イン スタ グラ ム
ＱＲ コー ド

校区 の花の ボラ ンティ ア
（通称 ・花ボ ラ） みなみ 花
咲くま ちづく り部 の皆さ ん
は年 ～ 回 、地 域会館 周
辺の花 壇の植 替え をされ て
います 。梅雨 入り となっ た
タイミ ング、 小雨 の降る 中
日に 分けて 作業 、無事 植
替えが終わりました。
可愛 い素敵 な花 が私た ち
の目を 楽しま せて くれて い
ますね 。皆さ んも 地域会 館
辺りに 来られ た際 には、 ぜ

可愛いお花の
植替え完 了

「みはら文化まつり」作品展 作品募集

ひ鑑賞してください。
また、 花ボラ では一 緒に
活 動して くださ る、花 好き
の 方を募 集して います 。楽
しく活動しませんか？
お 問 合せ は
地 域 会館 ま
で。

日（日）

夏の交通事故防止運動

令 和 ４年

オンラインでの「みはら文化まつり」

７ 月 １ 日 （ 金） ～ ７ 月

近畿大学病院健康講座 生活習慣病①

で す。皆様 のご 参加を お待
ちしています。
・開催日時 ８月 日（土）
時～ 時
・講 師 腎臓内科
主任教授 有馬 秀二先生
・講演内容「高血圧を
正しく理解しょう」
・開催場所
三原台地域会館
・申込不要
お問合せ 地域会館
２９２ー７０１５
月～土 ９時 ～ 時
（日・祝休）

「高 血 圧 を 正 し く 理 解 し ょ う 」

校区 自治連 合会と 校区 福
祉委員 会では 、近畿 大学 病
院ご協 力のも と、校 区住 民
の皆さ んがよ り健康 を意 識
し、健 やかに 過ごせ るよ う
三原台 で健康 講座を 開催 す
ることにしました。
いろ いろの テーマ で定 期
的に開 催する 予定で す。 年
代を問 わず、 多くの 方々 に
ご参加 いただ けたら と考 え
ています。
まず 第一回 目とし ては 、
多くの 方々が 関心を お持 ち
の『高血圧』がテーマです。
開催の 詳細は 以下の とお り

【校区福祉委員会】

乞うご 期待
９月 日（ 土）敬老 大会を開 催します
詳し くは８月号 でお知ら せします

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】
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みはら
だより

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

雨 水タンク設 置

災害 時だけ では なく、 み
なみ花 咲くま ちづ くり部 の
水やり などに も利 用を予 定
してい ます。 大切 にして 下
さいね。

天からの贈り物 防災に活かして
災害が起 こっ た際に は、
様 々な資源 が手 に入り にく
く なります 。特 に普段 の生
活 の中で防 災を 意識し なが
ら の備えが 大切 になっ てい
ます。
自治連合 会で は、雨 どい
を利用しての雨水タンクを、
平 成 年に三 原公園 にある
校 区防災倉 庫横 に設置 。今
回 、近畿大 学よ り寄贈 され
た 雨水タン クを 地域会 館前
に設置いたしました。

氏名、年齢（ 学生は学年）
住所、電話番号
＊身長
㎝以下の方は、
地震体験できません。

近畿大学×吉本興業 共同研究
｢笑い｣の医学的検証参加者募集
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電話０７２－３６６－０２２１
（内線３８２１）

堺市 総合防災 センター

日 時 ９月４日（日）
午 前 時 分 現 地集合
場 所
堺市総合 防災 センタ ー
美原区阿弥１２９ー４
体 験 ２時間程度です。
申込み 地域会館へ
電話又はＦａｘで
２９２ー７０１５
先着順 名まで
申込期限 ８月 日（木）

実際の場面の体験ツアー
令 和４年 ４月に 設立 され
た堺 市総合 防災セ ンタ ーの
見学を実施します。
セ ンター は堺市 防災 の中
核拠 点施設 のほか に、 防災
に向 けての より実 践的 な体
験が 出来る 体験型 学習 施設
で、 座学だ けでな く、 地震
体験 や消火 体験、 煙・ 暗闇
避難 体験な ども出 来る 施設
です 。各種 体験が ツア ーに
入っています。
ご 家族で の参加 も歓 迎。
現 地集合 、現地 解散 とな
りますので、ご注意下さい。

3

20

ryo-sakamoto@med.kindai.ac.jp、

今年も作品展を開催します。今からご準備してください。
地域の皆様の書や絵画、写真、手芸、陶
芸、木工等の作品を募集します。
日時 11月19日（土）20日（日）
会場 三原台地域会館
作品出展申込締切 10月29日（土）
申込用紙は地域会館にあります。
2

10

近畿大学病院では、お笑いの研究に協力していただける被
験者の方を募集しています。（※がんと診断されている方で、
がんが治癒している、または病状が安定している方）募集期
間は９月初旬まで。定員になり次第締め切ります。
４週間の間、毎日15分程度「お笑いＤＶＤ」を鑑賞頂き、
心理検査を含む質問表とアンケートへの記入をお願いします。
検査初日と最終日の２回近大病院への来院が必要、酸化ス
トレス測定のため指からごく少量の採血を行いご参加頂いた
方には、ご自身の酸化ストレス、抗酸化力のデータを提供さ
せていただきます。
案内チラシは地域会館にも置いています。
申し込み・問い合わせＱＲコードまたは

17

18

を今年も引き続き開催いたします。
作品等は７月１日から随時。撮影データを下記メールにお
送りください。
１分以内の動画も投稿可能です。インスタグラムで見てい
ただけます。
制作された作品の写真や変わりゆく町の風景や家族やペッ
トのスナップなど、あなたの力作をお待ちしております.
文化部 宇都宮彰治
miharadai.bunka@gmail.com 作品申込メール

31

10

40

110

2

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
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令和４年７月号
ホームページアドレス
miharadai-rengou.com

み は ら だ よ り
（１）第390号

回校区ソフトボール大会

新岸池周遊路・
憩いと集い の場

泉北三原 台郵便局
絵 手 紙 教 室 の 参加 者 募 集
楽しく絵手紙を書いてみませんか？
夏休みです！子どもさんも大歓迎です！

無料 で す ！
「筆を使ってはがきにイラストやメッセー
ジを書きます」
日時 ８月 日（日）
時～ 時
（要予約）（出来上がった作品は秋の
文化まつりに出展予定をしています）
場所 三原台地域会館
参加希望の方は８月 日
までにご連絡ください。
電話
２９２ー３９３２
泉北三原台郵便局

危険
緑道での
スケート ボード

地域のカレンダー
８／1～８／31

ぎっ たり、袋 に入 れて ポン
ポン して遊び まし た。 紙を
ビリ ビリ破る のっ て楽 しい
ですよね。
最 後は大型 絵本 で、 いろ
いろ な動物と 一緒 にピ ョー
ン！ とジャン プし てみ んな
が笑顔に。
保 健師さん から 熱中 症予
防の アドバイ スも いた だい
て、 育児相談 にも のっ てい
ただきました。
涼 しい室内 でお 友達 作り
に来てくださいね。
次回の予定
８月は休み
９月８日（木）
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第
外周歩道の完成 後、だん
だ んと仕上がって くる施設
を 見ながら、いつ から使え
る のか楽しみに待 ちわびて
お られた方も多い と思いま
す 。やっと全施設 の整備が
完了し、７月 日（火）に
利 用可能となりま す。周遊
路 には東屋やベン チ、健康
遊具も設置されました。
１周約六〇〇メ ートルで
す 。ウォーキング やお散歩
に行ってみて下さい。

新 緑道に
仮設ベンチと
ミスト設 置

10

三 原台校 区内は 公園 や緑
道の 整備が 進み、 道幅 も広
く歩きやすくなっています。
し かし、 新緑道 はじ め緑
道数 カ所で 、スケ ート ボー
ドで 走行し ている 子ど もた
ちが見受けられます。スケー
トボ ードと の接触 事故 にな
りそ うな場 面や夜 間遊 ぶ騒
音に 困って おられ る声 もあ
りま す。緑 道での スケ ート
ボー ド走行 は危険 です 。お
子さ んたち への声 かけ よろ
しくお願い致します。

ポイ捨て禁 止
ゴミは
持ち 帰りましょう

1

備、たまのエラーもみんな
でカバー。
監督の的確な采配と、家
族の熱い応援のおかげもあ
り３試合を勝ち抜き、優勝
することができました。
地域の方々との親睦も深
まり、とても楽しい１日に
なりました！
【３丁分譲 辻】

三原台小学校
三丁分譲
サンスクエアＢ

12

緑道が切替わり多くの住
民の方から、新緑道は以前
の緑道に比べ、勾配があり、
距離も伸びた為、校区自治
連合会としても対策が必要
と考え、関係者と協議した
結果、近大敷地側２ヶ所に
ベンチと暑さ対策のミスト
を設置していただけること
となりました。

６ 月 日（日 ）今年度
回目 の校区内 清掃 を行い ま
した。
感 染症対策 に十 分気を 付
けな がら、今 回は 記名も 頂
き、 普段通り の清 掃がで き
ました。
地 域の方々 の参 加に合 わ
せて 、工事関 係者 の方々 も
早朝 から参加 いた だき、 校
区内 もきれい にな りまし た
が、 ポイ捨て も増 えてい る
のが 現状です 。ゴ ミは持 ち
帰りと決めましょう。
ご 参加の皆 さま ありが と
うございました。
次 回は９月 日（日） 予
定で す。皆さ まの ご参加 よ
ろしくお願いいたします。
【環境美化部】

暑い毎日ですが、
コロナと熱中症対策を
しっかりしましょう。
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18

爽やかな 晴れの 日、 ５組
の 親子さん が来て くれ まし
た。
いずみが おか幼 稚園 の先
生と一緒にふれあい遊びや、
色 とりどり のはな かみ をち

12

28

!

優勝の女神は三丁分譲自治会に！
梅雨の 晴れ間 に恵 まれた
６月 日（ 日）三原 台中学
校に於い て校区 ソフ トボー
ル大会を開催しました。
試合結 果は御 覧の とおり
ですが、 熱戦ぶ りを お伝え
できない のがと ても 残念で
す。小・ 中・高 校の 先生方
や地域の 皆さん も多 数の参
加があり 、成人 した 卒業生
が久しぶ りに先 生方 とお話
ができる 場面も あり よかっ
たと思っ ていま す。 三高ソ
フトボール連盟のみなさん、
朝早くか らご協 力あ りがと
うございました。
【 健康ス ポー ツ部】
久 しぶりの ソフ トボー ル
大会 。中学生 から 代 の選
手の チームワ ーク はバッ チ
リ。 弾ける打 線に 手堅い 守

19

サンスクエアＡ

三丁分譲自治会

８／３㈬楽笑クラブ
10～12時
４㈭元気モリモリ体操 13：30～15時
９㈫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
10㈬介護相談
10：30～11時
13㈯～15㈪
会館休み
16㈫３Ｂ体操１部
９：30～10：15
２部
10：30～11：15
17㈬いきいきサロン
10～12時
20㈯近畿大学健康講座
10～11時
ボランティア会議
11：30～
23㈫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
25㈭チューブ体操
13：30～15時
26㈮ふれあい喫茶
９～11時
27㈯防災部会
19時～

紙をビリビリ楽しいね！

東大谷高等学校
泉ヶ丘アイプレイス
ワイルドボアーズ
三原台中学校
ロイヤルシャトー
混成チーム
サンスクエアＡ

一致団結 ３丁分譲の皆さん
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優 勝
おめでとう‼
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