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ために、ますますのご活躍
をお願いいたします。
【校区自治連合会長・岸本】

三原台中学校区 ウォークラリー

出場者募集

・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 途中の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。
設定時間にどれだけ近いか、クイズ・ゲー
ムの得点を加えて上位者を表彰。
・参加資格 三原台中学校区に居住する人を含めた
「２～５人までのグループ」。
ただし小学３年生以下は大人を含むこと。
・申し込み ２月６日（金）必着。
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

子ども防災訓練開催

知っていれば
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13

1

役に立つ

15

45

定 員 ２０ ０人
保護者 を含 む 定 員
になり次第締め切り
申し 込み方法 地 域会館
事務 所まで持 参又 はＦＡ Ｘ
２９２‐７０１５
三 原台地域 会館 （月～ 土）
９～ 時
それ以外は郵便受けに
締切り 平成 年 月 日（金）
訓練内容
炊き出し訓練見学
ツ ナ缶ろう そく
ペ ットボト ルろ 過器
ペ ットボト ル食 器作り
ラップ皿
紙パックスプーン
浄水器実演
福祉避難所見学
（絆あけぼの）
防災クイズ
試食
カレー
三 原台小学 校で 申込用 紙
を配 布いたし ます が、申 込
みは 地域会館 へお 願いい た
します。
【防災部】

27

初めての夜回り
月 日に、防犯パトロー
ルにお母さんと行きました。
最初は「火の用心」って
さけぶのがはずかしかった
です。でもだんだん楽しく
なってきました。
帰ってぜんざいを食べた
り、おかしをもらったりう
れしかったし、体も温まり
ました。【３丁・吉井真梧】
テーマ
講 師
日 時

2

少年非行防止活動功労者表彰受賞
防災部長 山下 平氏

12

27

近年は日本各地で大災害
が発生しており、近畿地区
においても、東南海地震の
発生が懸念されております。
昨年は、中学校の体育大
会で、生徒と保護者共同で
簡易担架のリレーが取り組
まれていました。
当校区の取り組みとして、
小学校４年生以上の児童を
対象に、避難所生活や被災
者の救出・救護の知識を少
しでも知っていただきたく、
防災意識向上を目的とした
防災訓練を実施いたします。
内 容
日 時 平成 年 月１日（日）
時～約３時間程度
場 所 三原台地域会館
対象者 ４年生以上
（保護者同伴可）

27

10

くらしの健康講座

12

場 所
申込み
電 話
ＦＡＸ
申込み

高血圧予防
林内科クリニック
林先生
平成 年３月９日（月）
時～ 時
南保健センター
電話またはＦＡＸ
２９３―１２２２
２９６―２８２２
２月２日～
【南保健センター】

13

この度大阪少年補導員連
絡協議会から表記の表彰を
受けられました。
山下氏は当校区の防災部
長として活躍して頂いてお
りますが、警察からの委嘱
を受けて、少年補導員を
年余り続けてこられました。
駅周辺や校区の巡回を自
主的にして中・高生が非行
に走らないよう地道な活動
を続けて下さっています。
受賞おめでとうございま
した。未来ある子ども達の

27

寒空に元気な子どもの
「火の用心」
年末恒例の歳末特別パト
ロールを、 月 ・ ・
日の３日間実施しました。
のべ３７０人の方が、わが
町の安全を守るため、寒い
中をパトロールしていただ
きました。
子どもたちの参加もあり、
大きな声で「火の用～心」。
小さい時から大人に交じっ
て行事に参加してくれるこ
とは、とても大切なことだ
と感じ感謝しています。
日は雨の為パトロール
は中止になりましたが、各
機関の表敬訪問があり、防
犯や自動車運転の注意や振
り込め詐欺についての話が
あり、皆さん熱心に聞いて
おられました。
平成 年も地域の安全・
安心のため、青パト見守り
隊で頑張っていく所存です。
【防犯統括部】

16

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

27

三原台校区自治連合会長
岸本啓司

羊頭狗肉にならないよう、
内容の充実を図ると共に、
徹底的にムダ・ムラ・ムリ
のダラリを改善していくこ
とが大切です。「住みよい
町・三原台」「明るい町・
三原台」をモットーに押し
進めていきたいと考えます。
今、三原台は府営住宅の
建て替え、近大病院の移転
と大きな問題を抱えていま
す。容易な問題ではありま
せんが、校区の皆様のご理
解とご協力を得て、一歩一
歩進めて参ります。よろし
くお願い申し上げます。
今年も素晴らしい年にな
りますよう祈念申し上げて
新年のご挨拶といたします。

26

14

謹賀新年
あけましておめでとうご
ざいます。校区の皆様方に
は輝かしい新春を健やかに
お迎えのことと心からお慶
び申し上げます。
日頃は、校区行事に多大
なご支援、ご理解ご協力を
賜り厚くお礼申し上げます。
昨年は異常気象の影響で、
全国各地で自然災害による
被害が続出した事もあり、
より一層防災の意識が強く
なった気がします。
当校区も備えあれば憂い
なしと準備を進めるべく考
えておりますが、全てにお
いて行事の遂行には住民の
皆様の力添えが必要となっ
てきます。
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みん な 大 好 き クリ スマス
た。この体験が吹奏楽につ
ながればいいですね。
開催にあたり吹奏楽部の
保護者の方、サンタクロー
スさん、育成者の皆さんい
ろいろとお手伝いをありが
とう ご ざ い ま し た 。
【子ども会育成者】

クリスマス会に行って

春節祭交歓会

三原台地域会館で春節祭交歓会を開催します。
中国帰国者との交流をかねていますので、 どなたも
気軽にご参加の上お楽しみください。
日 時 ２０１５年２月 日（祝・火）
時開場
時 分開始
内 容 南堺署による交通指導
中国の方の太極拳 剣と扇の舞
プロの演奏家による中国民族音楽
希望者のカラオケ
入場番号による福引抽選会
無料
堺市中国帰国者交流会
参加費
主催者

30 11

如月
ボウリング大会

12

本年もご愛 読いただ きま
し て、ご指導 ご鞭撻の ほど
よ ろしくお願 い申し上 げま
す。
【広報部一同】

12

ジャンケン列車のときに、
と中まで勝ってたので楽し
かったし、ビンゴではビン
ゴにならなかったけど、楽
しかったです。来年もした
いです。 【赤木 寧々伽】

ジックでお絵かきしてみん
なニコニコでした。
毎年恒例となりつつある
陽だまりスタッフのハンド
ベル演奏、今年は「アナ雪」。
夜に練習してがんばりまし
た。その後おかあさんたち
にもハンドベルで「ジング
ルベル」を演奏してもらい
ました。
最後にお楽しみサンタさ
んの登場。喜んだり驚いた
りの子どもたち。サンタさ
んからお菓子のプレゼント
を頂いて大満足。
メリークリスマス！
【陽だまり・大橋】
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 分
11

30

子ども会便り

今年は「如月ボウリング」
と 銘 打っ て ボ ウ リ ン グ 大 会
を開催します。皆様のパワー
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 平成 年２月 日（水）
９時 分～ 時 分
３ゲーム
場 所 ラウンドワン泉丘
現地集合
会 費 ２，０００円
２，３５０円靴なし
募集人数
人
申込み 会費を添えて
地域会館へ
25

30

12

地域のカレンダー
平成27年１／15～２／15
全員にハンディがあり
表彰もあります。
【三原台球友クラブ】

30

10

高学年料理教室

１／15㈭チューブ体操
13：30～
16㈮モーニング喫茶
９～12時
青少年指導夜間パトロール 20時～
17㈯大人の開放日おしゃべり ９～12時
18㈰子ども会定例会
20㈫手話サークル
９：30～11時
21㈬いきいきサロン
10～12時
民生委員会
19：30～
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～
27㈫手話サークル
９：30～11時
28㈬陽だまり
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
２／１㈰ＥＫＩＤＥＮ（えきでん）西原公園
小学生防災訓練
13時～
三原台地域会館
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㈯大人の開放日おしゃべり ９～12時
10㈫手話サークル
９：30～11時
11㈬介護相談
10～12時
12㈭チューブ体操
13：30～
13㈮コーラス
10：30～１時間
14㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
ボランティア会議
10時～
みはらだより発行
校区自治連合定例会
19：30～
15㈰ウォークラリー
８時～12時
三原台中学校スタート・ゴール
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子ども 人、育成者７人
の参加で、ピラフ、チキン
ナゲット、白玉だんごを作
りました。
子どもたちが一番時間を
かけて真剣に作っていたの
が、白玉サンタでした。白
玉だんごとイチゴを使って
上手に作っていました。
参加人数は少なめでした
が、自分で作ったお料理を、
友達と楽しくおしゃべりし
ながら食べ、手際よく後片
付けもきちんと出来、いい
体験が出来ました。
【子ども会育成者】
16

陽だまり の
クリスマス

16

月 日（木）雨がしと
しとと降っていましたが、
今日はクリスマス会。 組
の親子が元気に参加してく
れました。
三原台保育園の先生によ
るクリスマスの紙芝居や、
クリスマスツリー作り。シー
ルをペタペタしたり、マ
11

ハモリーナの
クリスマス
月 日（金）「ハモリー
ナみはら」恒例のクリスマ
ス会。久しぶりに元気な姿
の村上先生を囲んで、「さ
あはじめよう～たのしいお
んがくを～」の歌で開幕で
す。
一部は冬景色、雪の降る
街を、ともしびなど季節の
歌を合唱しました。
二部は男性カルテット
「リンクス」の登場。若者
たち、見上げてごらん夜の
星を、女ひとりほか５曲、
豊かな歌いっぷりに酔いし
れました。
最後は会場全員で輪になっ
て「蛍の光」の大合唱。つ
ないだ手の温もりに、皆と
共に歌える幸せをしみじみ
と感じました。
歌うことは健康であるこ
との証し、何よりの贈り物
です。来る年も希望を抱き
夢見て、元気に歌い続けま
しょう。
【ボランティア・地家】
12

子ども会のクリスマス

12

三原台中学校吹奏学部の
演奏で始まった「子ども会
クリスマス会」。子どもた
ちの楽器演奏体験や、ジャ
ンケン列車、ビンゴ大会と
今年も盛り上がりました。
演奏を聞くだけでなく、
指揮や演奏をさせてもらっ
てとても楽しく過ごしまし

12
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赤ちゃんも一緒にハンドベル演奏

