子ども会からのお知らせ
● １２月の活動報告
12 月 2 日(日)にクリスマス会で、クリスマスカードを作りました。
みんな、時間いっぱい、真剣にカード作りに取り組んでいました。とっても素敵なカードができました。友だちへ、
お父さんへ、お母さんへと心のこもったカードは渡せたかな？
12 月 9 日(日)は、はつが野３号公園とぞうさん公園の掃除をしました。落ち葉がいっぱいありましたが、ゴミ袋が
すぐにいっぱいになりました。ご協力ありがとうございました。
● １月の活動予定
1 月の活動はお休みです。
来年度、子供会で一緒に活動をしませんか？
たくさんのイベントや異学年の交流もできます。是非入会ください。
子ども会入会希望の方は、副会長 藤村まで（☎53-2987）

はつが野自治会館からのお知らせ
はつが野自治会館では自治会員さまの利用を受付しております。利用方法については自治会 HP より自治会館の
ページを開いていただくと説明があります。
＜管理人の急募＞（拘束時間が大幅に軽減されました。）
はつが野自治会では自治会館利用者のサポートとして自治会館管理人を募集しています。現在の登録管理人では
会館運営に支障がでることも予想されております。管理人業務の軽減も検討しており、自由な時間があり、少しでも
会館運営にご協力いただける方がおられましたら、下記 お問い合わせ お申込み先まで連絡をお願いします。
＜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。ただし手当はグループに対しての支払いとなります。
＜有償ボランティア＞
主な仕事は会館利用者の対応となります。
自治会館の解錠、施錠、利用者からの利用料の徴収、会館の後片付けなどです。
利用開始時の解錠、利用料の徴収のみ、利用終了時の施錠、後片付けのみといった対応も可能となりました。
管理人（またはグループ）に対して、1 回（4 時間）あたり、1,000 円の手当を支給します。（利用前と利用終了時を
2 名で対応頂く場合は、手当は 500 円となります。）
詳細は、自治会ホームページ 自治会館のページをご参照ください。
お問い合わせ お申し込み： 自治会メールアドレス info@hatsugano-jichikai.com
または、はつが野自治会館 FAX 0725-24-7453

はつが野キャンパスレポート
● はつが野キャンパスがスタート
はつが野キャンパスを 12 月 16 日（日）スタートしました。
記念すべき第一回には 18 名の参加者が集まり、ボランティアの桃大学生と
らくゆう会の方と卓球、オセロ、将棋などで楽しく交流を図りました。
はつが野キャンパスは毎月第 4 日曜日の午後に開催する予定です。
対象者は、小学生・中学生・5 才以上の未就学児のみなさんです。
未就学児は保護者の同伴をお願いします。

はつが野祭り特集
● 10 年後のわたしの夢（作品・作文）のｗｅｂサイトへの掲載について
はつが野祭りにて、自治会員のみなさまより「10 年後のわたしの夢」作品・作文の募集したところ多数のご応募を
いただきました。その中からｗｅｂへの掲載をご了解いただいた作品を、はつが野自治会ウェブサイトにて公開
（11 月～2 月頃）させていただきます。また、作品はタイムカプセルに保管し 10 年後にお返しさせていただきます。
掲載サイト https://www.hatsugano-jichikai.com/event_sakuhin.html
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年頭あいさつ
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、自治会館の一般利用を開始し少しずつ利用者が増えてきて、はつが野自治会員の相互の親睦と
絆を深める場としての機能を発揮しつつあります。また、昨年９月に襲来した台風２１号では、当はつが野自治会においても被
害が発生するなど、大規模災害への備えについても取り組み強化が必要と感じております。そのような中、１２月１日には２回目
となる青葉はつが野校区四自治会の合同防災訓練を実施いたしました。また、同じく１２月に福祉活動の一貫として世代間交流
を目的に「はつが野キャンパス」を立ち上げました。
今後も継続して地域防災活動、自治会員の交流活動の活性化に取り組み、会員皆様のご参加により青葉はつが野地域が地
域交流の盛んで、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３１年 元旦
はつが野自治会 会長 井村祐之

● 役員立候補・推薦のお願い
平成３０年度（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）の役員を募集します。応募方法は、【立候補】又は【推薦】の
いずれかです。別途配布しました「平成３０年度 役員立候補届」又は「平成２９年度 役員推薦届」に必要事項を記入
いただき、１月１９日（木）までに班長さんにお届け下さい。班長さんは、１月２０日（金）までに、届出用紙をブロック長
さんに渡して下さい。届出が無い場合はその旨を報告して下さい。
● 入会説明会の実施について
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。
実施月日 １月１９日（土） 午後５時３０分～６時１５分
場 所
はつが野自治会館
● １月の活動予定
日（曜日）
活動項目
活動概要
１日（火）
広報いずみ配布 はつが野通信１月号発行
２日（水）
古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
和泉市回収 時間が早いです。
６日（日）
らくゆう会役員会（１０：００～１１：３０）
シニアセンター
９日（水）
古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
和泉市回収 時間が早いです。
１２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
１３日（日） 自治会会館委員会 （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（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
大一資源
ペットボトルなど和泉市新分別回収（６：００～）
大一資源
１９日（土） 自治会定例役員会 （１９：００～２１：００）
はつが野自治会館
２０日（日） 子ども会イベント
はつが野自治会館
子育てサロン（９：３０～１１：００）
はつが野自治会館
はつが野キャンバス（１３：３０～１５：３０）
はつが野自治会館
２３日（水） 古紙類・アルミ缶回収（８：００～）
和泉市回収 時間が早いです。
２６日（土） 防犯パトロール（９：００～１０：００）
かぐらざき公園
３０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。
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● １１月度の古紙類、アルミ缶、廃家電回収報告
新聞

雑誌

段ボール

7 円/㎏
5,050

7 円/㎏
840

7 円/㎏
1,760

単位：ｋｇ

牛乳
パック
7 円/㎏
150

１１月の大一資源からの還付金

その他
紙類
7 円/㎏
3,400

合計

古布

87,860 円

(2) 3 号公園の鉄棒の高さについて
(3) 和泉中央線歩道のタイルの破損個所、風水害の未補修箇所について
(4) その他

アルミ缶

7 円/㎏
4 円/㎏
60 円/kg
11,200kg
1,090kg
85
78,400 円
4,360 円
5,100 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。
※雨の日、【古布】は、回収できませんので、お出しにならないようお願い申し上げます。
「濡れた【古布】はリサイクルできないため、雨の日は【古布】を出さないようにお願いします
※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：072－274－2960

自治会役員会・専門委員会からのお知らせ
【自治会館委員会】 12 月 9 日（日） 17:15～18:00
・1 月の利用予定のイベントの未決定分の管理人の設定。
・会館備品の購入について（Amazon ファイアータブレットの配備）

らくゆう会（はつが野老人クラブ）からのお知らせ
● １２月の活動報告
12 月 3 日（日）シニアセンターの冬季大掃除に、はつが野からは 11 名参加しました。
鎌野、酒井、佐々木、田畑、福森、山澤、山田、京、芝、武田、保積さん達のご協力ありがとうございました。
● １月の活動予定
1 月 13 日（日） 午前 10 時～12 時 シニアセンター
新年祝賀会をいきいきサロンと合同で開催します。
1 月 6 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

いきいきサロンからのお知らせ
【自治会運営委員会】 12 月 9 日（日） 18:00～19:30
・はつが野 1 丁目 3 ブロック防犯灯の移管について
・12 月 15 日（土）役員会の準備について
【はつが野街づくり推進委員会】 12 月 8 日（土） 17：00～18：00 シニアセンター
・ブース精算の完了確認
・各運営・書く団体からの反省・次年度への反映事項
・31 年度のちょいず支援事業への選定について
【防災委員会】
・12 月 1 日（日）9 時より防災訓練を実施しました。
9 時に地震が発生したとの想定により、会員の皆様には家族の安否確認後に玄関先にタオルを掛けていただき、
各班長さんにタオルの数を確認いただきました。 689 世帯中、206 世帯のタオルを確認できました。
初回ということもあり 3 割の参加率でした。継続して実施することで、非常時の連携強化を図っていきたいと思います。
協力いただきました皆様ありがとうございました。
【防犯委員会】
・12 月 29 日（土）、12 月 30 日（日）、恒例の年末夜警を実施しました。
【自治会定例役員会】 12 月 15 日（土） 19:00～20:30
１．報告事項
(1) 校区の連絡について
・2019 成人式ポスターの掲示（自治会館に掲示）
・市長とのタウンミーティングについて
・和泉市「くすのき賞」受賞対象者の推薦について
(2) 会館委員会報告 Amazon ファイアータブレットの購入について
(3) 各専門委員会報告（会計・総務・環境街づくり・防犯・福祉・ウェブサイト）
(4) はつが野街づくり推進委員会報告
(5) 各ブロック報告（トピックス、一斉清掃の結果・反省について）
(6) 子ども会、らくゆう会報告
(7) 防災訓練実施結果について
(8) 次年度役員候補立候補・推薦について
(9) その他（入会説明会の実施について）
２．協議・決議事項
(1) 費用支出申請について(公共料金、設備・備品、その他)
Page 2

● １２月の活動報告 参加者 33 名 ボランティアグループ 5 名
12 月 9 日（日） いずみゆかいな仲間というボランティアグループに来ていただき、日本舞踊、マジック、ナツメロの
演奏、合唱など楽しく過ごしました。また、今年一年を振り返りながら、食事を楽しみました。
● １月の活動予定
1 月 13 日（日） 午前 10 時 シニアセンター 新年祝賀会
大正琴のグループに来ていただき演奏してもらいます。
参加費 お一人 500 円 参加希望者は 保積 さんまで ☎ ５４－１７１１

にこにこクラブ(^。^)（子育てサロン）からのお知らせ
●

１２月の活動報告
開催日時：12 月 18 日（火）9 時 30 分～11 時
内 容：「クリスマス会」ゲーム、クリスマスの飾り作り、ハンドベルを楽しみました。
● １月の活動予定
開催日時：1 月 15 日（火） 9 時 30 分～11 時
開催場所：はつが野自治会館
内
容：お正月遊びを楽しみます。今・昔の遊びを体験しましょう！
初めて参加される方も大歓迎です！
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・お菓子等に使います）
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。
連絡先 篠原 電話 ５４－３９３８
● 1 月の里道清掃
1 月 13 日（日）9 時～10 時 里道清掃を実施します。皆様のご協力をお願いします。
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