
 

第 ６ 回新千里東町地域自治協議会理事会 
         自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 10 月 15 日（月 ） 

作成者/ 上田稔 (自治会長)         

団体名/ 新千里桜ヶ丘自治会             

案件/ 自治会加入者の維持・増加に対する取り組み（第二弾）          

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（有・無）    ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

 

当団地の自治会では、「自治会加入者」を維持・増加させることに拘って活動しています。 

自治会としては、「桜ヶ丘自治会たより」等の広報活動、イベントで地道な活動に加え、二度にわたっ

て、未加入者にチラシ配布で一部加入者を増やしました。 

 

もしご参考になれば、活用いただきたく。･･･当自治会配布資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
  

 



平成 24 年 10 月 

 

新千里桜ケ丘メゾンシティ 

  番館     号室 にお住まいの皆様へ 

 

新千里桜ケ丘自治会 

会 長 上 田  稔 

 

 

自 治 会 加 入 の ご 案 内 
 

拝啓 初秋の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より自治会活動にご理解

ご協力を賜り、ありがとうございます。 

このご案内は、平成 24 年 9 月末時点で自治会にご加入されていない世帯にお出ししてお

ります。行き違いの際は何卒ご容赦下さい。 

 

当マンションには所有者強制加入の「管理組合」と、居住者任意加入の「自治会」とい

う２つの組織がございます。自治会は一世帯あたり月額２００円、年間２，４００円をご

負担頂き、これを財源として当マンション並びに新千里東町全体の親睦や福利向上のため

に活動しております。すでに約 75％の世帯にご加入頂いておりまして、東町のお祭りや運

動会の運営費をはじめ、シニア関連のイベントや茶話会、ジュニア関連のクリスマス会や

ラジオ体操の運営費、もちつき大会の費用なども自治会会計が負担しております。 

 

つきましては、自治会へのご加入をご検討いただけませんでしょうか。加入申出書を添付

しておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。不明な点などございましたら、事

務局（3-104 森田 090-4728-4669）までお気軽にお問い合わせ下さい。 

敬具 



 

新千里桜ケ丘自治会様 

 

新千里桜ケ丘自治会への加入申出書 
 

（未加入者の皆様用）          提出先・管理事務所もしくは管理集会ポスト 

                    提出日 平成   年   月   日 

 

住戸番号       番館       号室 

入居区分   １ 区分所有     ２ 賃貸契約 

代表者氏名（世帯主）  

会員登録者氏名（注１）  

世帯主とのご関係  

電話番号（注２）  

会費納入方法   １ 口座振替（銀行自動引落しの方） 

    管理費・駐車場などと一括で引き落とします。 

 

  ２ 管理組合へ振込（請求書扱いの方） （注３） 

    毎月の請求により振り込んで頂きます。 

    振込手数料はご負担ください。 

 

注１． 会員登録氏名とは、日常自治会の活動をされる方の氏名です。 

注２． 連絡不可の場合は記入不要です。 

注３． 振込をご希望される方は、後ほど自治会から確認させて頂きますので、ご連絡先を

ご記入下さい。 

 

＊自治会費について・・・一世帯・月額２００円、年間２，４００円です。 

＊記載された個人情報は自治会活動以外には使用しません。 



 

第 ６ 回新千里東町地域自治協議会理事会 
         自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 10 月 16 日（火） 

作成者/ 芦江 俊彦        

団体名/ ガーデンヒルズ千里中央  

案件/ 防災炊き出し訓練の実施                   

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（有・無）    ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

 

ガーデンヒルズにて 11 月 11 日（日）に防災炊き出し訓練を実施します。 

今回の実施内容は以下を予定しています。 

昨年度は、ガーデンヒルズ＋主催でしたが、今年度は理事会も参加して行います。 

・ 安否確認（管理組合とシニア連絡網の会と連携） 
・ 消防による救命講習（今年度初回） 
・ 炊き出し（アルファ米試食） 
・  
近隣住民におかれましては、騒音等でご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが 
ご了承ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
  



地域自治協議会事務局 殿 

東丘ダディーズクラブ草場です。 

 

東丘ダディーズクラブの活動予定報告です。 

提出:2012 年 10 月 17 日(水) 

作成者:草場祥光 

団体名:東丘ダディーズクラブ 

案件:活動報告 

 

 

１１月１０日（土）千里グッズの会+大阪大学建築・都市計画論領域主催 

東町まちあるき(千里 NT 以外から参加者を募るイベント) 協力参加 

１１月１０日（土）千里ニュータウンまちびらき５０年事業実行委員会主催 

千里キャンドルロード 協力参加 

１１月１８日（日）東丘ダディーズクラブ主催 

「いにしえ街歩き 東町昔遊びツアー第二弾」を開催します。 

 阪大、千里グッズの会とコラボするもので、東町内を子どもたちと昔遊びをしながら巡ります。 

 ・街開き当初団地内にあった家庭用ユニットバス「バスオール」の見学。 

 ・昼食は千里中央公園において豚汁を食べます。 

 

※第 6回地域自治協議会理事会は欠席します。 

※東町に直接関わらない活動も記載していますので、お任せ致します。 

以上 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

東丘ダディーズクラブ 

草場祥光 

::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 





 

第 6 回新千里東町地域自治協議会理事会 
         自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 10 月 15 日（ 月 ） 

作成者/  三村麻美   

団体名/    東丘小 PTA      

案件/     ご連絡      

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

【東町内携帯電話設備設置に関して】 

 

◆第 5回理事会にておうかがいしました東町内携帯電話設備設置に関しての情報を 

10 月 5 日に行われました東丘小 PTA 運営委員会にて運営委員に伝えました。 

※運営委員メンバー 

校長先生・教頭先生・PTA 担当の先生・会長・副会長・書記・会計・各部部長の 15 名 

 

◆先日頂きました説明会に関するお手紙によりますと 11 月 11 日（日）にご予定とのことですので、 

11 月 9 日頃 PTA にて配付予定の「運営委員会だより」にて下記のように記載することを検討中です。 

 

～新千里東町地域自治協議会から東町内携帯電話設備設置に関するお知らせ～ 

新千里東町地域自治協議会理事会にて東町内携帯電話設備設置に関するお知らせがありました。 

詳細は 11 月 1 日ごろ各ご家庭に配付されております「ひがしおか」、新千里東町 HP、町内掲示板を 

ご覧くださいとのことです。 

 

 

◆確認させていただきたい事項 

・説明会に関する資料やチラシは各自治会から配付されるようですが、千里タワー・レジデンスは大丈

夫なのか？ 

・この件に関する地域自治内問い合わせ窓口は決まっているのか？出来れば上記運営委員会だよりに連

絡先などを記載したいと考えております。 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
  



 

第 ６ 回新千里東町地域自治協議会理事会 
         自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 10 月 15 日（月） 

作成者/寺村三郎 

団体名/ 公民分館  

案件/  報告・配布                   

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（有・無）    ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

＜報告＞ 

１ 公⺠分館 秋の講座 「太極拳で健康づくり⼊⾨」 

10 ⽉ 2 ⽇に受け付けましたが、定員 20 名のところに 34 名の⽅から申し込みがありまし

た。抽選となりましたが、講師に相談して、5 名追加して合計 25 名で受け付けました。9

名の⽅には⼤変申し訳ありませんでした。 

２ 東丘ふれあい運動会 

10 ⽉ 14 ⽇（⽇） 運動会⽇和のもと、⼤勢の⽅に参加いただき、誠にありがとうござい

ました。（ビンゴに参加いただいた⽅は約 750 名でした） 

ご協⼒いただいた東丘⼩学校の先⽣・⾃治会・ダディーズや PTA など地域団体の皆様に、

厚く御礼申し上げます。 

＜ご案内＞ 

⾃治会や地域団体の皆様のご協⼒のもと、11 ⽉ 3 ⽇・4 ⽇に⽂化祭を開催します。 

皆様の作品展⽰のみならず⼥性防⽕クラブ・⼦ども教室・⽵かご教室などの体験・活動報

告、運動場でのグランドゴルフも開催しますので、奮ってご参加下さい。 

    配布資料 ⽂化祭案内チラシ 

 なお、このチラシは、⾃治会の⽂教委員の皆様に、団地内での掲⽰をお願いしています。

 

 

 

 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※理事会開催日までに事前にご提出下さい。 
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