
  

 

●３月の活動報告 

    ３月１２日（日）いきいきサロンでカラオケバトルを行いました。これからもクラブ活動を楽しんでください。 

●４月の活動予定 

   【定期総会】のご案内 

日 時：平成28 年4 月16 日（日）午前10 時～12 時   場 所：シニアセンター（青葉はつが野老人集会所） 

☆１６クラブ紹介（随意募集） 

 ○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 ⑮ウオーキング ⑯書道部  

連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 ０９０－９７０５－４５３１ 

 

 

 

はつが野自治会館が完成し３月２５日には引渡しを受けました。はつが野通信３月号でもお願いしましたが、引き続きご寄付のお願

いをさせていただきます。当初の備品には、できるだけお金を掛けず、節約してスタートしたいと考えています。 
食器・調理器具などについては、新品に限らせていただきます。家電製品などについては、中古でもけっこうです。消耗品について

は、未開封のものでお願いします。 
お手数ですが、下記の自治会メールアドレスに、お名前、ご住所、電話番号、寄付いていただける商品名、個数をご連絡ください。 
できれば写メールなどで商品の写真もいっしょに送っていただきますと大いに助かります。担当の者から、連絡を取らせていただき、

受け取りに行かせていただきます。ご協力よろしくお願い申し上げます。 
 

受付期間： 平成２９年３月１日～５月７日  引き取り：５月８日以降順次 

 自治会メールアドレス： info@hatsugano-jichikai.com 
（１）キッチン（数字の入っているものは、希望個数です） 

ガラスコップ コーヒーカップ 湯のみ 急須 キッチンハサミ ふきん 
30 30 50 2 2 20 

お盆（大） お盆（中） お盆（小） おなべ（大） タオル  
3 3 3 3 10  

やかん IH 対応     
3     

  （２）事務室 
置き時計 ものさし 筆立て ナイフ カッター ＦＡＸ機 

書棚 ざぶとん 他文房具 パソコンラック   
  （３）物置・掃除用具室 

ほうき ちりとり バケツ 掃除機 ぞうきん ホース 
ティッシュ ゴミ箱 その他    

  （４）家電製品 
電子レンジ テレビ台 FAX 電話機 ブルーレイレコーダー その他  
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新年度が始まります。ご入学やご就職と大きな夢と希望をもって第一歩を踏み出しましょう。又、桜もいつものように満開の時期にな

ります。やわらかい春の日差しと共に満開の桜は心身を和ませてくれます。 

  ４月２３日（日）の定期総会をもって役員・班長が交替します。引継をしっかり行い、新役員・班長でＨ２９年度の自治会運営を行って

まいりますので皆様のご協力をお願いします。自治会活動は新しい自治会館にその場を移して発展させて行きたいと思います。 
 

 

 

 

●平成２９度定期総会開催のお知らせ 

平成２９年度定期総会を下記の通り開催します。万障お繰り合わせのうえご出席のほど、よろしくお願いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＊４月１６日（日）までに「はつが野自治会 Ｈ２９年度 定期総会開催のお知らせ」と「総会議案書」をお配りしますので「開催のお

知らせ」に記載の「出欠票兼委任状」を班長さんに提出してください。 

  

●４月の定例役員会について 

４月の定例役員会は、定期総会前日の４月２２日（土）に開催します。現在の役員の方に加えて、Ｈ２９年度のブロック長・役員候補

の方もご出席ください。 Ｈ２９年度自治会費徴収キットをお渡しします。 

場所は、自治会館です。シニアセンターではないのでご注意ください。 

 

●新聞編纂委員の募集 ～ ｢はつが野通信｣編纂のお手伝いをしていただける方を募集します。～ 

 

４月号まで長い間、｢はつが野通信｣の編纂をしていただいていた担当の役員さんが退任されます。 

５月号以降のはつが野通信の編纂をお手伝いいただける方を募集させていただきます。 

  ５月以降の新役員にて編纂を続けていくつもりにしていますが、新聞編纂のお手伝いをしていただけますとよりスムースに 

自治会の運営ができると見込まれますので、ふるってご応募をお願いします。 

      ワードが使えることが必須となります。 

      その他のソフトが使えれば、より好ましいですが、まずはワードからとなります。 

      ご応募いただける場合は、下記まで、お名前と連絡先電話番号を記載して、メールをお願いします。 

      info@hatsugano-jichikai.com   新聞編纂委員募集係 

 

●地域一斉清掃のお礼 

３月１２日(日)に実施しました地域一斉清掃にご協力頂き、誠にありがとうございました。３ヶ月に１度の清掃ですが、私たちの街

が綺麗になることは嬉しいものです。 

   次回は６月１１日（日）を予定しています。地域の美化活動として皆様のご協力をお願いします。 
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発行：平成２９年 ４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 

らくゆう会からのお知らせ 

はつが野自治会館 備品の寄付のお願い （自治会館建設委員会より） 

  

開催日  平成２９年４月２３日（日） １０：００～１１：３０ 

場所    青葉はつが野小学校体育館 

 

議案書は４月１６日（日）頃に配布させていただきます。 

総会に出席される方は議案書をご持参ください。 

 

体育館は土足厳禁となっていますので上履きをご持参ください。 

  現役員（班長を含む）及び平成２９年度役員候補（班長を含む）の方は、必ず総会に出席してください。 

はつが野自治会館 備品の寄付のお願い （自治会館建設委員会より） 

自治会館が完成しました。３月２５日

（土）に引渡しをうけました。今後の運

営委員会、役員会等の活動は自治会

館で行います。 



●２月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告        ２月の大一資源及び米田商店からの還付金78,620 円 

アルミ缶 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/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 7 円/㎏ 5 円/㎏ 

83 ㎏ 5,240 ㎏ 710 ㎏ 1,400 ㎏ 230 ㎏ 140 ㎏ 2,750 ㎏ 70 ㎏ 

4,980 円 36,680 円 4,970 円 9,800 円 1,610 円 980 円 19,250 円 350 円 

 

※アルミ缶は、和泉市の回収ではなく、自治会の回収日に出してください。資源回収は自治会の貴重な収入源です。 

 みな様のご協力をお願いします。ご近所で非自治会員の方にもお声かけをしていただきますようお願いします。 

※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 

     

●４月の活動予定      

 日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（土） 広報いずみ配布  はつが野通信４月号発行   

臨時建設委員会（１６：００～１７：００） 

 

自治会館で開催します。 

０５日（水） 古紙類・アルミ缶等の回収 

 

和泉市新分別回収もあります。 

ペットボトルは和泉市分別回収に出してください。

アルミ缶は、自治会の回収に出して下さい。 

０８日（土） 自治会館落成式（１０：００～１２：００） 

はつが野街づくり推進委員会（１７：００～１８：３０） 

役員・班長の方はご出席ください。 

 

０９日（日） 里道清掃（９：００～１０：００） 

自治会館建設委員会（１７：１５～１８：３０） 

運営委員会（１８：３０～２０：００） 

皆様のご協力をお願いします。 

場所は自治会館です。 

１２日（水） 古紙類・アルミ缶等の回収  

１９日（水） 古紙類・アルミ缶等の回収 和泉市新分別回収もあります。 

ペットボトルは和泉市分別回収に出してください。

アルミ缶は、自治会の回収に出して下さい。 

２２日（土） 自治会定例役員会（１９：００～２１：００） 場所は自治会館です。 

 

２３日（日） 平成２９年度定期総会（１０：００～１１：３０）  

２５日（火） 廃家電の回収 回収可能なものは金属類です。 

２６日（水） 古紙類・アルミ缶等の回収  

 

 

 

【自治会館建設委員会】３月４日（土）１５：００～１７：００、３月１１（土）１５：００～１６：００ １７：００～１９：００ 

３月１８日（土）２０：３０～２２：００ ３月２０日（月） １６：００～１７：００ ３月２５日（土）１５：００～１６：３０ 

・施主検査実施 ３月４日（土） 

・机、イス、スリッパ、カーテンの購入について 

・和泉市助成金について（３月１７日（金） 11,276,000 円振込） 

・落成式について（４月８日（土）） 

・自治会館運用規約作成について 

・自治会館火災保険の加入について 

・自治会館の引渡し（３月２５日（土）に引渡しを受けました。） 

 

【運営委員会】３月１２日（日）１７：１５～２０：３０ ３月２０日（月）１７：００～１８：００ 

・次回役員会の準備 

・定期総会の準備（議長。書記、議案） 

・総会議案書の作成 
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【自治会役員会】３月１８日（土）１９：００～２０：３０ 

（１）報告事項 

・校区役員会の報告（平成２９年度春の運転者講習について、泉州障がい者就業生活支援センターについて） 

・自治会館建設委員会報告（和泉市の検査、引渡日、自治会館運用規約について、落成式（4/8）について） 

・はつが野街づくくり推進委員会報告    ・平成２９年度自治会の組織及び世帯数について 

 （２）協議・決議事項 

・費用支出申請   

・自治会館建設費の残額に支払いについて  ・自治会館落成式について（４／８ １０時～１２時） 

  

 

 

ご入学・ご進学おめでとうございます！ 

今年度も楽しい１年となりますよう、いろいろなイベントを企画していきたいと思います。 

 

●３月の活動報告 

 ３月１６日（木）に、卒業生（２１名）が卒業記念遠足で『吉本新喜劇』の観劇に行きました。 

笑い声が溢れる、子ども会 後のイベントとなりました。 

     ３月１２日（日）に、子ども会の公園清掃を行いました。ご協力ありがとうございました。 

 ●４月の活動予定  

４月９日（日）１０時より、『はつが野子ども会 定期総会』を 青葉はつが野小学校多目的室で開催します。 

     

 子ども会入会希望の方は、副会長 山辻まで（☎２４－４１１７） 

 

 

 

●３月の活動報告 

３月はお休みでした。 

●４月の活動予定 

４月１８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：今年度初めての子育てサロンです。ワイワイにぎやかに楽しみましょう。 

初めての参加者さんのご参加もお待ちしています。  

 

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         

絡先 篠原 電話 ５４－３９３８ 

 

 

 

●３月の活動報告   

カラオケバトル   ボランティア１６ メンバー２２ シニアセンター 

らくゆう会の歌のクラブのメンバーを中心に、カラオケバトルを開催しました。精鋭１９名が出場し、自慢ののどを披露してい 

ただきました。 

初回優勝者は、カラオケ部長の杉本みどりさんでした。 

●４月の活動予定 

４月９日（日） 手話コーラス 午後１時３０分～午後３時 シニアセンター 

常連の｢ひまわりグループ｣のボランティアの方たちに来ていただきます。手話をしながら、身振り手振りで、声を出して、楽しく 

歌いましょう。 

参加費 １００円 

参加希望者は、鎌野さんまでご連絡ください。（電話 ５３－５３６０） 

 Page３        

子ども会からのお知らせ

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）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 

 


