平成

年度がスタート

士の方々と共に取り組みを
していきます。
先ずは 月 日（日）
時～の救命救急の講習会を
予定しています。皆さんの
受講をお待ちしております。
次に６月７日（日） 時
～２時間程度、「震災時に
如何に生き延びるか」のテー
マで、防災に対しての取り
組み対応や、隣近所の連携
の大切さについて考えたい
と思います。裏面参照。
【防災部・山下平】

交通指導部
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交通指導部は安心・安全
な町づくりを推進するため
に、地域交通環境の整備、
問題点の是正に努めていま
す。
安全の意識は住民皆さん
の心の中によると思います。
春・秋の交通安全運動（５
月 日～５月 日）にその
意義を確認していただく、
啓発活動を推進していきた
いと思います。
平成 年度交通安全
スローガン
外出は明るい笑顔と
反射板
【交通指導部・是枝幸市】

安全の意識を高め
事故のない町に
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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。

体育部

防犯統括部発足４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、役員合わせて 人に
て、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。
青パトによる登下校時パト
ロール。チャリパトで車の
通れない緑道、公園の巡回。
見守り隊の巡回など、校区
全体を犯罪の無い町を目指
して日々頑張っていく所存
です。
【防犯統括部・野田政治】

防災部

今年 度の防 災部の
取り組み

子ども会

ろな社会のルールについて
学んでいきます。
前年度の育成部長の長谷
川さんも「一人でも多く子
ども会活動に参加してほし
い」を目標にされていまし
た。私の思いも同じです。
引き続き保護者や地域の皆
様のご理解、ご協力をお願
い致します。
５月 日（日）の午前９
時、新入会員歓迎会を三原
台小学校体育館で開催しま
す。保護者の皆様も、子ど
もたちが楽しく遊んでいる
姿を見に来て下さい。そし
て、今後の活動について、
ご希望やご意見があれば、
お聞かせ願えれば幸いです。
【子ども会育成部長
小松英伸】

文化部

目も心も
楽しませる文化祭
２年目の文化部長を受け
ました、富永です。
去年は、右も左も分から
ないまま、皆様に助けてい
ただきました。今年は、多
くの方に楽しんでもらえる
よう趣向を凝らしたイベン
トを行いたいと思います。
ご協力お願いいたします。
【文化部・富永和之】

青少年指導部

町内環境を整え
青少年を見守る

うところが見えてきます。
どうぞ時間を作って参加し
てみて下さい。
今、何が子どもたちに必
要なのか、物の豊かさで忘
れられている事、不足して
いる事ってないでしょうか。
皆さんと共に声をかけたり、
話し合って子どもたちを育
てましょう。
ご協力をお願いします。
心と体には腸内環境。
三原台には良き町内環境を。
【青少年指導部
村田道代】

環境美化部

きれいな町に
住む幸せ

いつもいつも早朝から気
持ちよく参加して下さる校
区の皆様に感謝しています。
校区内清掃は６月、９月、
月、３月の第２日曜日に
行っています。雨天の場合
は次の日曜日ですが、なる
べく雨にならないように、
大きなテルテル坊主を作っ
て祈っています。
きれいな町に住む幸せを
発信して下さい。
【環境美化部・薮内粧市郎】

みなみ花咲くまちづくり

笑顔を誘う花一輪

足がご不自由で杖を突い
て散歩をなさっている方か
ら「いつも美しくお花を咲
かせていただき、心がほっ
として毎日楽しく散歩させ
ていただいているのですよ。
私も元気だったらお手伝い
させていただくのに、あり
がとうしか言えなくって」
と言っていただきました。
人と人のつながりを思い、
温かさを感じ、作業する私
たちも活気がわいてきます。
少ない部員みんなで頑張っ
ています。
活動日 毎月第２、第４火
曜日９時から 時
【みなみ花咲くまちづくり部・
田口伊津代】

ヘルプ

広報部

みはらだよりご愛読あり
がとうございます。
３００号を超え新しい担
い手をお願いしたいと考え
ています。ソフトがあるの
で誰でも簡単に出来ます。
パソコンが出来る方お申し
出下さい。
【広報部・渡邉冨美子】

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 日（金）
組み合わせ抽選 ６月 日（日） 時～
応援もよろしく！
【体育部・ 住岡】

校区ソフトボール大会
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遊んで学んで
みんなで楽しもう！
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!

楽しく
親睦を深めて
昨年に引き続き体育部長
をやらせていただきます。
早速、６月 日（日）には
恒例の校区ソフトボール大
会がありますので、多数の
参加をよろしくお願いしま
す。小中高の先生方も参加
予定なので、盛り上がると
思います。
秋には校区体育大会もあ
りますので、重ねて多数の
参加をよろしくお願いしま
す。
みなさんが、楽しい一日を
過ごすことができますよう
に、力一杯頑張ります。
よろしくお願いします。
【体育部・住岡保則】

防犯統括部

青少年指導委員会では、
第３金曜日 時より夜間巡
回を今年度も行います。
昼間とは違う、近所と違
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子どもたちは、子ども会
活動を通じて、高学年は低
学年を助けいたわることを、
低学年は高学年からいろい
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三本立てで
犯罪の無い町に
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近年世界中で大地震や火
山の噴火など毎日のように
報道され、皆さんの災害に
対する意識が高まってきて
いるかと思われます。
今年も防災部委員さんや
地域の方たちの防災意識を
高めるように三原台の防災
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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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この度、三原台校区福祉
委員会より長年のボランティ
ア活動に対して感謝状をい
ただきました。
活動は多岐にわたり、い
ろいろありますが、時間の
許す限り皆さん頑張ってお

30

ふるさとまつり
ご協力お願い

地域のカレンダー
５／15～６／14
今年のふるさとまつりは
例年の第３土・日がお盆に
かかるため、１週早めて８
月８日・９日に三原台小学
校校庭で開催する予定です
が、小学校の工事の関係で
三原公園に変更になること
もあります。会場について
は決定次第ご案内をさせて
頂きます。
また、毎年お願いしてい
た天龍会による音頭につい
ても、今年度は双方の都合
で中止させて頂きます。
開催時期が早くなりまし
たので皆さんのご予定に入
れておいて下さ

アンプなどの電気関係は
準備できません。
締め切りは６月 日（金）
です。希望者多数の場合に
は抽選とさせていただく場
合がありますのでご了解下
さい。

夜店 出店 者募 集

まつりを盛り上げる夜店
の出店を募集します。クラ
ブや友達、自治会などでの
参加をお待ちしています。
締め切りは６月 日（金）
です。応募者が多い場合は
抽選させていただく場合が
ありますのでご了解下さい。
詳しくは地域会館
２９２ー７０１５
【まつり実行委員会】

震災時
如 何に
生き延びるか

防災に対しての取り組み
や心構え、隣近所との連携
の大切さについて、防災士
さんと校区の皆さんでじっ

くり考える場を設けました。
「生き延びるため」にはど
んなことが必要と思われま
すか
日 時 ６月７日（日）
時～２時間程度
内 容
・ビデオ鑑賞
・地域における自主防災
・災害発生時にできること
・普段の心構えなど
場 所 三原台地域会館
問い合わせ
２９２ー７０１５
【防災部】

校区内清掃
６月 日（日）
午前８時より

?

られる賜物だと思っていま
す。
これからも楽しくボラン
ティア活動をしながら、前
進していきたいと願ってい
ます。
【ボランティアみはら代表】
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ボランティアこぶしさん
ボランティアみはらさんに感謝状
ますますのご活躍を
ボランティアこぶしを立
ち上げてから今年で 年目。
この度、三原台校区福祉
委員会より感謝状を頂戴い
たしました。
この感謝状を期に、老体
にムチ打って、８分目の力
で、 年目、 年目に向かっ
て頑張りたいと一同決心を
いたしております。
ボランティアこぶしは男
性 人のグループで、第２
金曜日を除く金曜日に、地
域会館で午前９時より「ふ
れあい喫茶」を開催してい
ます。
どうぞ皆様方の憩いの場
としてご利用下さい。。
【ボランティアこぶし代表】
10

東大谷高等学校
バト ン部
海外 遠征に行 った
生徒の感想

４月とはいえまだ肌寒い
風が吹く９日、陽だまりに
組の親子が集まりました。
いずみがおか幼稚園の先
生が、筒の中からお花をの
ぞかせてみんなびっくり。
手品の後は、ママとスキ
ンシップ遊び。コチョコチョ
したり抱っこでお散歩した
り。いろいろな布をフワフ
ワ、ひらひらさせて遊んだ
り、すっかり体も心もホッ
カホカ。
新しいお友だちも増え、
お母さん同士で子育ての
悩 み な ど 話し 合 っ て お
られました。
【陽だまり・佐村木】
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
17

３月号に掲 載しました 、小学校 理 い ま す よ う お 願
いいたします。
科栽 培委 員の 生 徒
たち が植 えた 、 ア
出演 者募集
グロステン マ ＝写
天龍会の中止
真と 忘 れ な 草 が き
に伴い、やぐら
れいな 花を 咲か せ
上でのイベント
て通り がか りの 人
を企画し、出演
の目を 楽し ませ て
者を募集いたし
ます。
います。
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日（日）

【環境美化・薮内】

６月

郵便局横集合
雨天の場合
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２位受賞に歓声の部員たち
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５／15㈮モーニング喫茶
９～12時
16㈯大人の開放日おしゃべり９～12時
20㈬いきいきサロン
10時～12時
21㈭チューブ体操
13：30～
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
防犯部会
19時
24㈰ＡＥＤ講習会
13～16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㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
６／４㈭チューブ体操
13：30～
５㈮モーニング喫茶
９～12時
６㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
７㈰防災勉強会
13時～
10㈬介護相談
10～12時
11㈭陽だまり
10～11：30
チューブ体操
13：30～
12㈮コーラス
10：30～１時間
13㈯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
校区自治連合会定例会 19：30～
14㈰校区内清掃 郵便局横集合８～10時
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平成27年３月27日28日にカリフォルニア州アーバインで
行われた 2015 MISS DANCE DRILL TEAM USA / INTER
NATIONALではSmall Open 部門で出場10校中2nd Place を
受賞することができました。
３年生は阿倍野校舎、２・１年生は泉ヶ丘校舎と、厳し
い環境の中、練習のためお互いの校舎を行き来しながら、
努力と苦労を積み重ねて頑張ってきた結果です。さらに保
護者、学校、学園、PTA、同窓会や地域のみなさんなど、ま
わりからのたくさんの応援・協力があったことをとても感
謝しています。
今回の遠征で普段体験できない世界を見ることができ、
自分たちが成長していく上でのかけがえのない財産になり
ました。ありがとうございました。
【東大谷バトン部顧問 東朋美】
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