平成

年度がスタート

じますが、いつ起こっても
おかしくないのが震災です。
三原台校区防災部は、住
民の皆さんに改めて災害に
対して危機感を持っていた
だき、近隣の方たちと防災
について話し合う日を、９
月第４日曜日に定めていま
す。
今年は９月 日（日）総
合防災訓練を行い、防災部
員さんや地域の方たちの防
災意識を高めるよう、三原
台の防災士の方々と共に取
り組みをしていきます。
まずは６月８日（日）救
急救命の講習会を予定して
いますので、皆さんの受講
をお待ちしています。
【防災部・山下】

子ども達の
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必要な事を学んでいきます。
私達の三原台をふるさと
として育っていく子どもた
ちが、楽しく遊び地域社会
になじんでいく場として子
ども会があります。
今年の目標として、一人
でも多く子ども会活動に参
加をお願いし、保護者、地
域の皆さんの協力、理解の
中で、子どもたちと一緒に
楽しく遊び育みあっていき
ましょう。
【子ども会・長谷川】

三原台は青少年の
心のふるさと
今年も三原台の子どもた
ちが、笑顔いっぱいで元気
に正直に成長して、成人の
お祝い会に参加してもらえ
ることが希望であり願いで
す。
☆青少年指導委員会では、
三原台の皆さんに第３金曜
日午後８時からの夜間パト
ロールや、ウォーキングパ
トロール隊に参加、協力し
て頂き、お気づきの事や改
善できる方法など話し合え
る場になればいいと思いま
す。
☆平成 年１月成人式を迎
える子どものいる親御さん
に、「成人のお祝いの会」
のお手伝いも呼び掛けます
ので、ご協力よろしくお願
いします。
大人が変われば子供も変
わる。子どもは大人を見て
います。良い事も悪い事も！
【青少年指導員・村田】
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専 門 部部 長 の 方 針 や 抱 負 を 紹 介 し ま す 。 校 区 の 皆
様 が安 心 して 暮 ら せ る お手 伝 い を 、 単 位自 治 会 の 部
員 さん の ご協 力 を い た だき な が ら 、 今 年も 頑 張 っ て
いきます。お気づきの事やご意見をお寄せ下さい。

あおパト
チャリパト
見守り隊でガード

安全・安心
無事故を
目指して
交通事故の無い「安全・
安心なまちづくり」には、
交通環境の整備、交通指導
などの対策に加え、交通ルー
ルの遵守・マナーの向上を
訴え、交通安全意識を高め
なければなりません。
今年、新たに単位自治会
から交通委員 人を選出し
ていただき、交通指導員
人と共に、より一層地域の
安全・安心に向けた取り組
みを進めたいと思っていま
す。【交通指導部・平澤】

慌てない対策を

未来を見つめて
子ども会は、遊びを通し
て社会の一員になるために

きれいな町に

住むしあわせ

いつも早朝から気持ちよ
く参加してくださる地域の
皆さんに感激しています。
昨年度は長らく手付かず
だった学校や公園の溝を清
掃し、子どもたちが気持ち
よく遊べる場所を作りまし
た。
今年は小・中学生ととも
に楽しく清掃ができればい
いなぁと考えています。町
をきれいにする習慣を大切
に育てて行きたいですね。
【環境美化部・薮内】

バス道は
笑顔をつなぐ
花のリボン

花のボランティアは、道
路沿いを花いっぱいにして、
通行される人々の目を楽し
ませ、心を癒せるよう、グ
ループの人たちと活動して
いこうと思っています。花
を大切にするモラルも育つ
といいですね。
【花のボランティア・田口】

作者・出演者の
思いを伝える

何もわからないまま引き
受けた文化部。四苦八苦し
ながらの活動ですが、先輩
方々のご意見やご協力をい
ただきながら、例年通り開
催できるよう努力してまい
ります。
幸いにして前部長が付い
ていてくれますので心強く
思っています。
【文化部・富永】

新しい

風を求めて

「みはら だより 」ご愛 読
ありがとうございます。
昨年５月からカラー印刷
機が導入されました。一度
に両面印刷される優れもの
です。新聞も衣替えしまし
た。間違いの指摘、ご意見
などお寄せ下さい。
みはらだより発行に携わっ
てくださる方を探していま
す。パソコンの出来る方お
申し出ください。よろしく
お願いします。
【広報部・渡邉】

校区ソフトボール大会

６月 日（日）８時 分開始
三原 台 中 学校 校 庭 で 校 区ソ フ ト ボ ール
大会を行います。（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）
体育委員さんまで申し込んでください。
申込み締め切り ６月６日（金）
組み合わせ抽選 ６月８日（日） 時～
応援もよろしく！
【体育部・ 住岡】
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イベントは
すべて
日本晴れ！
今年で発足 年目になり
ます。毎年各自治会のご理
解・ご協力により、防犯委
員 人で、平成 年度も地
域の安全・安心な町づくり
に少しでもお役に立てれば
と思います。
青パトによる児童の登下
校時パトロール、チャリパ
トによる車が通れない緑道・
公園の巡回、見守り隊によ
る巡回など、校区全体を犯
罪の無い町を目指して頑張っ
ていく所存です。
【防犯統括部・野田】
3

グラッと来ても
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東日本大震災から３年、
最近は震災に対しての意識
が薄れてきているように感
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【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています 】

19

21

28

13

26

昨年に引 き続き 体育 部長
を務めさせていただくこと
になりました。
体育行事は早速６月 日
にソフトボール大会が行わ
れます。今年も昨年に引き
続き沢山の方々に参加して
いただき楽しい一日を過ご
したいと思います。よろし
くお願いします。
また、 月には体育大会
も行われます。みなさんと
一緒に楽しく有意義な一日
を過ごしたいと思いますの
で、こちらもよろしくお願
いします。
今年も校区の皆様と、い
い汗をいっぱい流して、お
互いに楽しく親睦を深めて
いきたいと思います。
【体育部・住岡】
10
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救命救急講習会

知っていれば人の命が救
えるかもしれないＡＥＤ。
地域会館で講習会をします。
出席者には修了証が発行さ
れます。ふるってご参加下
さい。
・日時 ６月８日（日）
時～ 時間程度
講師 三原台保育園園長
重谷 崇夫氏
修了証発行の為、事前申
し込みが必要です。
５月 日までに地域会館ま
で ２９１ー７０１５
【防災部・山下】

日 （日 ）

【環境美化・薮内】

６月

郵便局横集合
雨天の場合

校区内清掃
６月８日（日）
午前８時より

3

お め でと う ！

作ってください。また一緒
に陽だまりのお手伝いをし
てもらえるスタッフもお待
ちしています。
【陽だまり・林】
次回の予定
・５月 日（水）開放日
・６月 日（木）
未就園児親子の集い
いずれも ～ 時 分

の運動が、かえって健康を
害していることもあるので
す。とりわけ高齢になると
病気ではないが調子の悪い
ところが多くなり、運動も
慎重にしなければなりませ
ん。
また一人住まいのひとり
食事は栄養が偏って、いわ
ゆる栄養失調になっている
と言われます。
一日に肉や魚を手の平半
分ずつ、卵を１つ、豆腐も
手の平半分をきっちり食べ
ます。
緑黄色野菜（人参・ほう
れん草・かぼちゃなど）は
両手いっぱい、その他の野
菜（大根・きゅうり・キャ
ベツなど）海そう・きのこ・
こんにゃくは、合わせて両
手に２杯、果物はほどほど
に、ご飯は適量、じゃがい
もは中１個、牛乳２００㏄。
しっかり食べて病気にか
からない体を、適量の運動
で転ばない体をつくりましょ
う。
【広報部】
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マリ ナー ズ 優 勝

うれしかったです。この調
子で１年間頑張りたいです。
【マリナーズ・橋本望】
※マリナーズは三原台子ど
も会のソフトボールチーム
です。今回初めて優勝しま
した。【子ども会・長谷川】

お出かけしたくなる季節
になってきましたね。今年
度陽だまりの代表をします
林です。よろしくお願いし
ます。
陽だまりは三原台にお住
まいで未就園児を持つ親子
の集まりです。毎月第２木
曜日はいずみがおか園、三
原台保育園の先生にエプロ
ンシアター、絵本の読み聞
かせ、工作などをして頂き、
また南保険センターの保健
師さんに情報や、個々の悩
みを聞いてもらっています。
毎月第４水曜日は開放日
を設けています。皆さんで
ワイワイおしゃべりをした
り、不定期にイベントもし
ています。どちらも時間は
時～ 時 分です。
陽だまりに来てママ友を
30

ついに こ の 日 が や ってき た ！
僕は南ブロック新人戦で、
絶対優勝すると心に決めて
試合にいどみました。
初戦は若松台エースハン
ターズ、決勝戦に行くには
この試合と、次の試合を勝
たなくてはいけません。み
んな緊張している中、ピッ
チャー奥野君が完全試合。
２回戦槇塚台ミラクルズ、
この試合もピッチャー柳川
君がノーヒットノーラン。
決勝戦は福泉中央ファイ
ターズ、１回の表に１点を
入れられ、その裏１点を入
れ追いつき、２回の裏２点
を入れ勝ち越し、３回を守
りきり優勝できました。
かんとくは飛びはねるほ
どよろこび、みんなもハイ
タッチしてよろこびました。

【こぶし会・村山】
上位入賞者は次の通り
・優 勝 正木 邦夫
・準優勝 平澤 勲夫
・３ 位 田畑 文雄
・４ 位 江本 満枝
・５ 位 戸知 達子
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ゲームが終わってほっと一息

-
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高齢化社会に
なって、多くの
人が健康づくり
に取り組んでい
ます。ウォーキ
ングをしたり、
ジョギングをし
たり、食事に気
をつけたりいろ
いろです。
「運動すれば健
康になれる」
「運動したら体
力がつく」とよ
く言われますが、一概には
言えないと思います。人に
は個体としての特性や条件
があり、健康づくりのため
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５／15㈭チューブ体操
13：30～
16㈮モーニング喫茶
９～12時
17㈯大人の開放日おしゃべり９～12時
20㈫手話サークル
９：30～11時
21㈬いきいきサロン
10時～12時
民生委員会
19時～
22㈭チューブ体操
13：30～
23㈮モーニング喫茶
９～12時
24㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
防犯部会
19：30～
25㈰子ども会 新入会員歓迎会
三原台小学校体育館 ８：30時～
27㈫手話サークル
９：30～11時
28㈬陽だまり開放日
10～11：30
29㈭チューブ体操
13：30～
30㈮モーニング喫茶
９～12時
31㈯大人の開放日おしゃべり９～12時
６／３㈫手話サークル
９：30～11時
５㈭チューブ体操
13：30～
６㈮モーニング喫茶
９～12時
７㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
８㈰校区内清掃 郵便局横集合 ８時～
救命救急講習会
13時～
10㈫手話サークル
９：30～11時
11㈬介護相談
10～12時
12㈭陽だまり未就園児
10～11：30
チューブ体操
13：30～
14㈯大人の開放日おしゃべり９～12時
みはらだより発行
校区定例会
19：30～
15㈰校区ソフトボール大会
三原台中学校校庭
８：30～

10

地域のカレンダー
５／15～６／14

自分に適 した
運動と食 事の量

グラウンドゴルフこぶし会

42

丹 波 篠 山 でプ レ ー
５月７日、グラウンドゴ
ルフこぶし会恒例、春の日
帰り親睦ツアーを行った。
行先は歌でおなじみ、兵
庫県丹波篠山、総勢 人が
芝コースで午前、午後と８
ゲームを競った。コース名
はまゆみコースとしゃくな
げコース。
当日は絶好のグラウンド
ゴルフ日和、コースの状態
にも恵まれ、ホールインワ
ンが 個、各ゲームもわず
かの差での戦いとなった。
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