子 ど も 防 災 訓練

たツナ缶を使って簡易ロー
ソクを作って火を付けたり、
物干し竿と毛布を使って簡
易担架の作り方や、もし大
きな地震が起きたらと言う
時の為の防災クイズなどを
三原台防災士の方たちの指
導で行いました。
中 には小 学 年 生の 子ど
もも、お兄さんやお姉さん

災害時の生活を守る体験
近年各地で大きな災害が
発生しています。これから
の災害時に救済を担ってく
れる子ども達の防災意識を
高めるため子ども防災訓練
を企画し、地域会館で小学
～６年生を対象に行いま
した。
名の参加があ
り 、 ペッ ト ボト ル
を 使 って の 水ろ 過
器 や 食器 作 り、 ま
4

前のスマホ・テレビは「脳
に刺激を与え眠りが浅くな
る」と禁止。
小学 校・幼 稚園 こ
･ ども
園でも眠育が取り入れられ
ています。
小さいときから寝ること
を大切にする習慣が、家族
や友達の関係を良くし、自
尊心を育てます。
子どもだけでなく、大人
にも当てはまる「早寝・早

早寝 早
･ 起き 朝
･ ごはん

三原台中学校区「みんいく」実践
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「みんいく」聞きなれな
い言葉ですが「眠育」と書
きます。
睡眠時間の大切さを子ど
もたちに教え、学校・家庭
で実践。三原台中学校区で
大きな成果を上げています。
睡眠不足が体の不調につ
ながることを突き止め、中
学生は一日８～９時間の睡
眠が必要として、午前０時
までの就寝を勧め、寝る直

お米100㌘水130グラム厚めのポリ袋に入
れ熱湯で30分湯煎。おいしくできました

ひとり暮らし高齢者食事会

（お土産付き）

❀ 費用 ３００円

（ 雨天 決行 ）

❀ 場所 三原台地域会館
❀ 締切 ３月 日（金）

オイルツナ缶とたこ糸で作る
簡易ローソク ２時間は持つ

『桜の会』
二月堂のお水取りも終わ
り、今年は暖かい日が多く
て過ごしやすく桜の開花も
早いようです。
春のお食事会のご案内で
す。男性グループ「リンク
ス」のメンバーがすばらし
い歌声を聴かせて下さいま
すのでお楽しみに。
ボランティア手作りのちら
し寿司を用意しております。

記
❀ 日時 ４月２日（土）
午前 時～

春のひとときゆっくりおく
つろぎ下さい。
食事会は 歳以上、ひと
り暮らしの方が対象です。
登録済 みの方 にはボ ラン
ティアがお伺いしますので
出欠のご返事をお願いいた
します。
初めての方は電話で
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】
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ます。
地域のことをよく知って
頂くためにも各世代の方に
関わっていただき、三原台
を盛り立てていただきます
よう、新年度に向けてご協
力お願い申し上げます。
【三原台校区自治連合会】

と一緒に参加し学びました。
最後にはポリ袋で作る非
常食（湯煎で炊いたご飯）
とおいしいカレーの試食で
お腹を満たして終わりまし
た。
区役所からは 名、校区
地区班の方 名と、小学校
の校長先生も子どもたちの
訓練を見られ最後に温かい
言葉を頂戴しました。
防災部員や役員、防災士
の皆さんお手伝い有り難う
ございました。
【防災部・山下】
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私は防災訓練で一番ため
になったことは、物干し竿
と毛布を使った簡易担架の
訓練でした。
もし災害が起きても、身
近な物で人助けが出来るん
だなとおどろきました。
防災クイズでは外出時に
災害がおきた時のひなん場
所が、ガソリンスタンドが
いい事にもおどろきました。

4

起き・朝ごはん」は一日の
リズムを作り、充実した毎
日が送れるのではないでしょ
うか。
さあ！明日から家族そろっ
て「早 寝 早
･ 起き・ 朝ご は
ん」を実践しましょう。
【広報部】

ガソリンスタンドは、とて
もじょうぶに作られている

から安全なのだそうです。
沢山の人がこうゆうちし
きを身に付けていると、何
かあった時に役に立つので、
参加してよかったと思いま
した。
【小 年生・仲眞詩音】

東日本大震 災 からま
る ５年 、こ の 時期 いつ も
あ のテ レビ の 画面 を思 い
出す。
きれ いに 並 んだ ビニ ー
ル ハウ スを 津 波が 次々 と
覆 い被 さり 、 飲み 込ん で
行 く様 子、 家 や自 動車 が
形 のま まお も ちゃ のよ う
に 流さ れて 行 く様 子。 津
波 とい うも の を初 めて 目
に した 恐ろ し さは 今で も
忘 れら れな い 。加 えて 原
発 事故 が追 い 打ち をか け
た 。ニ ュー ス では 少し ず
つ 復興 の兆 し が見 えて い
る が、 高齢 者 や立 ち上 が
れ ない 人た ち が見 えな い
ところでおられると思う。
私たちは何も出来ないが、
せめ て 月 日は 心に刻
み出来ることを探したい。

11

新年度に向けて
桜の便りを聞く頃には校
区の行事も無事終わり、次
年度の準備に入ります。
各自治会でも次期役員の
引継ぎでいろいろと気をも
まれておられることと思い
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質のいい
睡眠をしよう！！

男性コーラス
リンクスの皆さん
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の間を縦横に走っている。
昔はどんな景色だったのだ
ろう。屋根が道路と同じ高
さにあったり、お武家様が
出てきそうな門構えの家が
あったり、お地蔵さまが祀
られていたり、疎開してい
たころを懐かしく思い出し
た。
大体毎回同じところを歩
いているようだが、回り方
が違うと町が違って見え、
年齢とともに感じ方も変わ
るらしい。
結果、シニア賞獲得、順
位は 位ちょっと残念！
来年も歩けますように。
【ディスコンレディⅡ】

２月 日（土）第４回南
区ディスコン交流会が栂文
化会館で行われました。
泉北８地区、 チームの
参加で、熱気ムンムン、自
信満々の勢ぞろい。

ディスコンは
赤 青･ディスクを
投げるのみ

62

粗大ゴミ処理券

チーム結成を目指す、中
区からの見学者５人を受け
入れ、ゲームスタート。
初めて投げる方もいて善
戦しましたが、一投で形勢
逆転続出（大笑いでミスを
カバーしたのですが…）入
賞はなりませんでした。
中区の方も早くチームを
作って、参加されるのを待っ
ています。
ディスコンは第１・３の
日曜日、１時から小学校の
体育館で練習しています。
上靴をご持参の上、見学に
来てください。
連絡先２９３・６２９０
平澤

地域会館で扱っています。ご利用下さい。
月～土曜日 ９～13時

ポイントをめがけて１投に集中

からの直接のお誘いで、地
域の様々な子育て支援や、
地域の活動を知ることはと
ても良いキッカケだったと
思います。
前半は親子で遊び、後半、
親は美アップ体操の為に隣
の部屋へ。子どもたちは、
保育スタッフで預かる親子
分 離。 まだ 、誰 で も側 に
い れば ＯＫ な子 ど もと 、
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ミニ講座を熱心に聞かれて
いました。
参加者からのアンケート
では「子育てについていろ
いろな話が聞けてよかった」
「子どもがこんなにたくさ
ん集まる場は初めてでいい
経験が出来た」「ランチも
とてもおいしかった。また
参加したい」などたくさん
の感想が寄せられました。
最後に岸本自治連合会長
から、地域のつながりの中
で子育てするすばらしさを
お話しいただき、子育てサ
ロン「陽だまり」への参加
のお誘いに、頷いて聞かれ
ているお母さんの姿が印象
的でした。【南保健センター】
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陽だまり開放日保健センター企画
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楽しく子育て・ママ友作りも
未就学のお子さんを持つ
校区の親子が楽しみながら
「しなやかなカラダ」「食
育」「お口の健康」につい
て、体験して学べる「親子
で楽しもう三原台ヘルシー
＆美アップ講座」を平成
年２月 日（水）に三原台
地域会館で開催し、 組
人の親子の参加がありまし
た。
スタッフとして、いずみ
がおか幼稚園、三原台こど
も園の保育士の先生と、ボ
ランティアグループ「陽だ
まり」「南区健康づくり推
進委員」が親子遊び・保育
を担当し、ボランティアグ
ループ「こぶし」「みはら」
南区食生活改善推進委員会
「和会」がポテトサラダ・
おにぎり・具だくさん味噌
汁を提供しました。
講座タイムでは、隣のお
部屋で子どもは過ごし、保
護者は南区健康づくり推進
委員会と保健センター、子
育て支援課スタッフからの
急に離され不安で泣く子ど
もたち。『ママ～』『さみ
しいなぁ』と心の声を代弁
しながら『だいじょうぶ大
丈夫』『あそんで待っとこ
ね』と声をかけ、もう一人
抱っこする（笑）みんな試
練だな・・。ママの迎えで
ほっと笑顔になり、「あり
がとう～頑張ったね」と声
をかけてもらい、抱きしめ
てもらってランチへ。
私たちも、振り返り会で
こぶしのまかないランチを
戴き、ご褒美は人を幸せに
し、次への原動力になると
実感しました。お手伝い下
さったみなさま、ありがと
うございました。
【陽だまり・橋本】
次回の予定
月 日（水）開放日
月 日（木）
未就園児親子の集い
いずれも ～ 時

今年も歩けたウォークラ
リー。シニア賞を狙ったわ
けではないけど、４人の年
齢合計は電卓がないと計算
が難しい。
２月 日（日）午前８時
分三原台中学校をスター
ト、高倉台方面へ坂を上がっ
たり下ったり、２時間足ら
ずのウォーキング。
クイズに頭を悩まし、ゲー
ムに集中し、友達とおしゃ
べりしながら、この度は、
高倉台の地形のおもしろさ
に気が付いた。
三原台から高倉台に入る
となだらかな登りから、息
が切れるほどの急登が住宅
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美アップ講座
いつもの『陽だまり開放
日』が保健センター企画に
なったことで、大勢の親子
で地域会館が賑やかになり
ました。
普段、陽だまりに参加さ
れていない方、自治会未加
入の方も多く、保健師さん

14

地域のカレンダー
3／15～4／14

ウ ォークラリ ー

3／ 16㈬いきいきサロン
10～12時
民生委員会
19：30～
17㈭チューブ体操
13：30～
18㈮モーニング喫茶
９～12時
青少年指導パトロール
20時～
19㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
23㈬陽だまり開放日
10～11：30
24㈭チューブ体操
13：30～
25㈮モーニング喫茶
９～12時
26㈯防犯部会
19時～
31㈭チューブ体操
13：30～
４／１㈮モーニング喫茶
９～12時
２㈯桜の会
10～13時
６㈬楽笑クラブ
10～12時
７㈭チューブ体操
13：30～
８㈮コーラスハモリーナ10：30～1時間
10㈰校区自治連合会総会
13時～
校区福祉委員会総会
15：30～
12㈫みはらだより発行
13㈬介護相談
10～12時
14㈭陽だまり
10～11：30
チューブ体操
13：30～
27

親子のふれあい遊び、
スキンシップが大切

28
66
ボランティア提供の食事を試食
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保育室での子どもたち

