新成人お祝いの会

日本の未来は君たちの手に
令和、新しい年の成人の日に
相応しい青空で暖かい日、晴れ
着で笑顔一杯の成人達。たくさ
んの人達から祝福してもらい、
懐かしく楽しい時間を過ごせて
もらえたようです。
これからの日本、世界をあな
たたちに任せますね。
人と人の繋がりは大切にして
下さいね。
【青少年指導部・村田】

懐かしい友達、お世話に
なった先生方、久しぶりに
会う人ばかりでとても新鮮
に感じる 一方、 小・中 学
校時代を思い出しました。
会話が絶える事無く、本
当に楽しい時間を過ごせた
と思います。
一生に一度きりの成人式、
最高の思い出になりました。
【新成人・仲 祐一郎】

行事参加
スタンプカード
景品交換の
お知らせ
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左
記の期間に行います。
日曜日の景品交換は特別
日の３月 日と４月５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５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】
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急募

青パトに乗って
下さる方

小学生の登下校時に運転
者と助手２人で、子どもの
見守りに校区を走っている
青パト、乗車して下さる方
を急募しています。運転が
出来なくってもかまいませ

ん。よろしく！

花のボランティア
大募 集

バス通りや地域会館の周
辺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

第４金曜喫茶
素敵な時間「たまーに」

日 時
令和２年３月 日（金）
９時 分 ～
愉快な男性のコーラス
グループ。なつかしい歌
を一緒に歌いましょう
コーヒーの香りと歌で
ひとときお楽しみくださ
い。
【福祉委員会】

『オージンズと
歌おう』

春の全国交通安全運動

～４月

日（火）

事故のない明るい三原台を目指しています
皆様のご協力をお願いいたします 【交通指導部】

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】
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新成人から
感想文

20

私は今年 歳、成人式を
迎えました。私の中での
年は長いようで短い 年間
になったと思います。それ
ぞれが成長し、久しぶりに
会う友達も多く、小・中学
校に戻ったような気持ちに
なり、とても楽しい一日に
なりました。
成人式を迎え、これから
は大人の一員として頑張っ
ていこうと思いました。
【新成人・谷川美羽】
20

３月８日（日）10～13時 三原台地域会館
ＡＥＤの使用体験は回数を重ね、扱いに慣れ
ておくことが大切です。いざという時に慌て
ないよう、何度でも講習を受けましょう。
お問い合わせ 地域会館まで

30 27

春の交通安全運動の一環として運転者講習会を開催
３月10日（火）受付18時30分 講習19時～
会場 三原台小学校体育館
３月21日（土）受付9時30分 講習10時～
会場 南図書館
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】

令和２年４月６日（月）

自動 車運転者 講習会の ご案内
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20

ＡＥＤ救命救急講習会を行います
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みんなでお餅つきをして、
みんなで食べたいなぁー

単位自治会活動

三原台校区子ども育成部

イベントお知らせ

子ども園のお知らせ

当園では、育児の情報交
換や交流などを図っていた
だくために、毎月「イベン
ト型・参加型・自由型」の
パターンを実施。対象は未
就学児とその保護者です
３月の予定
イベント型
３月２日（月）
時～ 時
警察の方が来てくれて、交
通安全の話をしてくれます。
自由型は直接園にお問い合
わせください。
電話２９２ー３８１８
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３月 日（日）

三原公園集合
雨天の場合

校区内
清掃
３月８日（日）
午前８時より

10

お餅つき＆
レクリエーション
大会お知らせ

22

将棋・オセロ大会
出場者大募集
30

笑顔いっぱい
３丁分譲ファミリー新年会

ながら、恒例の抽選会を実
施して、楽しい時間を過ご
し笑顔で散会しました。
今年も地域の皆様にとっ
て素敵な一年になりますよ
うに。【３丁分譲・長谷川】

前日のあらしのようなお
天気もどこへやら、とても
よく晴れた新年１回目の親
子の集いに、３組の親子が
参加してくださいました。
当日は堺市子ども支援課
や保健師さんも来て下さい
ました。お母さんからは
「４月から保育所に入ろう
と思っているのですけど…」
「トイレトレーニングはい
つから？オマルって必要？」
などの話題や質問があり、
色々なアドバイスを頂きま
した。
少人数でしたが、アット
ホームな雰囲気で、お子さ
んもお母さんもゆったりと
したひとときを過ごされた
ようでした。
【陽だまりスタッフ】
次回の予定
３月 日（木）
時～ 時 分

日 時 ３月８日（日）
８時 分集合
９時競技開始
場 所 地域会館にて
三原台校
区にお住ま
いの小学生
のみなさん、
お友達と
一緒にぜひ
ご参加ください。
２月 日（木）までに地域
会館に電話もしくは直接申
し込んでください。

日 時
３月 日（日）
９時～ 時
場 所
地域会館集合
申し込み 不要
持ち物
水筒
（ついたお餅を丸めたい
お友達は給食セット）
大人の方も
是非お手
伝いにお
越しくだ
さい。
みんなで
来てね。
【子ども育成部】
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地域のカレンダー
令和２年３／１～３／31
20

１月 日 （日）３ 丁分譲自
治会は、 恒例の ファミ リー新
年会を開催しました。
今年は 演者さ んに、 和太鼓
サークル 「飛翔 」の皆 さまと
お楽しみ おじさ ん「ま るたせ
んせ」を お招き し、盛 大に盛
り上げて頂きました。
宴は大迫力の和太鼓でスター
ト。躍動 感のあ る動き と演奏
は息ピッ タリで 、とて も素晴
らしいものでした。
演奏後 は、参 加者、 役員も
太鼓打ちの体験をさせて頂き、
みなさん 、普段 触れる ことの
少ない太鼓に興味津々でした。
19

続けて まるた せんせ による
歌遊び。こちらも参加者の方々
と一緒に 、歌っ て笑っ てスト
レス発散 。マジ ックや 紙芝居
と楽しい 企画が 盛り沢 山でし
た。
今年は ミニ樽 酒を使 って、
みなさんの「セーノ、ヨイショ！」
の掛け声 ととも に、鏡 開きを
しました。
お弁当 や祝い 酒をい ただき

陽だまりで保健師さんから、子宮がん・
乳がん検診の情報をいただきました。↑

３／４㈬楽笑クラブ
10～12時
５㈭元気モリモリ体操 13：30～15時
６㈮モーニング喫茶
９～11時30分
７㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
防犯統括部会
18時30分～
防災部会
19時～
８㈰校区内清掃三原公園集合
８時
ＡＥＤ救命救急講習 10時～13時
子ども育成部将棋オセロ大会９～12時
子ども育成部会
12時～
10㈫みなみ花咲くまちづくり作業９時
11㈬介護相談
10：30～12時
12㈭陽だまり
10～11時30分
チューブ体操
13：30～15時
13㈮コーラスハモリーナ 10時30分～
14㈯ボランティア会議
10時～
みはらだより発行
校区自治連合定例会 19時30分～
17㈫３Ｂ体操のりのり体操 ９時30分
らくらく体操 10時30分
18㈬いきいきサロン
10～12時
ふらっとぷらっと三原台
20㈮青少年指導部夜間パトロール20時
21㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
22㈰子ども育成部 地域会館/三原公園
お餅つき/レクレーション９～13時
24㈫みなみ花咲くまちづくり作業９時
26㈭チューブ体操
13：30～15時
27㈮モーニング喫茶
９～11時30分
28㈯大人の開放日カラオケ ９～12時

【環境美化部】
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恐る恐る叩いてみたら大きな音がした。
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