
：（携帯電話の番号が変わりました。） 

 

● 1111 月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告        

  ７組 １６名参加 市の保健士さんに来て頂き、風邪・流感のお話。 

どれだけ綺麗に手が洗えているかをクリームと装置を用いて調べました。綺麗に洗ったつもりでも洗えて 

なくて、みんな大変驚きました。   

● 2222 月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定    

２月２０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：「卒業式」。今年度最後の子育てサロンとなります。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す。 他にゲーム等をしますので、お気軽にご参加くださいね。 

   温かい飲み物をご用意してお待ちしていますね。 

参加費：自治会会員家庭は無料。 自治会に加入されていない家庭は、お子様1 名に付き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 

※ 自治会館へは徒歩・自転車でお越しくださいね。 

            連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８ 

 

 

● 1111 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】を 1 月14 日（日）シニアセンターで開催しました。    

● ２２２２月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定    

2 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、３月からのテスト利用（４月から有料利用予定）を 

受付いたします、詳細は当冊子の１Ｐをご覧ください。 

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 
 

 

●●●●    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 info＠hatsugano-jichikai.com                                                                                                                                                                                
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●●●●    はつが野自治会館はつが野自治会館はつが野自治会館はつが野自治会館    管理人の募集管理人の募集管理人の募集管理人の募集    

    はつが野自治会館の円滑な運用のため、管理人を募集します。 

＜管理人の応募資格＞ 

１） はつが野自治会の自治会員であること。 

２） グループでの申し込みも可能です。ただし交通費はグループに対しての支払いとなります。 

３） 申込が多い場合は、過去・現在に自治会役員、班長を経験した者を優先します。 

 

＜有償ボランティア＞ 

管理人（またはグループ）に対して、1 回（4 時間）あたり、1,000 円の交通費の支給をします。 

 

詳細は、別紙チラシをご参照ください 

お問い合わせ： 自治会メールアドレス info＠hatsugano-jichikai.com  

 

●●●●    はつが野自治会館はつが野自治会館はつが野自治会館はつが野自治会館    テスト利用についてテスト利用についてテスト利用について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。時間帯区分および利用時間は４月以降も適用予定です。 

 

＜テスト利用期間＞ 

平成30 年3 月1 日（木）～２３日（金） 

<申込方法と締切＞ 

申込締切：２月２４日（土）午後３時 

申込方法：団体名・代表者氏名・住所・携帯電話番号・テスト利用希望日時（利用月日・時間帯区分・開始時間・利用時間）を記載し 

封筒に入れて、自治会館ポストに投函もしくは自治会館メールアドレス( info＠hatsugano-jichikai.com )に送付ください。 

申込書式（案）については、２月１日以降、はつが野自治会館のホームページからダウンロードできるようになります。 

 

［時間帯区分］ 

午前：9 時～13 時  午後：13 時～17 時  夜間：17 時～21 時 

［利用時間］ 

上記時間帯区分の中で、以下の時間とします。 

４時間利用 (4 月以降 利用料５，０００円) 

２時間利用 (4 月以降 利用料２，５００円) 

１時間利用 (4 月以降 利用料１，２５０円) 

※ 利用時間の中には清掃時間（約１５分）を含みます。ホール床およびトイレの掃除、戸締まり、照明・エアコン・電気器具の 

停止および水道栓の閉栓確認などをお願いします。 

※ 利用料金以外に、光熱費をいただく予定ですが、金額については、検討中です。2 月中旬には公表の予定です。 

 

※ 自治会員の方は、期間中も利用を受付しております。（利用料無料） 
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発行：平成３０年2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 

はつが野祭りニュース 



●●●●    12121212 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    12 月の大一資源からの還付金  110,200 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/㎏ 

110 6430 1400 2160 730 190 3890 0 

6,600 円 45,010 円 9,800 円 15,120 円 5,110 円 1,330 円 27,230 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。   

 

●●●●    2222 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（木） 広報いずみ配布  はつが野通信１月号発行   

０４日（日） らくゆう会役員会（１０：００～１１：３０） シニアセンター 

０７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。 

０７日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

１０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 

１１日（日） 里道清掃（９：００～１０：００） 寒い日が続いていますが、皆様のご協力をお待

ちしています。 

いきいきサロン 素人落語３題 （１３：３０～１５：００） 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 （１５：００～１７：００） 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 

１４日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

１７日（土） 

 

平成30 年度班長会 （１７：３０～１８：３０） はつが野自治会館  

自治会定例役員会  （１９：００～２１：００） はつが野自治会館  

２０日（火） 子育てサロン（９：３０～１１：００）  はつが野自治会館 

２１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～） 大一資源 

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（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   

自治会館管理人 説明会  （１７：００～１８：００） はつが野自治会館 

臨時会館委員会 （１８：００～１９：００） はつが野自治会館 

２５日（日） 自治会館管理人 説明会  （９：００～１０：００） はつが野自治会館 

２６日（月） 管理人運営 開始予定 はつが野自治会館 

２８日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～） 大一資源 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                   

 

【自治会館委員会】 1 月14 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、アンケートを実施。集計のため 27 日（土）に会議を開催。  

・自治会館に管理人を設置する提案が出され協議した結果、管理人の募集を行うことを役員会に議案提出することを決定 

しました。 

 

【自治会運営委員会】  1 月14 日（日） 18::30～19:30 

  ・自治会館特別会計のあり方、将来について協議 

   収入として、会館利用料 太陽光発電売電 など。 

   支出として、備品購入費、、修繕積立金、光熱水道費、小規模修繕を 5 年毎、大規模修繕を 15 年目に        Page 2 

   塗装、エアコン入替などを見積もり、30 年後の会館建替え時に５，０００万円の積み立てを目指す考えです。 

                                                                            

【はつが野街づくり推進委員会】 1 月13 日（土） 17:00～19：00 シニアセンター  平成29 度第8 回役員会 

   2 月初めから始まる、【ちょいず】の投票依頼チラシの検討。平成30 年度は、1 団体あたりひとりで 604 円 

   助成のための投票ができます。 団体番号【３３】と、記入場所の団体番号【３３】と、記入場所の団体番号【３３】と、記入場所の団体番号【３３】と、記入場所の 3333 ヶ所に記載をお願いします。ヶ所に記載をお願いします。ヶ所に記載をお願いします。ヶ所に記載をお願いします。    

    

                はつが野自治会では、はつが野自治会では、はつが野自治会では、はつが野自治会では、回収の成績を上げるために、回覧板に【ちょいず回収袋】を付けて、まわさせていただきます回収の成績を上げるために、回覧板に【ちょいず回収袋】を付けて、まわさせていただきます回収の成績を上げるために、回覧板に【ちょいず回収袋】を付けて、まわさせていただきます回収の成績を上げるために、回覧板に【ちょいず回収袋】を付けて、まわさせていただきます    

            ので、記載いただいた投票用紙は、和泉市への提出用の封筒に入れていただき、その封筒を、回収袋にので、記載いただいた投票用紙は、和泉市への提出用の封筒に入れていただき、その封筒を、回収袋にので、記載いただいた投票用紙は、和泉市への提出用の封筒に入れていただき、その封筒を、回収袋にので、記載いただいた投票用紙は、和泉市への提出用の封筒に入れていただき、その封筒を、回収袋に入れ入れ入れ入れてててて    

            次の方にまわしてください。次の方にまわしてください。次の方にまわしてください。次の方にまわしてください。    2222 月月月月 15151515 日（木）頃までに班長さんの元に返していただくよう、よろしくお願いします。日（木）頃までに班長さんの元に返していただくよう、よろしくお願いします。日（木）頃までに班長さんの元に返していただくよう、よろしくお願いします。日（木）頃までに班長さんの元に返していただくよう、よろしくお願いします。    

            

            班長さんは、班長さんは、班長さんは、班長さんは、16161616 日までにブロック長さんにお届けください。ブロック長さんは、日までにブロック長さんにお届けください。ブロック長さんは、日までにブロック長さんにお届けください。ブロック長さんは、日までにブロック長さんにお届けください。ブロック長さんは、17171717 日（土）の役員会の時にお持ちください。日（土）の役員会の時にお持ちください。日（土）の役員会の時にお持ちください。日（土）の役員会の時にお持ちください。    

                                                                 

【防犯委員会】   

・１月27 日（土）10:00～ 防犯パトロール、11:00～11:30 防犯委員会を開催、年末夜警の反省を行いました。 

 

【自治会定例役員会】1 月20 日（土） 19:00～20:50 

（１）報告事項 

・平成30 年度自治会役員の立候補・推薦について   

･平成30 年度班長名簿の提出について 

･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について 回収状況 

 ・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 

･特別会計については自治会館の将来的な補修や建て替えを考慮して 自治会費は自治会館特別会計分の 200 円を含んだ 

500 円を継続して来期予算を検討することが決定しました。 

･自治会館に管理人を設置する提案について 管理人ついては募集案内を行うことが決定しました。 

 

                                                                   

 

● 1111 月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告            

1 月14 日（日）らくゆう会と合同で、「新年祝賀会」をシニアセンターで開催しました。    

アンサンブル「遊」のメンバーによる琴と尺八の演奏、ジャンケンオリンピック、ビンゴなどを楽しみました。 

今回は 参加費500 円をいただき、ワンランク上の食事会を開催しました。みなさんに好評でした。 

 

● 2222 月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定    

2 月11 日（日） 午後1 時30 分から午後3 時まで 素人落語会 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 100 円（食事代＋保険料） 

午後3 時からは、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   

     

 

● 1111 月の活動報告月の活動報告月の活動報告月の活動報告        

   1 月は子ども会での活動はありませんでした。 

 

● 2222 月の活動予定月の活動予定月の活動予定月の活動予定        

2 月18 日（日）9 時半〜「お楽しみ会」として「映画（ＳＩＮＧ）鑑賞&○×クイズ大会」をします。 

今回は、新しくできたはつが野自治会館で行います！間違えないで下さいね。 

今年度最後の子ども会イベントになりますので、ぜひみんなで遊びに来てください。 

子ども会入会希望の方は、副会長 山辻まで（☎ ２４ー４１１７）                        Page３     

                                                                                                                                                                                                             

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 


