年度末のお楽しみ

スタンプカード引換期日の
お知らせ
２０１８年度三原台校区
自治連合会の新たな取り組
みとして 地域の皆さんが、
楽しみながら校区の行事な
どにご参加いただけるよう、
行事参加スタンプカードを
作成し全戸配布しました。

13

日曜日の景品交換は特別
日の３月 日と４月７日の
みとなりますのでお間違い
のないようお願いします。
※カードには必ず自治会名
と氏名を記入して下さい
※代理の引き換えはご家族
分のみとします
引換期間
月 日（土）
～ 月 日（土）
※特別日
月 日（日）
４月７日（日）
引 換時間
午前 時～午後 時
引換場所
三原台地域会館
（日祝休み・ 時～ 時）
【三原台校区自治連合会】
3 4 3

9
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倒れた人の呼吸を確認

普通救急救命講習会を受けて
知識の更新が大切

２月 日（日）
堺市消防局の藤原さんと
中田さんが、ユーモアも交
えながら講習をしてくださ
いました。
３時間があっという間で
した。「昔やったことがあ
るから大丈夫」ではなく、
数年に一度は知識の更新が
必要だと感じました。
ＡＥＤのみでの救命は難
しく、ＡＥＤも使用しなが
ら救急車が到着するまで約
９分、心臓マッサージをし
て脳に血液と共に酸素を送
り続けることで救命できる
可能性が高くなるそうです。
人で救助するのはとて
も大変な作業です。居合わ
せた人たちが協力しあう事
が大切だと教わりました。
【パークシティ・前田】

～５月

日（月）

平成 年５月 日（土）

三原台地区では４月15日（月）19時より（受付18時30分）
三原台小学校体育館で開催。
高齢者や子どもの自動車に関係した事故が増えています。
免許証をお持ちの方はもちろん、運転者以外の方も多数
受講されますようお願いいたします。
【交通指導部・是枝】

単位自治会活動

｣

の助け合い）を高めていき
たいと思います。
皆様も一度開催されてみ
てはいかがでしょうか？防
災部で相談にのってくださ
います。
【サンスクエア三原台
自治会会長
中川】

三｢原公園
健康遊具設置
工事中

24

春の全国交通安全運動

1

『ご近助力を高めようー
サンスクエア三原台防災講習会』
３月３日（日）サンスク
エア三原台自治会では、年
次総会の開催に併せて三原
台在住の防災士による防災
講習会を実施しました。約
時間に渡る講義では、
・大地震発生時にはどのよ
うな損害が想定されるか
・４人家族３日分の必要食
料の備蓄と
非常時持出
品について
・トラフ地震
発生時の三
原台被害発生予想
などを勉強し、知識と普
段からの備えが大切なこと
を改めて学びました。
当自治会では自助・共助
に加え近助力（ご近所同士

投票日
４月７日（日）
時 間
午前７時～午後８時
場 所
三原台小学校体育館

統一地方選挙

1

選挙権は市政を動か
す運転免 許証で す。必
ず投票に行きましょう 。

３月５日～３月中旬頃に
かけて、三原公園内校区防
災倉庫前に、健康遊具を設
置するため工事が行われて
います。
詳細はみはらだより４月
号で健康遊具内容等をお知
らせします。
【三原台校区自治連合会】

自動車 運転者講 習会のご 案内

20

お手元のカードにたくさ
んのスタンプが押されてい
るでしょうか？
３月末で締め切り、スタ
ンプカードと景品の引き換
えを行います。景品はスタ
ンプの数に応じて選んでい
ただきます。
スタンプの数が多い方に
は、景品とクジ引きでダブ
ルの景品を用意しています。
景品交換は地域会館で下
記の期間に行います。

スタンプカードの表紙

体重を掛けて心臓マッサージ

11

ご近所の皆さんと情報共有できました

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

31

1

これは青パトに乗った人
普通は上半分、15～16個ですね

31
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桜道を通って次はどこかな～

寒い中、元気なお友だち
が遊びに来てくれました。
大人気の「だるまさん」
の絵本を三原台こども園の
先生に読んでもらって、
「だるまさん」のポーズを
まねたり、「ブンバボン体
操」で体を動かしたり。
バレンタインデーなので、
ハートの色画用紙にシール
をペタペタ貼って、パパへ
のプレゼントも作りました。
保健師さんからはマタニ
ティ用や、小さい子ども用
の防災グッズの紹介や説明
がありました。
皆さん季節の変わり目、
まだまだインフルエンザに
気をつけて、陽だまりに遊
びに来てくださいね。
【陽だまりスタッフ】

平成31年４／1～４／30
お
知
ら
せ
30

４月 日（日） 時 分
～ 時の将棋・オセロ教室
は、「ふらっとぷらっと」
で行います。
５月 日（日）将棋・オ
セロ大会があります。頑張っ
て練習しましょう。
14

地域会館で８月を除く毎
月１回、子ども達が「将棋・
オセロ教室」で練習してい
ます。
大人の方も教室に通いま
せんか？将棋を覚えてお孫
さんから「すごい！」って
言われると楽しいですね
申込はいりません。無料
です。直接会場に来て下さ
い。初心者大歓迎。名人も
大歓迎。【子ども育成部】

将棋・オセロ教室
参加者募集

12

花のボランティア
大募集

バス通りや会館の前や横
をいつもきれいな花いっぱ
いにしているのは、「みな
み花咲くまちづくり」部の
皆さんで
す。
花の気
持ちを大
切に、土
を耕し肥
料を施し、
水やりも欠かさず、第２・
第４火曜日にお世話をして
くださっています。
お花の好きな方を募集し
ています。春、夏に向けて
球根や花の苗を植えます。
少しお時間のある方、花の
ボランティアになって下さ
い。男性も大歓迎。第２・
第４火曜日９時から２時間
ほど。
申込は地域会館
２９２ー７０１５まで

こども園のお知らせ

４月のにこにこ広場では、
外部の方が絵本の読み聞か
せなどを行ってくださいま
す。可愛いキャラクターも
登場してくれる予定です。
お時間のある方は是非お越
しください。予約不要
日 時 ４月 日（金）
～ 時頃
場 所 三原台こども園内
ホール
対 象 未就園児とその
保護者

きれいな花が咲きますように

三原台小学校で輪投げ
東大谷でゴールにシュート

歩いておしゃべり
楽しかったウォークラリー
春の息吹が感じられる２
月 日（日）第 回３校区
合同のウォークラリーが行
われ、１３４チーム、４６
６人が参加して、高倉台・
髙倉台西・三原台を時間と
ゲームとおしゃべりを楽し
みながら歩いた。
歩いた人の感想
天気にも恵まれてまずは
上々の滑り出し。新鮮な空
気と楽しい会話にテンポよ
く進行。ゲームやクイズに
挑戦しながら ％ぐらいの
達成率でゴールへ。
ゴールでは三原台中学校
吹奏楽部による演奏に心が
温まり、おいしい豚汁に舌
鼓を打った。

こぶしの
ふれあい
喫 茶

サキソフォンに
魅せられて

も楽しくなりますね。ぜひ
ご利用ください。お待ちし
ています。
【福祉委員会】

11 26

9

地域のカレンダー
12

４／３㈬楽笑クラブ
10～12時
４㈭元気モリモリ体操
13：30～15時
５㈮モーニング喫茶
９～11時30分
７㈰統一地方選挙投票日
三原台小学校体育館
７～20時
スタンプカード引換日
９～13時
９㈫みなみ花咲くまちづくり作業９時～
10㈬介護相談
10～12時
11㈭陽だまり
10～11時30分
チューブ体操
13：30～15時
12㈮コーラスハモリーナ10：30～１時間
14㈰将棋・オセロ教室
ふらっとぷらっと
９：30～
校区自治連合総会
13～15時
校区福祉委員会総会
15時～
16㈫みはらだより発行
17㈬いきいきサロン
ふらっとぷらっと
10～12時
19㈮モーニング喫茶
９～11時30分
青少年指導部夜間パトロール20時～
23㈫みなみ花咲くまちづくり作業９時～
25㈭チューブ体操
13：30～15時
26㈮モーニング喫茶
９～11時30分
27㈯スタンプカード引換最終日
大人の開放日カラオケ
９～12時

10

17

30

18

夫婦３組、来年の参加を
決定。１年後、また皆様と
共に。ありがとうございま
した。 【三原台・熊元】

２月 日（金）ふれあい
喫茶にサキソフォンの素敵
な音色が溢れました。奏者
は３丁Ｂ団地にお住いの竹
間正佳さん。
コーヒーの香りとサキソ
フォンの柔らかい甘美な音
色がマッチして、地域会館
にいることを忘れそうです。
地域にはピアノを弾く人、
歌を得意とする人、いろい
ろな楽器に堪能な方がたく
さんいらっしゃると思いま
す。ふれあい喫茶を発表の
場にしていただけたら喫茶
22
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竹間さん素敵です～♡

