ウォークラリー改め
ク
｢イズラリー 開
｣催

各 学校、地 域会 館を通 じて
お 渡ししま す。 今回は 個人
個人での回答となりますが、
お友達やご家族と楽しく廻っ
てもＯＫです。
７月２日 （土） 時～中
学 校で成績 発表 をし、 その
場 でクイズ の正 解数に 応じ
て 景品をお 渡し します 。
久しぶり に、 形を変 えて
復 活します ので 、多く の方
に 参加して いた だき、 楽し
ん でいただ けた らうれ しい
です。【三原台中学校区
健全育成協議会】
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みは らふるさ と
まつり出 店者
みはら文化まつり
舞 台発表の 部
出場者募集 予告

こ の２年間 、新 型コロ ナ
ウイ ルス感染 症の 影響で 開
催で きなかっ たウ ォーク ラ
リー でしたが 、今 年こそ は
と開 催内容の 検討 を重ね 、
今年 度は新た に ク
｢ イズ ラ
リー を
｣行います。
５ 月 日（土 ）から６ 月
日（日） 時 の開催 期間
中、 三原台中 学校 区内を 歩
いて学校や地域会館など ヵ
所を 巡りクイ ズに 答えて 下
さい。
案 内 地図 付き 回答用 紙
は、 ５月 日（ 土）以降 に
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みはら

17

みはら
ふるさと
まつり
開催日程
決まる
今 年度の 《みはら ふる さ
とまつ り》と 《みは ら文 化
まつり 舞台発 表の部 》は 同
日開催です。つきましては、
おまつ りを盛 り上げ て下 さ
る皆様を募集します。
出店 したい ・出場 して み
たいと いう方 やグル ープ の
皆様は 今から 計画し てお い
てくだ さい。 各申込 期日 は
月末を予定しています。
時間 や内容 詳細は 今後 の
みはら だより 等でま つり 記
事と併せて掲載予定です。

28 14

※先月掲載のウォークラリー６月５日は内容変更です。

30

新型 コロナウ イル ス感染
症拡大 予防のた め、 ２年間
開催で きなかっ た「 みはら
ふるさ とまつり 」を 今年度
は 月 日（土）２日（日）
の２日 間で日中 開催 を考え
ています。
開催 時間、内 容及 び飲食
物の販 売につい ては 、新型
コロナ ウイルス 感染 状況を
見ながら現在検討中です。
詳細 について は、 決定次
第後日お知らせいたします。
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名
称 ク
｢イズラリー ｣
配付期間 ５月 日（土）～
開催期間 ５月 日（土）９時～６月 日（日） 時
提出場所 回答用紙は期間中に中学校北門（緑道側）に
設置しているポストに投函
成績発表 ７月２日（土） 時～ 三原台中学校
当日は吹奏楽部の演奏もあります。
※小学校以下のお子様は小学校区外となりますので、
必ず保護者同伴で廻って下さい。
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校区ソフトボール大会が復活します
個人、 サークル グループ、 各単位自 治会で
チーム を作って ご参加くだ さい。皆 様の参
加、応援をよろしくお願いします。
日 時 ６月 日（日）午前８時 分開始
場 所 三原台中学校校庭 （雨天中止）
参加資 格 三原 台在住の方 とその子 ども
（中学生以上）
申込〆切 ６月３日（金）
申込方 法 各自 治会又は団 体で取り まとめ
て地域会館へ
【健康スポーツ部】
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ど なたで も参加 いた だけ
ます。是非ご参加ください。
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【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】
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３年ぶりに開催！

30
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日時

場所
申込

定員

月３日 （日 ）
時 分～
約３時間
三原台地域会館
６ 月 日 （水 ）～
６月 日（土）
三原台地域会館
２ ９２ー ７０ １５
月 曜～ 土曜
９時 ～ 時
名に達し次第
申込を
終了します

13 7

40

12

ソフトボール大会

7

ＡＥＤ講習会体験して命を救う
校区 では緊急 時の 対策と
して、 より多く の方 々にＡ
ＥＤの 取り扱い 方法 をはじ
め、い ざという 時の 知識を
身につけていただきたいと、
普通救 命講習会 を開 催して
います。

以前開催したＡＥＤ講習会の様子

だより

090－2196－3838

1

三 原 台 校 区
福 祉 委 員 会
自 治 連 合 会
発行責任者
岸 本 啓 司
編集 広報部
℡２９２－７０１５

今年度 の活動 計画 には 、
総会、敬 老会、 新年 互例 会
などの全 体集会 のほ か、 会
員の気晴 らし、 健康 維持 、
親睦などを願って、映画会・
バス旅行 ・歩け 歩け 会・ ボ
ランティ ア活動 ・カ ラオ ケ
などを予 定して いま す。 グ
ランドゴ ルフ・ ゲー トボ ー
ル・デイスコンなどのスポー
ツ団体へ の参加 も進 めて い
ます。
三原台 の高齢 者が 、こ れ
からも長 く健や かで 快活 な
生活が送れることの一助に、
この会が 役立つ こと がで き
ることを願っています。
このク ラブで は、 新し い
会員の加 入をお 待ち して い
ます。気 軽にお 声を かけ て
ください。
【三原台悠々活々クラブ
岡本浩一】

連絡先
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三原 台府営自治 会１丁東 自治会コー ポみはら 自治会２丁 東自治 会３丁 Ａ
Ｃ団 地自治会３ 丁分譲自 治会三原台 商店街十 一会自治会 タウン ハウス 自
治会 コーポタウ ン自治会 ４丁自治会 ガーデン ハウスエス タシオ ン自治 会
ロイ ヤルシャト ー泉ヶ丘 自治会２丁 タウンハ ウス自治会 グラン アーク ス
泉ヶ 丘自治会リ バーガー デン泉ヶ丘 自治会ヴ ァローレ三 原台自 治会サ ン
スク エア三原台 自治会ジ ュネス三原 台自治会 泉ヶ丘アイ プレイ ス自治 会
パー クシティ泉 ヶ丘自治 会ヴューイ スト泉ヶ 丘自治会ウ イズグ ラン泉 ヶ
丘自治会マスターズステージ泉ヶ丘自治会ラヴェッロ自治会フラワーガー
デン 自治会シマ ノ泉ヶ丘 レジデンス 三原台府 営自治会１ 丁東自 治会コ ー
ポみ はら自治会 ２丁東自 治会３丁Ａ Ｃ団地自 治会３丁分 譲自治 会三原 台
商店 街十一会自 治会タウ ンハウス自 治会コー ポタウン自 治会４ 丁自治 会
ガー デンハウス エスタシ オン自治会 ロイヤル シャトー泉 ヶ丘自 治会２ 丁
タウ ンハウス自 治会グラ ンアークス 泉ヶ丘自 治会リバー ガーデ ン泉ヶ 丘
自治 会ヴァロー レ三原台 自治会サン スクエア 三原台自治 会ジュ ネス三 原
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三原台悠々活々クラブ
総会を開催
４月 日（ 日）三原 台地
域 会館で、 当クラ ブの 総会
を 、 人以上 の会員が 出席
して開催しました。
このクラブは昨年４月に、
三 原台校区 全体の 老人 クラ
ブ として再 出発い たし まし
た 。しかし 、その 発足 総会
は 、コロナ 感染防 止に 配慮
し て、紙面 による 総会 とし
ま したので 、今回 が会 員の
出 席する初 めての 総会 とな
りました。
悠々活々 クラブ の、 昨年
度 活動実績 報告・ 決算 報告
と 今年度活 動計画 案・ 予算
案 を審議し 、全員 一致 の賛
成 で、承認 ・決定 をし て総
会を終了。
引き続き ビンゴ ゲー ムを
い たしまし た。ビ ンゴ を初
め てする人 を、助 け合 いな
が ら、和気 あいあ いと 楽し
みました。
コロナ感 染対策 とし て、
机 の配置の 工夫、 マス ク着
用 ・換気な どをす るこ とに
加 えて、帰 宅時の 密集 を避
け るため、 ビンゴ 達成 者は
景 品を選ん だあと 順次 退出
することとしました。

三原台
悠々活々クラブ
会長 和田ユミ

令和４年５月号

ホームページアドレス
miharadai-rengou.com

み は ら だ よ り
（１）第388号

第1公園小さいすべり台 ↑

４月 日（ 木）心配 して
い たお天気 の崩れ もな く、
４ 組の親子 が遊び に来 てく
れました。
いずみが おか幼 稚園 の先
生 と一緒に 、布遊 びや 風船
遊びをしました。
保健師さ んには 体重 と身
長 の計測、 個別の 質問 を受
けていただきました。
コロナ禍 でなか なか 同年
代 の子ども 同士で 遊ぶ 機会
が ないとい うこと で、 お母
さ んたちの 会話も 楽し く弾
んでいました。
陽だまり は親同 士の 情報
交 換の場所 です。 今後 も楽
し い企画を 予定し てい ます
の で、陽だ まりに どん どん
遊びに来てくださいね。
次回の予定
６月９日（木）
～ 時 分

11

14

30

ふれあい
喫茶
こぶし

４月から活動しています。
季節の 「筍おこ わ」 がお い
しいと評判でした。スープ、
白玉ぜ んざい、 コー ヒー は
容器が あればお 持ち 帰り も
できます。
しば らくの間 ９時～ 時
です。 お散歩、 お買 い物 の
ちょっ と一休み にお 立ち 寄
りください。
５月の開催日 日、 日

20

６月の田園公園自由広場

５日

日曜日

６月 日（日）
午前８時より

マスク着 用
お願 いします

校区内清掃

（土日祝一般開放日）

第4公園ロッククライミング↑
第5公園みつばちラダー↑

お待たせしました
プレイロットようやくオープン

きりん公園
工事開始
きりん公 園では ５月 中旬
よ り改修工 事が開 始さ れて
い ます。周 辺通路 は通 学路
に もなって います ので 通ら
れる時はご注意ください。

くぬぎ橋
スロープ閉鎖の
お知らせ
以 前から行 われ ている 、
くぬ ぎ橋架け 替え 工事に 伴
い６ 月中旬か ら既 存、く ぬ
ぎ橋 の西側ス ロー プが通 行
止めになります。
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24

地域のカレンダー
６／1～６／30
10

６／１㈬楽笑クラブ
10～12時
２㈭元気モリモリ体操 13：30～15時
３㈮ふれあい喫茶
９～11時
５㈰田園公園自由広場一般開放日
健康スポーツ部会
19時
８㈬介護相談
10：30～11時
９㈭陽だまり
10～11：30
チューブ体操
13：30～15時
10㈮コーラスハモリーナ
１部 10～10：45
２部 11～11：45
11㈯校区自治連合会定例会19時30分～
12㈰校区内清掃 三原公園前集合８時
14㈫みなみ花咲くまちづくり部９時～
脳トレプリント配布 10～11：30
15㈬いきいきサロン
10～12時
17㈮ふれあい喫茶
９～11時
18㈯ボランティア会議
10時～
19㈰校区ソフトボール大会 ８：30～
21㈫３Ｂ体操１部
９：30～10：15
２部
10：30～11：15
23㈭チューブ体操
13：30～15時
24㈮ふれあい喫茶
９～11時
25㈯防災部会
19時～
28㈫みなみ花咲くまちづくり部９時～
脳トレプリント配布 10～11：30

【 環境美化部】

６月の予備日は
ありません

三原 公園前集 合

12

しろくま公園 ロープウエイとでこぼこすべりだい
→
第７公園ひまわりブランコ

校 区住民 の皆さ んや子 ど
もたちが楽しみにしていた、
プレ イロッ トの改 修整備 が
終わ り、 月末前 からオ ー
プンとなりました。
各 公園で 違う新 しい遊 具
や健 康遊具 が設置 されて い
ます 。今回 はいろ いろな 遊
具を 紹介し ます。 お散歩 し
なが ら、是 非廻っ てみて く
ださ い。今 後もみ はらだ よ
りで 各公園 の紹介 をして い
きます。

第3公園可愛いシーソー →
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