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謹 賀 新 年

新年あけましておめでとう
ございます。
校区の皆様におかれまして
は、お健やかな新年をお迎え
のことと心からお慶び申し上
げます。
旧年中は各種行事にご参加、
ご協力を賜りましてありがと
うございました。おかげさま
で予定通り実施することが出
来ました。本年も昨年同様ご
協力をお願いいたします。
さて、私も連合会長になり
年がたとうとしています。
多くの人たちの支えがあれば
こそやってこられたと実感し
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三原台校区自治連合会会長 岸 本 啓 司
ています。
こ れか らも 「 絆」 を 深め
「安 心・ 安全 ・ 快適 」 な町
づく りを めざ し 、自 治 会活
動を 推進 して ゆ くべ く 、微
力で はあ りま す が貢 献 でき
るよ う、 「馬 」 年に ち なん
で、 サラ ブレ ッ トの 如 く、
スピ ード をも っ て何 事 にも
対応 して いき た いと 思 って
います。
最 後に 校区 の 皆様 に とり
まし て飛 躍の 年と な りま
すこ とを 祈念 申 し上 げ ると
共に 、よ り一 層 のご 指 導を
お願 いし 、新 年 のご 挨 拶と
いたします。
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歳末助け合い募金
３２７，４４７円

皆様方のご理解とご支援をい
ただき厚くお礼を申し上げます

上記のように分配させていた
だきました。
ありがとうございました。
【校区福祉委員会】

・日
時 平成 年２月 日（日）
・受
付 午前８時
８時 分スタート
・場
所 三原台中学校スタート・ゴール
・内
容 チェックポイントでクイズ・ゲームをし
ながらゴールまで歩く。
クイズ・ゲームの得点と所要時間と設定
時間がどれだけ近いかで上位者を表彰。
・参加資格 三原台中学校区に居住する人を含めた
「２～５人のグループ」単位です。
ただし小学３年生以下は大人を含むこと。
・申し込み ２月７日（金）まで。
用紙（会館にあり）に記入し、 小中学生は
各学校、地域の方は地域会館
主催 三原台中学校区青少年健全育成協議会

出場者募集

三原台中学校区 ウォークラリー

槇 塚 荘
泉北園百寿荘
愛逢の里・堺
ルルポ泉ヶ丘
絆・あけぼの
福祉委員会
堺地区募金会
計

【この機関誌は毎月１回全戸配布】
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出場者

素子
朋典
智里
雅美
千晶

角廣 元貴
今岡美咲都
伊藤 健
谷 亜樹
尾高 宜弘
大橋友香子

大野
横山
宮本
宮本
井村

マラソン出場者

一般

小学生
５・６年男子
女子
中学生 男子
女子
男子
女子

Ｅ・Ｋ・Ｉ・Ｄ・Ｅ・Ｎ
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４０００部発行しています

ました。
いっぱい歩くとあたたか
くなりました。地域会館に
もどるとおかしももらえた
し、また行きたいです。
【あおぞら子ども会
髙橋まりな】
子どもと一緒に大きな声
を出しながら歩きました。
寒い中でしたが歩いている
うちにポカポカ。
地域会館でおいしい甘酒、
豚汁でポカポカ。楽しい時
間を過ごせてよかったです。
【３丁・髙橋明子】

26

全 国社 会福 祉協 議会
会長表彰受賞
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30

増原セチ子氏
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います。
【校区自治連合会長・岸本】

寒さ飛ばして

火の用心
月 ・ ・ 日に年末
恒例の「歳末特別パトロー
ル」を実施した。
雨が降ったりみぞれ交じ
りの寒い３日間であったが、
延べ４６１人の人が、地域
の安全・安心を守るため夜
回りに参加。
以下参加した子どもとお
母さんの感想文
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わたしは２日目と３日目
に行きました。２日目は先
頭に立って「火の用心」と
大きな声を出しました。そ
したら「おっ。大きな声が
出せていいね」と言われて
うれしかったです。
３日目は、他の人が先頭
に立って「火の用心」と言っ
ていました。なので後につ
づけて「火の用心」といい
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校区自治連合会副会長で
もあり民生委員児童委員長
の増原セチ子氏がこの度、
全国社会福祉大会で永年勤
続功労者とし会長表彰を受
賞されました。
継続は力なりといいます
が、民生委員児童委員を
年以上の長きにわたって勤
められたことは、校区の力
でもあり誉れです。
今後も身体に気をつけて
より一層の活躍を期待して
います。
受賞誠におめでとうござ
来る３月２日
（ 日） 時 ～
時、三原公園に
於いて三原台校
区まちづくり協
議会が、地域住
民交流の場とし
て「三原台ふれ
あいマーケット」
を実施します。
会場ではバルー
ンアートや、校
区出身「ミナク
ル」の漫才、自
治会活動の紹介、
体験コーナー、
フリーマーケットもありま
す。
初めての試みですが、当
日は掘り出し物が見つかる
かもしれません。
ご家族、知人、友人お誘
いあわせの上、会場へお越
しください。
【校区まちづくり協議会】

Let's Enjoy
三原台ふれあいマーケット
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大 人 も子 どもも幼 児 も
みん な ク リ スマス大 好 き ！

子ども会のクリスマス

保育園
ご縁（５円）会

お詫びと訂正

回ボーリング大会

今年も保育園児と新春を
祝うご縁会を開催します。
・日 時 １月 日（火）
時 分～ 時
・場 所 三原台保育園
１階４・５歳児室
・参加費 ご縁ということ
で『５円』
三原台保育園

月号校区内清掃ご報告
で参加人数に転記ミスがあ
りました。
３丁分譲 人ー 人、コー
ポタウン１人ー８人、タウ
ンハウス１人ー２人、４丁
分譲 人ー 人。
寒い中早朝からご参加い
ただきましたのに、申し訳
のないことでした。お詫び
申し上げます。【広報部】
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地域のカレンダー
１／15～２／14

去る 月 日（日）高学
年お料理教室が行われまし
た。毎回大好評で限られた
参加人数の為、今回は抽選
となり、ラッキーな子ども
たちと育成者の方々が一緒
に横山先生と「手作りウイ
ンナー、パエリア、カップ
ケーキ、スープ」を作り、
おいしくいただきました。
【子ども会・住岡】
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子どもたちが、いろいろな
シールを張って、とてもす
てきなクリスマスツリーが
出来上がりました。
陽だまりスタッフのエプ
ロンシアター、ハンドベル
の演奏。お母さんたちもハ
ンドベルの初体験、すてき
な音色をひびかせていまし
た。
突然サンタさんが登場、
みんなにプレゼントを持っ
てきてくれました。
ちょっと早かったけど楽
しいクリスマス会になりま
した。 【陽だまり・林】
・次回の予定
１月 日（水） 開放日
２月 日（木）
未就園児親子の集い
いずれも 時～ 時 分
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男声カルテット「リンクス」
月 日子ども会クリス
マス会には、１４０人以上
の子どもたちと、 人余り
の育成者の方々が参加され
ました。
ビデオの上映、サンタさ
んと一緒にジャンケン大会、
ビンゴゲームと興奮で声が
かれるほどの大盛況でした。
皆さんのご理解、ご協力
でたくさんの子どもたち、
育成者の方々と楽しい思い
出がまた増えました。
ありがとうございました
【子ども会・住岡】
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壮年パワーでピンと寒さをぶっ飛ばし地域交流の輪を
広げましょう。
日 時
年２月 日（日） 時～ 時 ３ゲーム
場 所 ラウンドワン泉ヶ丘 現地集合
会 費 ２，０００円
２，３５０円靴なし
募集人数
人（予約制）
申込み 会費を添えて地域会館へ締め切り２月 日（月）
全員にハンディがあり 男女別表彰もあります。
※ 月号では９時～ 時としていましたが、午前中は
ウオークラリーがあり午後のプレーとなりました。
【三原台球友クラブ】
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高倉台在住の絵本作家・
さいとうしのぶさんが、絵
本の世界を紹介してくださ
います。
親子で楽しんでいただけ
る内容です。是非お友だち
と誘い合ってお越しくださ
い。
・日 時 ３月 日（水）
時～ 時
地域会館プラチナサロン
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陽だまり の
クリスマス
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ハモリーナの
クリスマス
ちょっと早いハモリーナ
のクリスマス。 月とは思
えない寒い朝でしたが、メ
ンバーの出足は早く、定刻
分前には、いつも何かが
隠されているプログラムを
前に、ワクワクヒソヒソ。
まずはジングルベル、声
張り上げて 人の大合唱。
家では歌えない歌を、思いっ
きり歌うコーラスの楽しみ、
ハモリーナの真髄である。
私の好きな歌も選曲になっ
ていた。「東に住む人は幸
せ…」
嬉しいプレゼントは、パ
パーズのメンバー４人で結
成された男声カルテット
「リンクス」の出演。北帰
行や琵琶湖周航の歌など男
声コーラスならではの歌声
にうっとり。
ジャンケンゲームは負け
るが勝ちのさかさまジャン
ケン、「いつもは負けるの
にこんな時は勝つ」と大笑
い。先生手製のケーキやパ
ンを狙った外れなしの福引
に、羨望とため息と笑いが
渦巻いてクリスマスは終了。
蛍の光で 年度を締めた。
先生に、そしてボランティ
アさんに感謝、ありがとう
ございました。【渡邉冨】
月 日は陽だまりクリ
スマス会。
すごく寒い中、出足は遅
くなりましたが、 組の親
子が来てくれました。
泉丘幼稚園の先生が、も
みの木を書いた紙皿の額に
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１／15㈬いきいきサロン
10～12時
16㈭チューブ体操
13：30～
17㈮モーニング喫茶
９～12時
手話サークル
９：30～11時
青少年指導夜間パトロール20時～
18㈯大人の開放日おしゃべり９～12時
防災部会
17時～
19㈰子ども会
17時～
21㈫手話サークル
９：30～11時
22㈬陽だまり開放日
10～11：30
23㈭チューブ体操
13：30～
24㈮モーニング喫茶
９～12時
25㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
26㈰子ども会餅つき大会
９～12時
三原台小学校校庭・体育館
28㈫手話サークル
９：30～11時
30㈭チューブ体操
13：30～
31㈮モーニング喫茶
９～12時
２／１㈯大人の開放日おしゃべり９～12時
２㈰ＥＫIＤＥＮ(駅伝)西原公園
４㈫手話サークル
９：30～11時
６㈭チューブ体操
13：30～
７㈮モーニング喫茶
９～12時
８㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
みはらだより発行
校区定例会
19：30～
13㈭陽だまり
10～11：30
チューブ体操
13：30～
14㈮コーラス
10：30～1時間
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