泉中央線 ４ブロックエリア 

６ブロック Ａ モンセーヌ～かちかち山公園～ひかり歯科 ６－Ａ／Ｅ境界エリア 

Ｂ、Ｃ モンセーヌ～かちかち山公園～ひかり歯科 かちかち山公園前 

Ｄ モンセーヌ～かちかち山公園～ひかり歯科 モンセーヌ前道路エリア 

Ｅ 和泉中央線 ６－Ｅエリア 

７ブロック Ａ、Ｂ 

Ｃ 

モンセーヌ～かちかち山公園～ひかり歯科 ７ブロックエリア 

 

Ｄ、Ｅ モンセーヌ～桃山大学 ７ブロックエリア 

８ブロック Ａ、Ｂ モンセーヌ～桃山大学 ８ブロックエリア 

Ｃ 和泉中央線 ８ブロックエリア 

Ｄ かぐらざき公園遊歩道 

９ブロック Ａ 自宅周辺溝清掃、モンセーヌ～桃山大学 ９ブロックエリア～桃大前 

Ｂ 自宅周辺溝清掃 

Ｃ、Ｄ モンセーヌ～桃山大学 ９ブロックエリア～桃大前 
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発行：平成２８年 ３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  

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 

防犯・防災コーナ 

＊はつが野地区の標高は７９ｍ 

＊震度６強の揺れとは、次のような状態とのことです。 

 ・立っていることができない。 

 ・はわないと動けない。 

 ・固定していない家具の大半が動き、倒れるものが多い。 

 ・耐震性の低い木造の建物は傾いたり、倒壊したりする 

恐れが高まる。 



１０ブロック Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ、

Ｅ 

自宅周辺溝清掃 

Ｆ 自宅周辺、自治会用地（２丁目２７番１号） 

１１ブロック Ａ 和泉中央線 １１ブロックエリア 

B、C 緑ヶ丘４号公園の周辺道路 

Ｄ ３丁目境界道路 １１ブロックエリア 

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１号公園 こども会 

はつが野３号公園  こども会、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 

かぐらざき公園～里道間道路、  

１０ブロックＡ／Ｂ 

 

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 

 

●平成２８年度役員、班長が内定しました。 

   ２月２０日(土)午後５時３０分シニアセンターで平成２８年度新班長会を開催しました。この会議で平成２８年度の役員候補者が決

まりました。役員候補者の名簿は、総会議案書に掲載させて頂きます。 ４月２４日（日）開催の定期総会の承認を得て正式決定とな

ります。 
 
●自治会未加入の方から平成２８年度防犯灯維持費につきご負担頂きました。 

自治会に未加入の方に防犯灯維持費のご負担をお願いし２月１日(月)～２月１８日（木）の間にお近くの班長さん宅にご持参頂き、

２月２０日現在で２５６名・３０７，２００円のご協力を頂きました。誠にありがとうございました。 
 
●「ちょいず事業」 ‘はつが野祭り’への投票 ありがとうございました。 

「ちょいず事業」の投票は、２月２９日（月）で締切となりました。皆様のご協力ありがとうございました。支援金額は投票結果に応じ

て交付されます。確定次第別途お知らせします。 

●３月の活動予定  

 日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（火） 広報いずみ配布  はつが野通信３月号発行    

０２日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

０９日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止にご協力下さい。 

１２日（土） はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０）  

１３日（日） 地域一斉清掃（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） 

皆様のご協力をお願いします。 

自治会会則の見直し 

次回役員会の準備 

１６日（水） 古紙類・アルミ缶回収 和泉市新分別回収もあります。 

１９日（土） 自治会定例役員会（１９：００～２１：００） 役員会終了後夜間パトロールを実施します。 

２２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。 

２３日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止にご協力下さい。 

２６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。 

３０日（水） 古紙類・アルミ缶回収 ゴミの飛散防止にご協力下さい。 
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●１月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告              １月の大一資源及び米田商店からの還付金 49,870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／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 4円／㎏ 5円／㎏ 

90㎏ 150㎏ 5,380㎏ 1,190㎏ 1,110㎏ 400㎏ 110㎏ 2,440㎏ 90㎏ 

5,400円 1,500円 21,520円 4,760円 4,440円 1,600円 440円 9,760円 450円 

＊回収日  廃家電以外は毎週水曜日  廃家電は第４火曜日  
＊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。 
＊自治会で配布しました「資源ゴミ持ち出し禁止札」をご利用ください。札を無くされた方は班長さんまでに連絡ください。 

 

 

 

【はつが野街づくり推進委員会】２月１３日（土）１７：００～１８：３０ 

・Ｈ２７年度ちょいず助成金交付の決定（478,112円）について   ・自治会仮拠出金の返金について   

・２８年度ちょいずの投票について  ・Ｈ２７年度はつが野祭り来場者の分析 

 

【自治会館建設委員会】２月１４日（日） １７：００～１９：３０  

・自治会法人化に向けた自治会会則の見直しについて ・建築確認申請及び助成金交付申請手続きについて 

 

【防犯委員会】２月２７日（土） １０：００～１２：００ 

・防犯委員で防犯パトロールを行いました。 

 

【運営委員会】２月１４日（土）１９：３０～２０：３０ 

・校区役員会の報告  ・第一資源の資源回収還付金の単価引上げについて  ・一般会計の決算案及びＨ２８年度予算案の検討 

 

  【平成２８年度新班長会】２月２０日（土）１７：３０～１８：３０ 

・平成２８年度役員候補の決定 

 

【自治会定例役員会】２月２０日（土）１９：００～２１：００ 

（１）報告事項 

・校区役員会報告（交通安全委員選任、青少年指導員選任、ちょいず投票の啓発） 

・大一資源の資源回収還元金の単価引上げについて  ・平成２８年度役員候補について  

・自治会館建設委員会報告 

（２）協議・決議事項 

・費用支出申請 

・平成２７年度自治会決算見込みと平成Ｈ２８年度自治会予算案について 

・平成２７年度子ども会決算見込みと平成２８年度予算案と助成金について 

・平成２８年度らくゆう会予算案と助成金について 

・自治会会則改定案について 

  

 

●２月の活動報告 

２月２８日に(日)にお楽しみ会(パフォーマンスショー&バルーン教室)を開催しました。 

●３月の活動予定 

３月１３日(日)午前９時３０分から１０時まで子ども会での公園清掃を行います。 

※雨天時は、３月２０日(日)に延期になります。 

 ・ 各ご家庭の班にあたる公園に集合 ・ 清掃道具は各自持参 

３月１８日(金)に６年生は卒業記念遠足として、“吉本新喜劇”を見に行きます‼ 

和泉中央駅改札前に１０時３０分に集合です。詳しくは、お知らせをご確認ください。 

詳しくは、お知らせを確認してくださいね。 

子ども会入会希望の方は 副会長 大家まで（☎２４－６８０４） 
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子ども会からのお知らせ

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ 


