三原台地域会館で ９月 日（土）

敬 老 大 会

記
◎日時 ９月 日（土）
午前 時から
◎費用 無料
（お赤飯付き）
◎場所 三原台地域会館
◎ 申込 み 締め 切り
９月 日（土）
（雨天決行）

お待ちかね８月 日（土） 日（日）

「みはらふるさとまつり」
いよいよ開催 乞うご期待
お楽しみ抽選券付きプログラムがお手元に届いていると
思います。赤いテントでお待ちしています。
【みはらふるさとまつり実行委員長】

堺市生涯学習まちづくり出前講座

汚 れ も ウ イ ル ス も泡 で 撃 退
７月７日堺市生涯学習ま
ちづくり出前講座があり、
食品衛生課の桂法子氏から、
「知っていますか食中毒・
手洗いチェッカーで手洗い
指導」の講座を受講しまし
た。
受講生は日ごろふれあい
喫茶や、一人暮らし食事会
にかかわる、ボランティア
こぶし、民生委員、ボラン

堺市役所開庁記念式典で表彰

み は ら 文 化 祭 作 品 募 集 中

◎ 開催日
月 ・ 日（日・月祝）
◎ 場 所 三原台地域会館
只今作品を募集しています。絵画、書道、工芸、陶芸
写真、手芸など作品発表の場にしていただければと思
います。ご出展をお待ちしています。
◎申込み締め切り
月 日（木）
詳しくは地域会館までお問合わせ下さい。
申込用紙は地域会館にあります。 【文化部・富永】

食中毒を起こさないため
の注意事項を再確認し、一
層の注意を払って、皆様に
安心・安全な食事を召し上
がっていただけるよう、心
掛けたいと強く思いました。
【ボランティアみはら・近藤】

青色パトロール
講習会のお知らせ

青色 パトロ ールの 講習 会
を開催いたします。
・青色パトロール実施者証
をお持ちの方。
・これから新規にご協力い
ただける方。
多数ご出席お願いいたしま
す。
日時・ 年９月 日（木）
午後７時より
場所・三原台地域会館
問合せ２９２ー７０１５
【防犯統括部・野田】

９月 日から 日に実施される

「秋の全 国交通 安全運動 」 の一 環とし て、
運転者講習会が開催されます。
三原 台では ９月１ 日（ 月） 時 より 三原 台小 学校 体育
館 にて 行われ ます 。多 くの 方が 参加 され ます よう 、
よろしくお願いいたします。【交通指導部・平澤】
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川北信夫氏善行者賞受賞

11

自動車運転者講習会のご案内

自慢のヘルシーレシピを広く募集します。
入賞者は南区役所ふれあいまつり（11月９日）にて表彰。副賞
として堺市産のお米と野菜の盛り合わせを贈呈します。募集要項
は南保健センター（区役所４階）や地域会館に配架。南保健セン
ターのホームページからもダウンロード可能。詳細は広報8月号を
ご覧ください。◎締め切り：９月12日（金）自慢のヘルシーレシ
ピをお待ちしています。２９３－１２２２ 【堺市南保健センター】
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ティアみはらの皆さん。
堺市でも年間 件位の食
中毒が発生していると聞き
ました。食中毒は原因とな
るウイルスの付いたものを
飲食することで発症します。
家庭で予防するためには、
菌（ウイルス）を付けない、
増や さない 、
殺菌 するこ と
で基 本は手 洗
いです。
丁 寧な手 洗
いとは、流水で手をぬらし、
洗浄液（石
鹸など）を
付けて十分
泡立て、手
の平、甲、
指先、指の間、親指の付け
根、腕、肘ま
でしっかり洗
い、流水でよ
くすすぎ、乾
いたタオルか
ペーパータオルでしっかり
水 分を 拭 き 取
ることが大切。
手 洗い 指 導 を
受 けて 実 感 し
ました。

健康応援レシピコンテスト応募者募集！！
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敬老大会を開催します。
今回はかわいい泉丘幼稚
園児と、堺市出身の演歌歌
手夏木美衣さんの歌声を楽
しんでいただきます。
敬老大会は 歳以上対象
でどなたでも参加していた
だけます。電話でお申し込
み下さい。
地域会館
２９２ー７０１５
月～土 ９～ 時
（日・祝休み）
【校区福祉委員会】
な つ き み え

夏木美衣さんの
プロフィール
堺市北区出身
デビュー曲千草川哀歌

いつも笑顔で「ありがとう
ございます。きれいな町が
好きだから」とおっしゃる
川北さん。
どこかで会われたらお声
を掛けてあげてください。
笑顔が返ってきますよ。
今回の受賞をお祝いして
三原台公園愛護委員有志の
方々から、ごみ袋１箱の贈
呈がありました。
川北さんいわく花束より
ゴミ袋がいいそうです。
【校区自治連合会
会長・岸本】
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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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７月 日堺市役所開庁記
念式典で、長年にわたり地
域の清掃活動を続け、明る
い町づくりに貢献されてい
る川北信夫氏が、堺市善行
者賞を受賞されました。
おめでとうございます。
川北さんは夏の暑いなか、
木枯らし吹く寒い冬、一人
で黙々と三原台の緑道の掃
除をして下さっています。
秋には掃いてもはいても
落ちてくる落ち葉を根気よ
く集めて下さって「ご苦労
様です」と声をかけると、
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これから暑くなります。
こまめな水分補給をして元
気にお過ごしください。
【陽だまり・小澤】
次回の予定
・８月 日（水）開放日
夏休み中ですからお兄ちゃ
ん、おねえちゃんもどうぞ
・９月 日（木）
未就園児親子の集い
いずれも ～ 時 分
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☆犬の散歩はリードをつ
けて、公園をドッグヤー
ドにしないでください。

愛犬家の皆様へ
お願い

２回戦に進んだが残念な
がら敗退。１回戦で全力を
使い果たし、勝利への気持
ちを持ち続ける事が出来な
かったことが敗因と反省し、
今後は技術面はもちろんの
事、精神面も養う必要を感
じた。【ソフトボール部】
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☆糞は必ず持ち帰ってく
ださい。

熱 中 症 から
命 を守 る

「 代の発汗量は 代の
％に減る」と言われていま
す。汗は体温を調節するた
めに欠かせない体の機能で
す。汗をかきにくくなるほ
ど体温は下がりにくくなる
わけで、特に炎天下で運動
をしていなくても、 代を
超えると熱中症にかかり易
くなります。
さらに高血圧、糖尿病、
心臓疾患の人は、熱中症に
かかった時、重症化しやす
くなると言われています。
高齢者には周囲が協力し
注意深く見守る。
決して無理な節電はせず、
適度に扇風機やエアコンを
使用する。
こまめに水分を取りましょ
う。家のどこにでもペット
ボトルに水を入れて置き、
見たら少しでも飲みましょ
う。
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地域のカレンダー
8／15～９／14

ポートボールリリーズ

34

きて、勝つことができまし
た。結果は 対 でした。
私は、力を合わせてチー
ム全員で頑張ることは本当
に大切なことだと思いまし
た。
【ポートボールリリーズ・
福地陽菜】
７月 日台風が近づく中、
７組の親子が未就園児の集
いに遊びに来てくれました。
いずみがおか園の先生方
には、手遊び、にらめっこ、
絵本は「ぎゅうぎゅう」と
「つかまえた！」を読んで
いただき、マラカスも作り
ました。小さなプラスチッ
クカップの中にマカロニを
入れて、お母さんにテープ
でカップを張り合わせても
らって、シールをはったら
出来上がり。
みんなで「犬のおまわり
さん」の曲に合わせてシャ
カシャカシャカ、みんなと
ても楽しそうでした。
保健師さんからは「熱中
症予防カード」をいただき、
予防法、もし熱中症にかかっ
たらなど、詳しく話してい
ただきました。

来年に向けて
ソフトボール部

なお、複数の表彰者を出
したのは三原台校区のみで
す。頑張りました！
【グラウンドゴルフ
こぶし会】
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今年は雨天のため１週間
順延になり、不参加チーム
が増え、試合時間の変更な
どがあり大変だった。
初戦は昨年、堺オリンピッ
ク決勝で負けた美木多校区
チーム、今回は接戦の末に
勝ちリベンジ。

10

優勝おめでとう！
７月 日南ブロック大会
が鴨谷体育館でありました。
第一試合では、竹城台東
小学校と試合をしました。
チームみんなで相手のボー
ルをカットし、１０５対５
で勝つ事ができました。
第二試合は竹城台小学校
と試合をして、 対８で勝
ちました。
決勝戦は茶山台小学校と
試合をしました。試合直後
は点差がひらかなくて、キャ
プテンとして私はとてもあ
せりました。
でも試合をしていくうち
に、みんなで声を掛け合っ
て協力できたので、いつも
のプレーができるようにな
り、パスもとおるようになっ
て、どんどん点差も開いて

南区ふれあいスポーツ大会

ア・ラ・カ・ル・ト
ちょっと残念！
バレーボール部
首位決定で大接戦フルセッ
トの末、市長杯への切符を
逃がしてしまいました。
課題も見つかり、気持ち
を新たに上を目指して、チー
ム一丸となって頑張ってい
きます。【バレーボール部】

56

リーであったのが、当日は
８割弱程度の参加者にとど
まった模様。
競技は８ホール２ラウン
ドの個人戦。表彰対象者は、
男女別上位５位までの方法
で開催された。
三原台「こぶし会」から
は男性９人、女性５人計
人がエントリー。
競技結果
男子
・優勝 河村 健三さん
・４位 三国直世志さん
女子
・３位 久保 昌子さん

熱中症になった時の
処置は？

１、涼しい場所へ避難させ
る。
２、衣類を脱がせ体を冷や
す。
３、水分、塩分を補給する
自分で水をのめない、
意識がない時はただち
に救急隊を要請する。
【厚労省抜粋】

暑い毎日が続きます。
体 調に は十 分気 を 付け て
楽しくお過ごしください
【広報部】

校区内清掃
９月 日（日）
午前８時より

85

８／16㈯みはらふるさとまつり 17～21：30
17㈰みはらふるさとまつり
17～21時
18㈪まつり後片付
８時
22㈮モーニング喫茶
９～12時
23㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
26㈫手話サークル
９：30～11時
27㈬陽だまり開放日
10～11：30
28㈭チューブ体操
13：30～
29㈮モーニング喫茶
９～12時
30㈯大人の開放日おしゃべり ９～12時
31㈰体育部会
19：00～
９／１㈪自動車運転者講習会
三原台小学校体育館
19：00～
２㈫手話サークル
９：30～11時
４㈭チューブ体操
13：30～
５㈮モーニング喫茶
９～12時
６㈯大人の開放日おしゃべり ９～12時
防災部会
19：00
９㈫手話サークル
９：30～11時
10㈬介護相談
10～12時
11㈭陽だまり未就園児
10～11：30
チューブ体操
13：30～
青パト講習会
19：00～
13㈯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～
14㈰校区内清掃 郵便局横集合 ８時～

日（ 日）

【環境美化・薮内】

９月

郵便局横集合
雨天の場合
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頑張った
グラウンドゴルフ部
13

21

20

７月 日開会式直後の大
雨で 日に順延となったた
め、当初３２７人のエント
20

喜びに沸くポートボールリリーズの皆さん
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