みはらだい健康づくりフェスタ

「ボランティアこぶし」受賞

年目のご苦労さま

堺市 民オ リン ピッ ク

今年こそは！ の
思いを込めて
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さあ！みんなで楽しみましょう！
プログラムをもって参加し
てください。詳しい内容に
ついてはプログラムでご確
認ください。
家族や地域の皆さんの交
流の場として、多くの皆さ
んのご参加をお待ちしてい
ます。【実行委員長・森】

みはら文化祭イベント・展示作品募集

今年度の「みはら文化祭」は、昨年度以上の思考を凝ら
してイベントと同時開催致します。
展示作品についても幅広い年代からの参加をお待ちしてお
ります。様々なジャンルでの参加をよろしくお願い致しま
す。詳しくは「みはらだより６月号」をご覧ください。
申込用紙は地域会館にあります。詳しくは地域会館に
お問い合わせください。
三原台地域会館 ２９２―７０１５ 【文化部 富永】

胃がん・肺がん・結核検診のお知らせ

【交通指導部・是枝】
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７月 日（日）堺市役所開
庁記念式典の席上、堺市功
績団体として、「ボランティ
アこぶし」が表彰を受けま
した。
年前に男性だけで、三
原台地域の高齢者の憩いの
場、語らいの場として喫茶
こぶしを立ち上げました。
現在も 人の男性スタッ
フが、女性ボランティアの
協力を得て頑張っています。
これからもゆっくりと健康
に気をつけて、来てくださ
る地域の皆さんの笑顔を力
に、頑張っていきたいと思
います。
【ボランティアこぶし代表・
松本】

30 10

胃がん検診

肺がんは年々増えていま
す。肺がんは一般的に症状
の出にくい疾患だと言われ
ています。
結核は過去の病気でなく、
大阪府は結核ワースト１位
だそうです。
実施日： 月 日（火）
時 分～ 時 分
場 所：三原台小学校ヘ直
接来て下さい。
費 用：無料
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自転車運転マナーアップ
重点項目 交差点における
自転車事故防止
自転車はルールと
マナーが両輪です。
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全国一斉国勢調査

みんなで楽しく子育てを!

対象者
歳以上の堺市民
申込み： 月５日（月）
９時～
申込み先：南保健センター
へ電話かＦＡＸで
実施日 月４日（水） 人
月 日（水） 人
場 所：三原台地域会館
費 用：５００円
（ 歳以上無料）
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不鮮明ですみません。
会館に掲示しています。
月 日（体育の日）金
岡陸上競技場で堺市民オリ
ンピックが開催されます。
各競技の対戦相手と会場
をお知らせします。
・卓球の部 １回戦
百舌鳥と熊野の勝者と
（金岡公園体育館）
・バレーボールの部１回戦
新檜尾台と登美丘南の
勝者と（家原大池体育館）
・ソフトボールの部１回戦
東三国ヶ丘と上野芝の
勝者と（白鷺公園）
・グラウンドゴルフ
Ｊグリーン堺
・陸上競技
金岡陸上競技場
三原台校区代表としてプ
レーしてきますので、都合
のいい方は応援に来てくだ
さい。 【体育部・住岡】

日
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国勢調査が
始まっています
今年は５年に一度の国勢
調査実施年で９月初旬より
調査員が校区を回っていま
す。今年はインターネット
回答が導入され、回答も始
まりました。
回答期間９月 日～ 日
調査票での回答期間は、
９月 日～ 月７日です。
なお調査基準日は 月１日
現在です。間違いの無いよ
うによろしくお願いします。

時 10月26日（月）
10～12時
場 所 三原台中学校体育館
内 容 グランドでミニＳＬ
館内でエンジェル・サポート・
アソシエーションの永見先生た
ちによるお話や遊び、広い体育
館でのびのびスキンシップ。
ママ友誘いあって
遊びにきて下さい。
問い合わせ
072-291-6626 村田
主催
南区子どもネットワーク会議
三原台中学校区
青少年健全育成協議会

30

子育てフォーラム
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ゴミ処理券を地域会 館で扱っています。 ご入用
の方はご利用ください。月～土９時～ 時まで
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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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月 日（日）午前 時
から午後３時まで「みはら
だい健康づくりフェスタ」
を三原公園と地域会館で行
います。
三原公園ではみんなが楽
しめるよう、体を使った簡
単なゲームや、大縄跳び、
大だるま落とし、ボール遊
びなどを、地域会館では健
康相談やディスコン、ペッ
トボトルボウリング、脳ト
レなどを行います。スタン
プラリー方式で、参加賞品
もご用意しています。
後日配布します引換券付

起きてもおかしくない気象
状態になっているようです。
南海・東南海地震も心配
されています。訓練は経験
の先取りです。
多くの方に参加をお願い
して、心配を安心に変えま
しょう。詳しくは８月号を
ご参照ください。
【防災部・山下】
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校区防災訓練
９月 日（日）
「公助」に頼らず「自助・近助」の訓練
９月 日（日）校区防災
訓練を行います。
住民一人一人が自分の身
を守り「公助」を待たずに
地域やご近所が相談し合っ
て、互いに助け合う事に重
点を置いた訓練です。
三原台は災害の少ない町
ですが、大きな台風や突風、
ゲリラ豪雨と、災害はいつ
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いずみがおか幼稚園の和太鼓

夏木美衣さんと盆ダンスの皆さん

【自治連合会他】
▽南区自治連合協議会▽赤坂台▽高倉台西▽高倉
台▽竹城台▽茶山台▽庭代台▽晴美台▽福泉中央
▽槇塚台▽御池台▽宮山台▽美木多▽桃山台▽若
松台▽御池台一風会▽高蔵寺自治会
【単位自治会】
▽三原台ＡＣ団地自治会
【幼稚園・学校】
▽いずみがおか幼稚園▽東大谷高等学校
【医院】
▽伊東皮膚科▽井上クリニック▽いらは歯科▽岡田
歯科▽しまだ耳鼻咽喉科▽たなか鍼灸整骨院▽筒
井歯科▽土井クリニック▽土岐内科▽中野医院▽能
田胃腸科・外科▽三原台動物病院▽みはらだい歯
科クリニック
【会社・商店】
▽青木松風庵▽泉ヶ丘メモリアルホール▽大阪トヨタ
自動車㈱泉北店▽大仲商事㈱リースキン泉北▽沖
上スポーツ▽キリン薬局三原台店▽ケイ・エイチ工
業㈱▽㈱堺工務店▽サンプラザ三原台店▽スポー
ツサクライ㈱▽㈱誠千▽泉北高倉台郵便局▽泉北
三原台郵便局▽高倉台理容美容泉ヶ丘▽大一商事
▽大成建設森本組・久本組特定建設工事共同企業
体▽中華料理大珉軒▽津田電気▽㈲長田商店▽南
海リフォームプラザ▽日産大阪販売(株)泉北店▽日
米礦油㈱▽㈱阪南ビジネスマシン▽ハルミ電器商会
▽三杉屋ジョイパーク泉ヶ丘店▽ヨシダデンキ▽ヴィッ
クスカンパニー)

小さ い子どもの盆踊り

東大谷高校のバトン 演技

ご支援ありがとうございました
（敬称略・順不同）
【教室】
▽英会話クラブ▽公文式三原台教室▽吟遊会▽新
墨彩画研究会▽園村書道院▽ありま大正琴教室▽
田中珠算教室▽極眞空手田中道場▽布花教室
「彩」▽三原台ダンス教室▽松本ヨーガ教室▽啓道
館空手道▽YUKOバレエ教室▽三原台３Ｂ体操
教室▽泉北進学アカデミー▽ＥＣＣジュニア
三原台教室▽スタッド三原台２丁教室▽コー
ラスサタデイ
【施設】
▽泉北園百寿荘▽愛逢の里・堺▽ルルポ泉ヶ丘
▽絆あけぼの▽特別養護老人ホーム槇塚荘
【組合・商店街】
三原台市連マーケット事業協同組合▽三原台近隣
センター駐車場管理組合▽三原台商店街・十一
会
【スポーツクラブ】
▽三高ソフトボール連盟▽泉北ニュータウン野球連
盟▽
【各種団体】
▽公園愛護委員有志▽堺市中国帰国者交流会▽
白百合会▽希望会▽ボランティア「こぶし」▽ボラン
ティア「みはら」▽民生委員児童委員会▽ハモリー
ナみはら▽▽男の料理教室▽三原台連合子ど
も会▽三原台小学校校庭開放委員会▽ボーイ
スカウト堺第17団
【個人・校区外】
▽井上正治▽大塚寛久▽小郷一▽長野聖▽走井
秀子▽濱岡ノブ子▽新川源洪

回みはらふるさとまつり

ご厚志お礼

今年も 校区の皆 さまか
ら温かい お言葉と 、ご厚
志をいた だき心よ りお礼
申し上げ ます。ご 厚志を
下さいま した皆様 には、
紙面をも ってお礼 申し上
げます。
【校区自治連合会会長岸本】
【まつり実行委員長・森】

ベルを使って３Ｂ体操

敗者復活抽選会 お米が当たったー
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オトガオカライブ

猛暑に負けない熱いライブでした

８月８・９日「みはらふ
るさとまつり」は、雨に降
られることなく、三原公園
で行いました。
例年同様に多数のみなさ
まにお越しいただき、ご家
族やお友達と楽しい時間を
過ごされた事と思います。
また、今年は新たな試み
として、多くのパフォーマ
ンスをやぐら中心に行いま
したが、いかがでしたでしょ
うか。出演された皆さんだ
けでなく参加されたみなさ
んにも感謝しています。
音頭については色々とご
意見を頂戴しています。来
年は改めて検討したいと思
います。
近隣のみなさまには毎年
ご迷惑をおかけいたしてい
ます。ご理解に感謝しお礼
を申し上げます。
「みはらふるさとまつり」
は、単位自治会長さんをは
じめ、地域の皆様方に支え
られて成り立っています。
改めてご協力いただきまし
たすべてのみなさんにお礼
申し上げます。
【まつり実行委員長・森】

楽しい司会者ミナクルさん
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クロ ー バー ズ のチア リー デ ン グ

地域のカレンダー
9／15～10／14
９／16㈬いきいきサロン
10時～12時
17㈭チューブ体操
13：30～
18㈮モーニング喫茶
９～12時
19㈯敬老大会
10～12時
防災部会
19時～
20㈰子ども会将棋・オセロ大会９～12時
子ども会定例会
13時～
24㈭チューブ体操
13：30～
25㈮モーニング喫茶
９～12時
26㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
防犯部会
19時～
27㈰校区防災訓練
９～12時
10／１㈭チューブ体操
13：30～
２㈮モーニング喫茶
９～12時
３㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
４㈰子ども会将棋・オセロ教室 ９時～
７㈬楽笑クラブ
10～12時
８㈭陽だまり
未就園児親子の集い
10～11：30
チューブ体操
13：30～
９㈮コーラスハモリーナ
10：30～
10㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
ボランティア定例会
10時～
みはらだより発行
校区定例会
19：30～
11㈰槇塚荘交流会
10～14時
12㈪㈷市民オリンピック
金岡陸上競技場
14㈬介護相談
10～12時

