
：（携帯電話の番号が変わりました。） 

 

● 12121212 月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告        

  「英語でクリスマス」をしました。毎年ですが、ゲームや歌、サンタさんとの写真会。 

プレゼントももらって楽しいクリスマス会でした。  

   

● 1111 月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定    

１月１６日（火）実施。  開催場所；はつが野自治会館。  開催時間；９時３０分～１１時。   

内 容：インフルエンザ・流感の流行るこの時期、「夜間に 風邪がこじれたら・・・」等  々

     お母さん方には不安なことばかり。保健士さんがそんなお母さん達のご質問にお答えします。 

 

     寒い半日、自治会館でほっこりしませんか？ 

 

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 

 

 

 

● 12121212 月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告        

新年祝賀会の計画・準備をしました。 

●  1111 月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定    

    1 月7 日（日）定例役員会（10 時～11 時30 分））））    

【新年祝賀会】のご案内 

   「いきいきサロン」と合同で開催します。 

   日 時：平成30 年1 月14 日（日） 午前11 時～13 時30 分 

   場 所：シニアセンター（青葉はつが野老人集会所） 

   参加費：500 円 

 

                  連絡先 らくゆう会 会長 山田 秀一 電話 080-4021-9652     

                                                                     

 

 

 

    はつが野自治会館を、自治会員の方に 9 月から使っていただけるようにさせていただいております。 

ご近所同士の親睦会、お友達との打ち合わせ、ブロック・班での相談、カラオケ大会、なんでもけっこうです。 

申込者および利用者が自治会員であれば、無料で使っていただくことが出来ます。 

申込者、または、利用者のうちのどなたかが自治会員でない場合は、当面、ご利用をお控えいただきたいと存じます。 

（自治会員でない方のご利用については、来年度からとさせていただきます。 詳細については検討中です） 

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｢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「「「「申込フォーム申込フォーム申込フォーム申込フォーム」」」」からお願いします。 

はつが野自治会はつが野自治会はつが野自治会はつが野自治会館のページ館のページ館のページ館のページ     http://www.hatsugano-jichikai.com/ jichikaikan.html 
 

 

 

●●●●    1 月の自治会館内覧会  1 月は内覧会は、ありません。 
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年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ年頭のごあいさつ    

 

明けましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては良き年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

昨年も会員の皆様には自治会活動に対してご理解とご協力を賜りましたことを、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

本年も自治会活動へご協力を賜りますようお願い申しあげます。 

 

 さて昨年を振り返りますと、春に念願の自治会館が完成し、はつが野自治会の活動拠点を設けることが出来ました。 

自治会館が出来たことにより、今まで取組みが難しかった自治会活動の輪を拡げることが可能となりました。これからは自治会館を 

はつが野自治会員の相互の親睦と絆を深める場として大いに活用いただければと存じます。 

 

また昨年１２月には、青葉はつが野校区四自治会による第一回合同防災訓練を開催いたしました。近年東日本大震災、熊本地震と 

強い地震や全国各地で異常気象による大規模災害が続発しており、私たちが住むはつが野地域も決して例外ではありません。 

今後も継続して地域防災活動に取り組み、会員皆様のご参加により青葉はつが野地域が災害に強い地域に育てばと思います。 

 

本年も会員の皆様が、大過なく平穏な日々が続きますよう祈念して年頭のご挨拶といたします。 

  

平成３０年 元旦      はつが野自治会 会長 井村祐之 

 

 

 

●●●●    はつが野自治会館アンケート実施にはつが野自治会館アンケート実施にはつが野自治会館アンケート実施にはつが野自治会館アンケート実施についてついてついてついて    

    はつが野通信1 月号の配布に合わせて自治会館利用に関するアンケートを配布させていただきます。自治会館を自治会員の 

コミュニティーの場として、活用いただくために、実施します。ぜひ、ご協力をお願いします。 

 

●●●●    平成平成平成平成30303030 年度は自治会役員の募集について年度は自治会役員の募集について年度は自治会役員の募集について年度は自治会役員の募集について    

はつが野自治会の役員を募集しております。自治会活動に積極的にご参加いただける方を、幅広く募集しております。自治会 

運営を担っていただける方の立候補および推薦をお待ちしています。立候補、推薦の方法については「平成３０年度役員立候補 

および推薦の受付のお知らせ」をご覧いただき、「平成30 年度 役員立候補届」により手続きをお願いします。 

 

● 自治会入会説明会の開催自治会入会説明会の開催自治会入会説明会の開催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。ご近所に未加入の方がおられましたら、お声かけをお願いします。 

  ご都合が悪く説明会にお越しいただけない方は、入会届に必要事項を記載の上、お近くの班長さんまで自治会費と共にお届けくだ

さい。 
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発行：平成３０年１月１日  

製作：広報委員会 

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  

はつが野自治会館ご利用申込について 

らくゆう会（はつが野老人クラブ）からのお知らせ 

自治会からのお知らせ 

はつが野自治会館ニュース 

 日時 平成３０年１月２０日（土）午後５時３０分～６時１５分 

 場所 はつが野自治会館（南池田中学校を南西へ約５０ｍ） 

 内容 自治会、子ども会、老人クラブ、子育てサロン、いきいきサロンの説明 

 

  ＊自転車又は徒歩でお越し下さい。 

  ＊加入の申し込みに際しては、１月～３月分の自治会費１，５００円と印鑑をお持ち下さい。 



●●●●    11111111 月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告      単位：ｋｇ    11 月の大一資源からの還付金  108,420 円 

アルミ缶 新聞 雑誌 段ボール 古布類 

牛乳 

パック 

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 7150 1000 1960 880 170 3570 0 

7,500 円 50,500 円 7,000 円 13,720 円 3,520 円 1,190 円 24,990 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。   

 

●●●●    １１１１月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定            

 日（曜日） 活動項目 活動概要 

０１日（月） 広報いずみ配布  はつが野通信１月号発行   

０７日（日） らくゆう会役員会（１０：００～１１：３０） シニアセンター 

１０日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～）  

１３日（土） 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 

１４日（日） 里道清掃（０９：００～１０：００） １２月の一斉清掃の後、里道・その周辺へのお花

植えにご協力頂きありがとうございました。 

新年祝賀会 （らくゆう会、いきいきサロン合同） （１１：００～１３：３０） シニアセンター 

らくゆう会歌声喫茶部主催 カラオケ大会 （１３：３０～１７：００） シニアセンター 

自治会館 会館委員会 （１７：１５～１８：３０） はつが野自治会館 

はつが野自治会 運営委員会（１８：３０～１９：３０） はつが野自治会館 

１６日（火） 子育てサロン（９：３０～１１：００）  はつが野自治会館 

１７日（水） ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～） 和泉市回収 時間が早いです。 

古紙類・アルミ缶回収（８：００～）  

２０日（土） 自治会定例役員会 （１９：００～２１：００） はつが野自治会館  

２４日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～）  

２７日（土） 防犯パトロール (１０：００～１１：００) かぐらざき公園東屋集合  防犯委員全員 

防犯委員会   （１１:：００～１２：００） はつが野自治会館  年末夜警の反省 

３１日（水） ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～） 和泉市回収 時間が早いです 

古紙類・アルミ缶回収（８：００～）  

    3 日（水）は和泉市の新分別回収および大一資源の回収はありません。 

    今月の和泉市の新分別回収は、１７日(水)と 31 日(水)となっています。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                   

 

【自治会館委員会】 12 月10 日（日） 17:15～18::30 

  ・自治会館を会員にもっと使っていただくために、近日中に利用申込書の全戸配布を検討中です。  

・自治会館を使ってどんなことをしてみたいか、というアンケートを実施します。 卓球、ダンス、など色んなご意見を 

お伺いしたいと考えております。1 月のはつが野通信といっしょに配布することを決定しました。 

 

【自治会運営委員会】  12 月10 日（日） 18::30～19:30 

  ・12 月3 日（日） 自治会役員による自主防災訓練の報告 

  ・12 月16 日（土）自治会定例役員会に向けての準備 

   ・自治会費の金額の検討および自治会会館修繕積立金および建替え積立金の設定についての協議 

 

【はつが野街づくり推進委員会】 12 月9 日（土） 17:00～19：00 シニアセンター  平成29 度第7 回役員会 

   はつが野祭りの各ブロックの精算の集計および和泉市へ提出する決算書について 
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【防犯委員会】   

・年末夜警を実施しました。たくさんの方に参加していただき、大盛況でした。 

12 月29 日（金） 第1 回 17:30～18:30 子供の部 、第2 回20:00～21:00 大人の部 

12 月30 日（土） 第1 回 17:30～18:30 子供の部 、第2 回20:00～21:00 大人の部 

  

【自治会定例役員会】12 月16 日（土） 19:00～20:50 

（１）報告事項 

・自主防災訓練実施について、認知症フォーラムについて、市長とのタウンミーティングについて 

平成20 年度健康リフォームセミナーの開催について 

｢女と男のフォーラム｣チラシの掲示について 

一斉清掃についての報告事項                                              

2018 年成人式（はたちのつどい）ポスター掲示について  

・平成30 年度自治会役員の立候補・推薦について                              

 ・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 

・年末夜警実施について 

・自治会館アンケートについて 

 

                                                                   

 

● 11112222 月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告            

いきいきサロン反省会と忘年会 シニアセンター    

12 月10 日（日） 午後0 時から午後2 時  メンバー21 名 ボランティア 16 名  

 参加費500 円をいただき、忘年会と反省会を開催しました。 

 

● 1111 月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定    

1 月14 日（日） 午前11 時から午後1 時30 分まで らくゆう会と合同で、｢新年祝賀会｣ シニアセンター 

参加希望者は、保積さんまでご連絡ください。 参加費 600 円（食事代＋保険料） 

午後1 時30 分からは、カラオケ大会があります。奮ってご参加ください。 

 

連絡先  保積 三吾 電話５４－１７１１   

     

 

 

● 12121212 月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告        

     12 月3 日（日）に青葉はつが野小学校の多目的室で、クリスマス会としてオリジナル木製時計を作りました。 

子どもたちが文字盤にクレヨンやマジックなどで思い思いの絵を描いて完成させると、世界でただ一つのステキなオリジナル時計が 

出来上がりました。 

また、12 月10 日（日）の子ども会の公園清掃にご協力頂きありがとうございました。 

 

● 1111 月の月の月の月の活動予定活動予定活動予定活動予定        

1 月は子ども会での活動はありません。 

子ども会入会希望の方は、副会長 山辻まで（☎ ２４ー４１１７）                    
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いきいきサロンからのお知らせ 

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 


