皆様方には、ご健勝にて
新春をお迎えのこととお慶
び申し上げます。
昨年は自治会活動にご理
解・ご協力・ご尽力を賜り
誠にありがとうございまし
た。
校区を取り巻く環境は、
ここ数年大きく動き出して
います。今年から府営住宅
の建て替えが始まります。
校区内住民の皆様には多大
なるご迷惑・ご苦労をお掛
けすると憂慮していますが、
何卒ご寛容のほどお願い申
し上げます。
新しく生まれ変わろうと
している校区内、景観がど
のように変化するのか見守っ
ていきませんか。
どんなことにでも変化す

次々と広がればいいなと思
いました。１組担任・白川』
こうした取り組みは「堺
版地域コミュニティスクー
ル」の一環として、自治会
さんの協力のもと 今年初
めて実現しました。事前に
何度も打ち合わせをし、当
日もたくさんの方が朝から、
泥水を作ったり、砂や砂利
をコップに分け入れ、子ど
もたちが学習しやすいよう
に準備して下さいました。
これを機にますます学校
教育と、地域の連携が深ま
ればいいなと思います。
【三原台小学校
校長 西村和裕】
※５年生代表感想文は、
２月号に掲載します。

地域に守られて
かがやく
地域の皆様にはいつもご
支援ご理解をいただきまし
てありがとうございます。
おかげさまで 月 日
（土）さいたまスーパーア
リーナでの第 回マーチン
グバンド全国大会中学生大
編成の部に、総勢 名の吹

男子 諸木 暁
一般
女子 藤川 寿子
男子 副島 祥弘
（準選手）
小学生 女子 大谷 夏美
男子 林
申雅
マラソン出場者
密城 浩明
角廣 大貴
古田 明美
住岡 保則

19

45

20

11 10

Ｅ・Ｋ・Ｉ・Ｄ・Ｅ・Ｎ 出 場 予 定 者

南交流駅伝は南区役所横
西原公園で周辺で開催され
ます。応援に来てください。
日 時 ２月５日（日）
開会式
９時
駅伝スタート
時
マラソンスタート 時
小学生 女子 木村七瑚海
男子 武縄 顕介
中学生 女子 戸水 真帆

ウォークラリー
出場者募集

日 時 ２月 日（日）
受 付 ８時～８時 分
出 発 ８時 分～
解 散 正午ごろ
場 所 三原台中学校
スタート・ゴール
参加資格 三原台中学校区
に居住する人を含めた２・
３人のグループ。小学３年
以下は大人を含むこと
締め切り２月９日（木）
申込用紙は地域会館にあり
ます。２９２ー７０１５
ご参加お待ちしています。

奏楽部員を無事出場させる
ことができました。
名以上の大編成出場校
の中で最も人数が少なく、
１００名近い人数の学校も
いくつもありましたが、自
分たちの精一杯の舞台を作
り上げることが出来た本番
であったと思います。
基礎力は全国レベルにつ
いていけるようになってき
たように感じました。これ
も皆様方の応援あってのこ
とと思い、感謝の気持ちで
いっぱいです。
これからも「聴いて楽し
い、見て楽しい音楽」を皆
様に楽しんでいただくこと
にこめて、子どもたちが素
直に一生懸命頑張れる吹奏
楽部を育ててまいります。
なお、各方面よりお寄せ
頂きましたお祝い金とカン
パ金を、打楽器のメンテナ
ンス、練習費用（会場費用・
指導コーチ経費）、衣装費
用（材料費）に使わせてい
ただき、今年度の演技を作
り上げることが出来ました。
重ねて御礼申し上げます。
ありがとうございました。
【三原台中学校吹奏楽部
顧問 河村和子】
55

防災教室
出前授業を
終えて
昨年度まで地域会館で行
われていた、自治会主催の
防災教室を、今年は５年生
の総合学習として、実際に
地震が起こった時に、どの
ような行動を取れば命を安
全に保てるのか、そのノウ
ハウの出前授業を三原台小
学校で行っていただきまし
た。
ペットボトルで作る簡易
ろ過機、ツナ缶ろうそくや
簡易マスクなど、子どもた
ちには新鮮なそして現実的
な地震対策のひとつとして、
心に刻まれたことだと思い
ます。
５年生担任の先生の感想。
『ニュースなどで話題に上
がることの多い地震につい
て、子どもたちは興味を持っ
ています。防災教室でたく
さんの役立つ知識を教えて
いただきました。防災教室
後の子ども達の感想文には、
「僕が高校生になった時に、
もし地震が起きたら、地域
のために働きたいです。」
というものがありました。
地震が起きた時に自分た
ちが出来る事は何なのかを
考えるきっかけになったと
感じています。そして何よ
り三原台校区には、防災に
ついて真剣に考えてくださ
る地域の方々がたくさんい
て、とても心強いなと感じ
ました。５年生の子どもた
ちが教えていただいたこと
を家族に話し、防災の輪が

17

三原台校区自治連合会
ることへの抵抗感はあって
当然であり、悪いことでは
ありませんが、新しいもの
も必要不可欠と考え、何事
にも是々非々で今後に対応
していこうと考えています。
当校区は「激動元年」で
ありますが、暦上は「丁酉」
で取り込むに繋がるといわ
れ、実りのある一年にした
いものです。
自治会活動を推進し、絆
を強くしふれあいのあるコ
ミュニティを作っていきま
しょう。ご協力をお願いい
たします。
本年が住民皆様にとって
幸多き一年になりますよう
心よりご祈念申し上げます。

12
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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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謹賀
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一人暮らし高齢者食事会

しっかり歩く・しっかり食べる・しっかり考える
んなで大合唱、和やかな雰
囲気で会が終わりました。
みなさん！体操をしてこ
の冬を元気に過ごしましょ
う。【ボランティア・的場】

ハモリーナの
クリスマス会

如月
ボウリング大会
２月 日（土）
９時 分現地集合
ラウンドワン 泉北店
会費 １組２千円
定員
組
締切 ２月７日（火）
申し込み地域会館
今回 は ご 家 族や お
友達 と チ ー ムを 作
り、みんなでプレー。
楽し く ご 参 加く だ
さい 。 個 人 参加 も
大歓迎です。
２９１‐６９９９
渡邉冨美子

歳末特別警戒パトロール

50

４５０人の熱意

26

2

月３日（土）「健康の
集い」を開催しました。
三原台こども園の元気で
かわいい「おはよう」の歌
で始まり、温かい雰囲気に
包まれた後、大阪経済大学
理学療法士・髙井先生によ
る「元気はつらつ体操」。
姿勢を良くし、楽しく元気
に歩けるノルディックウォー
クのデモンストレーション。

る「前前前世」などをえん
そうしてくれました。
つぎはきゅうけいをはさ
んでジェンガのみなさんが
テーブルマジックショウを
してくれました。トランプ
マジックや数字を当てるマ
ジックをしてくれました。
さいごにサンタさんとジャ
ンケンをしました。勝てな
かったけど楽しかったです。
【あかね子ども会・
山田美月】
三原台こども園

年の瀬も押し迫った ・
・ 日、歳末特別警戒パ
トロールに２日参加しまし
た。 日は割と暖かかった
のですが、 日は雨降りで、
岸池の横を通る時には、傘
がひっくり返るほどの強い
風が吹いていました。幸い
分ほどで雨もやみ、 丁
グループ約 名と警官１名
で、住んでいる地域を巡回
しました。
拍子木を打ち『火の用心』

27

20

28

26

多数のご参加ありがとうございました

『マッチ一本火事のもと』
などと、大きな声がマンショ
ンの谷間に響き渡ります。
『最近マッチなんて知らな
い子どももいるよな』と、
初めてお会いした方ともワ
イワイ話しながら、 分ほ
ど歩きました。
あんなに寒かったのに地
域会館に帰り着くころには、
体もポカポカ。暖かいおぜ
んざいに舌鼓を打ち、ビー
ルで乾杯、友達と歓談し、
冬の日を楽しませていただ
きました。
【青少年指導員・藤本】

2／１㈬楽笑クラブ
10～12時
２㈭元気モリモリ体操 13：30～14：30
３㈮モーニング喫茶
９～11：30
４㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
５㈰ＥＫＩＤＥＮ西原公園
９時～
８㈬介護相談
10～12時
９㈭陽だまり未就園児親子の集い10時～
チューブ体操
13：30～15時
10㈮コーラスハモリーナ 10：30～1時間
11㈯㈷如月ボウリング
９：30～
ラウンドワン泉北店
みはらだより発行
校区自治連合会定例会
19：30～
15㈬いきいきサロン
10～12時
民生委員会
19：～30
17㈮モーニング喫茶
９～11：30
青少年夜間パトロール
20時～
18㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
19㈰ウォークラリー
８時～
三原台中学校集合
22㈬陽だまり開放日
10～11：30
23㈭チューブ体操
13：30～15時
24㈮モーニング喫茶
９～11：30
25㈯大人の開放日カラオケ
９～12時

校 区 内 清 掃 1 2／ 1 1

ごえんかい

30

27

地域のカレンダー
平成29年2／1～2／28
子どもたちが作ったカレー
ライスをお召し上がりいた
だきます。子どもたちとの
かかわりを楽しみながら、
園の人気昼食メニューを味
わいに来てください
日 時 ２月７日（火）
時 分～ 時 分
場 所 三原台こども園
階５歳児室
参加費 ご縁ということで
「５円」を頂戴します
問い合わせ三原台こども園
２９２‐３８１８
12

10

30 11

30
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今年最後の「ハモリーナ
みはら」は、ジングルベル
の軽やかな歌声から始まり
ました。九十三歳の父が毎
月楽しみにしているので、
今月は私も飛び入りで参加
させていただきました。
村上先生の楽しいリード
で、一部は懐かしい歌、二
部はイケメン四人組「リン
クス」の深みのある男声コー
ラスを六曲も堪能しました。
お楽しみ抽選の後一年の
締めくくりにふさわしい歌
をリンクスの男性陣も加わっ
て、自分もすごく上手に歌
えたような気がしました。
【ボランティア・藤牧】

マたちも、陽だまりでは歓
迎ですよ。子ども達に書く
ことの楽しさをたくさん経
験してほしいですね。
こども園の保育士さんと
は、とんがり帽子を作り。
ペンが嬉しくて、いつまで
も離せないお友だちもいま
したよ。
スタッフ恒例のハンドベ
ルは「ハリーポッター」で
す。全員の音合わせが本番
直前で、不安いっぱいの演
奏でした。出来栄えは？？
です。ママたちのハンドベ
ル体験や、子どもたちは手
作り楽器で音あそび。
エプロンシアターの間に
サンタさん登場！。姿を見
るや泣き出すお友だちや、
目をくるくるして見つめる
お友だち、一人ずつサンタ
さんからプレゼントをもら
い、無事閉会しました。
野田サンタさん、大成功！。
【陽だまり・佐藤】
次回の予定
１月 日（水）開放日
ママたちを応援するハン
ドマッサージを行います。
ご希望の方は事前に地域会
館（℡２９２ー７０１５）
まで。
２月９日（木）
未就園児親子の集い
いずれも ～ 時 分
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子ども会の
クリスマス会

10

月 日にクリスマス会
に行きました。はじめに吹
奏楽部の皆さんが、クリス
マスソングやスマップの
「せかいで一つだけの花」
や、「君の名は」にでてく

30

1

25

12

陽だまり
クリスマス会
月８日（木）開催。朝
の冷え込みに反し、部屋の
中は元気な子どもたちの熱
気で暑いぐらい。
受付後、恒例のオーナメ
ント作り。家ではペンを持
たせるのを敬遠しているマ
12

12

唇を閉じる、開ける、嚥
下を鍛える体操、両手、両
足、頭も使う体操？先生の
軽快な話もあり、笑いの絶
えない楽しい体操でした。
南保健センター・北村保
健師には「インフルエンザ、
ノロウイルスの予防につい
て」第４地域包括支援セン
ター小池氏から「頭と体の
ストレッチ」をゲーム感覚
で、ジャンケンホイ。プレ
ゼントもありました。
ボランティア手作りお昼
ご飯は、免疫力を高めるサ
ケの塩麹焼を中心に、炊き
飯、煮物込みご、吸い物、
あえ物と彩りゆたか。皆さ
んお話も弾み楽しく食べて
くださいました。食後はみ

ストックを使って背筋を伸ばして
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