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　羽曳が丘には　三つの投票所が設けられます。
○第２８投票所 第一集会所 それぞれの投票所には　
○第３１投票所 モモプラザ ・投票管理者　終日１名
○第３７投票所 第三集会所 ・投票立会人　午前２名　午後２名

が　選出されますので　よろしくおねがいします
《選挙投票に関する投票所応援の内規》
※投票管理者は、投票所ごとに該当町会、自治会の会長が輪番制で応援する
※投票立会人は、該当２町会、自治会の役員が午前、午後に分かれて輪番制で応援する

羽曳が丘町会連合会

毎年恒例の草刈を実施させていただきますので
是非とも　ご参加お願いいたします
校庭に集合してください！軍手や草抜きの道具持参
※予備日は　９月１０日です

場所：第一集会所　１階
日程：７月１５，２９日（両日土曜日です）

日時 １０月２２日（日）　１０：００～ 時間：１９：００から行います
場所 ＭＯＭＯプラザ　１階ロビー 講師：羽曳が丘町会連合会　副会長　小川
費用 ５００円

１区画（０．６×１．８ｍの机１台
募集 ５ブース （応募多数の場合は抽選です）

お問い合わせ：ＭＯＭＯプラザまで
ＴＥＬ：０７２－９５７－５５５３

羽曳が丘住宅内での　路駐に関する　苦情が増えてきています。
毎日のことで、夜の間だけだから・・・・とか、車が通れるからいいや・・・など
駐車される方は　そう思いますが・・・・・
近所の周辺の方々に　必ず迷惑をかけてるのは間違いありません！
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・第二集会所　耐震の調査及び改修工事等について
・市選挙管理委員会　９月の市議会議員選挙について　集会所借り上げ等
・市からの「市民表彰」の推薦について
・市下水道建設課から　下水道の入れ替え工事の実施について
・福祉委員会　６５歳以上のひとり世帯の見守り活動について
・盆踊りについて　８月１９，２０日
・羽曳が丘小学校の草刈について　９月９日
・第三集会所草刈り　役員にて実施
　　毎月の役員会・理事会で　色々な問題点について話し合っております。

○連合会からのお知らせ
　　　吉田顧問が　６月３０日を持って退任されることになりました

お疲れ様でした、今までありがとうございました

　　～犯罪被害を防ぐために～　皆様ぜひご参加ください！

は、登下校時や公園などで、子どもの安全を
見守っていただく活動です。

ご自宅で庭や花の手入れをされるときや、
散歩のときなど、朝・昼・夜を問わず、
ご自由に参加していただけます。 新プレートは　小学校及び市役所で配付

しております。

・２日間行いますので来てくださいね！
※期間中は　特設の自転車置き場が公園内に 　　　羽曳が丘の街をきれいにする為に　おねがいします！

ありますので、ご協力おねがいします
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第一集会所 午前 午後 夜間 全日 受付日と時間

時間 9:00～13:00 13:00～17:00 17:00～21:00 9:00～21:00 第一集会所

２階洋大広間３５畳 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,700 ¥3,600 毎週月＆木

　　　和室　１５畳 ¥600 ¥600 ¥700 ¥1,600
　　　和室　12.5畳 ¥500 ¥500 ¥600 ¥1,400
１階洋大広間３５畳 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,700 ¥3,600 １４：００～１６：００

　　　和室　１０畳 ¥500 ¥500 ¥600 ¥1,400
　　調理室　１４畳 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100 ¥2,400
第二集会所 午前 午後 夜間 全日 受付日と時間

時間 9:00～13:00 13:00～17:00 17:00～21:00 9:00～21:00 第二集会所

２階大広間４８畳 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,400 ¥5,000 毎週月＆木

　　A ２８畳 ¥1,300 ¥1,300 ¥1,400 ¥3,000
　　B ２０畳 ¥900 ¥900 ¥1,000 ¥2,000
１階会議室２５畳 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,200 ¥2,600 １４：００～１６：００

　　和室　12.5畳 ¥500 ¥500 ¥600 ¥1,400
　　洋間　６畳 ¥400 ¥400 ¥500 ¥1,200
　　調理室　１０畳 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,100 ¥2,400
第三集会所 午前 午後 夜間 全日 受付日と時間

時間 9:00～13:00 13:00～17:00 17:00～21:00 9:00～21:00 第三集会所

２階洋間２８畳 ¥1,300 ¥1,300 ¥1,400 ¥3,000 毎週月＆木

　　洋間　１０畳 ¥600 ¥600 ¥700 ¥1,500
　　和室　１０畳 ¥600 ¥600 ¥700 ¥1,500
１階洋間２０畳 ¥900 ¥900 ¥1,000 ¥2,200 ９：００～１１：００

　　洋間　１８畳 ¥700 ¥700 ¥800 ¥1,800
　　調理室　５畳 ¥500 ¥500 ¥500 ¥1,200

◆料金に関しましては
羽曳が丘町会所属の方々が使用していただく金額となっております。
その他の方の使用料金は　下記のようになりますのでご注意ください

◆特別料金の方々
　■塾の経営やその他の指導者が報酬（月謝）を受けている場合・・・・・上記価格の２００％
　■羽曳が丘町会連合会に所属しない各種団体様の場合・・・・・・・・・・・上記金額の２００％
　■業者が営業・宣伝のために使用する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上記金額の３００％

          ◆その他、集会所によって異なることもございますので　各集会所担当者へ
　　         お問い合わせください

第一集会所 ９５８－４１２５ 丘１－２０１－１ 管理者 長谷　有香

第二集会所 ９５８－６７１６ 西３－４－５ 管理者 遠藤　喜美子

第三集会所 ９５８－９５７１ 丘９－１２３－１０ 管理者 山口　めぐみ

◆第一集会所　ｺﾋﾟｰ機入れ替えました！
　　　★皆様も使ってくださいね！ ★A3/A4　各１枚＠５です
　　　　毎週月・木曜日 １４：００～１７：００でしたら利用可能です～
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羽曳が丘各団体の
短期スケジュール

民生児童委員 更正保護女性会 婦人の会

７月

高齢者実態調査（６５歳以上）
※子育てサロン（ﾓﾓﾌﾟﾗｻﾞ）
毎月第1水

羽曳が丘幼稚園おはよう挨拶運動（毎
週月・金曜日）　／子育てサロン協力
／社会を明るくする運動・講演会

羽曳が丘小学校おはよう運動（週２
回）
生きがいサロン・子育てサロン協力

８月
※おしゃべりサロン（６号館）
毎月第1.3土

羽曳が丘幼稚園おはよう挨拶運動（毎
週月・金曜日）　／子育てサロン協力 毎月同じ内容です

９月 敬老お祝い金お届け/研修会 小学校草刈　防災訓練　ミニ集会 毎月同じ内容です

１０月

第二回会食会（ﾓﾓﾌﾟﾗｻﾞ)10/8
はびきの健康祭り
街頭共同募金活動 幼稚園運動会 毎月同じ内容です

福祉委員会 校区子ども会育成会 小学校PTA

７月

おしゃべりサロン　大正琴演奏
7/1
トランプ遊び7/15 ※セミリーダー講習会（6・7月）

懇談会・社会見学・親子防犯
教室・夏休み校区パトロール

８月

子育てサロン　ﾐﾆﾌﾟｰﾙ遊び8/2
おしゃべりサロン
漫才（DVD)8/5

南こ連ソフトボール大会
ｷｯｸﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ　リーグ戦（6・8
月） 夏休み校区パトロール

９月
子育てサロン　金魚すくい9/6
おしゃべりサロン　9/2 .16 キックリーグ戦②９/10

校庭草刈 9/9 雨天9/10
防災キャンプ９/17/18)
広報誌発行

１０月
子育てサロン　大型絵本10/4
おしゃべりサロン　10/7 .21

校区ドッチボール大会
10/22

まち歩き（まち探検）
市Pソフトボール大会
参観・懇談会・親子交流会

花水木会 自警団 E&L

７月 歩こう会・歴史教育講座 夏休み夜間パトロール
ITカフェ（毎月第2日曜）・交
流サロン・アルミ缶回収

８月
地蔵まつり（3丁目中央公園）
8/19～20 ・ 囲碁、将棋大会

夏休み夜間パトロール
羽曳が丘地蔵盆警備（8/19～20） 毎月同じ内容です

９月

歌謡祭り/ 体力測定/
社会奉仕の日交流会（幼稚園）
敬老行事・友愛訪問 安全防犯パトロール 毎月同じ内容です

１０月

交流会（羽曳が丘小学校１年生）
羽老会グランドゴルフ大会
パソコン教室

羽曳が丘だんじり祭り
           警備10./7日.8日
羽曳野警察との地域連携ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 毎月同じ内容です

峰塚中学校PTA 青少年指導員 育成協

７月 校区巡視 夏休み夜間パトロール 夏休み夜間パトロール(土）

８月 羽曳が丘

青指キャンプ8/6
羽曳が丘地蔵盆警備（8/19～
20）

夏休み夜間パトロール(土）
盆踊り８／１９．２０連日

９月
サポート隊（９月中旬）
体育大会

南青指交流会/市の研修会
 統一パトロール

運営委員会
羽曳が丘小学校草刈９／９

１０月
交通安全街頭指導
第２回研修会

羽曳が丘秋祭り警備10/7日、8日
ドッチボール大会
推進大会

運営委員会
フェスティバル実行委員会

羽曳が丘町会連合会 ゆうゆうクラブ プレパーク

７月 役員会7/1・理事会7/8 毎週　火曜日 9：00～（6号館）
②夕方パーク（放課後子ども広場の
　ない水曜日１５：００～１７：００

８月
役員会 8/5 ・理事会（8月は休
会） 毎月同じ内容です

③夏休みのプレーパーク（8月下旬
の3日間）羽曳が丘北公園

９月
役員会　９/２・理事会９/９
防災訓練9/24 毎月同じ内容です 羽曳が丘イベント

１０月

集会所・役員・理事会議
町会組数／世帯数

毎月同じ内容です

羽曳が丘だんじり秋祭り
10/7日、8日
羽曳が丘文化祭10/22

※放課後子ども広場は、毎年６月から　羽曳が丘小学校で開催しております。
　育成協の各団体の皆様が　日替わりで担当して子どもたちを見守っています
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