先を見据えて前向きに
前進あるのみ
岸本啓司

ＡＥＤ救命救急講習会

三原台地域会館
２９２‐７０１５
月曜～土曜（９～ 時まで）
【防災部】

泉北ニュータウン
まちびらき 周年
オープニングイベント

「ビッグ・ア イ イベン ト」と、 「みなみ ふれあいお 楽し
みひろば」を開催します。

み なみ ふ れ あい お 楽 しみ ひ ろ ば ではフリー マー

ケットをしますので、出店者を募集します。

日
時 平成 年６月 日（日） ～ 時
場
所 旧高倉台西小学校 体育館
サ イ ズ ３㍍ ３㍍ 全体で 区画
出店資格 ルールを守り楽しく参加出来る方
（三原台在住）
販売規制 飲食物全般・医薬品・動物類・危険物・盗品
偽ブランド・コピー品・火気、水、電気を使
用する物・営業用もしくは営業に類似する物
は出品できません。
募集期間 平成 年４月 日（月）～５月 日（金）
申 込 み 三原台校区自治連合会事務局
三原台地域会館に申込用紙があります。
お問合せ 三原台地域会館２９２ー７０１５

16

知ってればいざという時
人の命を救えます
校区ではより多くの方々
にＡＥＤの取扱方法をはじ
め、いざというときの知識
を身につけて頂きたいと、
毎年普通救命講習会を実施
しております。
どなたでも参加頂けます
ので是非ご参加下さい。
日時 ５月 日（日）
時～約３時間
場所 三原台地域会館
締切 ５月 日（木）
申込 修了書発行のため出
来る限り事前申込を
お願いします。
当日も受け付けます
が、修了証の発行は
後日になります。

ビッグ・アイ イベント

10

周年を市民のみなさまと一緒にお祝いする
オープニングイベント
オープニングセレモニー 三原台中学吹奏楽部演奏
沢口靖子さん出演の「校庭に東風吹いて」上映
沢口靖子さんのトークショー
４月 日（日） 時開場 時開演
１５００人（先着順）
無料

30

部
２部
３部
日時
定員
料金

４月 日（火）～ 日（木）
「春の地域安全運動」

13

13

スローガン
女性の犯罪被害防止
子どもの犯罪被害防止
特殊詐欺の被害防止
ひったくりの被害防止
車上ねらい・部品ねらいの防止
みんなで力を合わせて安心・安全まちづくり
【交通指導部・是枝】

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

ハッハとすると本当の笑い
に変わっていました。
ボランティア手作りの食
事は春色鮮やかなちらし寿
司、菜の花入りのお吸い物、
白和え、いちご。「おいし
かったー」の声に連日の疲
れはふっ飛びました。
お土産は桜餅とうぐいす
餅、花のひとときを十分に
楽しみ閉会しました。
【 ボランティアみはら 的場】

12

29

×

29

25

10

27

最後になりますが校区住
民の皆様はもとより、新年
度の各単位会長並びに旧役
員の皆様方におかれまして
も、引き続きのご支援、ご
協力をお願いいたしまして、
新年度のご挨拶とさせてい
ただきます。

入っておられました。
懐かしい曲も盛り沢山。
「学生時代」「銀座カンカ
ン娘」などの歌は、皆さん
歌詞カードもいらないぐら
い、また「高原列車」では
男性が窓枠とハンカチを振
り、女性が花束を投げると
いう場面も準備され、会場
は大盛り上がり。
南堺警察署生活安全課か
ら、最近増えている特殊詐
欺について注意。南保健セ
ンター北村保健師さんから
「長生き呼吸体操」。第４
地域包括センター北出さん
は「頭の体操と笑いヨガ」
作り笑いでも大きな声でワッ

50

12

13

春 色 に染 ま った 食 事 会
桜のつぼみが膨らみ始め
た４月１日（土）ひとり暮
らし高齢者食事会「桜の会」
が地域会館にて開催されま
した。
校区福祉委員会・岸本委
員長や、来賓の挨拶の後、
「Ｅｎｓｅｍｂｌｅホワイ
エ」フルート川本さん、ピ
アノ西村さんが紹介され、
１曲目「浜辺の歌」の演奏
が始まりました。
楽器の話、バッハの曲、
そして日本の名曲の数々。
とても身近に聞ける生のフ
ルートとピアノの演奏は、
春をいち早く感じさせる音
色で、会場の皆さんも聞き

18

校区自治連合会長
桜咲く季節の４月９日、
総会の意思決定を受け新年
度が始まりました。
毎年の事ですが、一年を
通して各種行事をどうすれ
ばよいのかを、悩まなけれ
ばいけない頭の痛い時期で
す。全てにおいて、一人で
なく多くの人達の協力で成
り立っているということを
忘れることなく、感謝の気
持ちでぶつかっていこうと
改めて意を強くしました。
校区住民の皆様にはより
一層のお力添え、ご支援、
ご協力、ご参加をお願いい
たします。
また、当校区にはいろい
ろな問題を抱えていること
は周知の事実でありますが、
腰を据えた取り組みが必要
で、前向きな対応をしつつ
是々非々で対していきたい
と考えます。
風景・環境など変化が生
じてきますが、今までもス
クラップ・アンド・ビルド
（再構築）が繰り返されて
きたことを忘れずに、対応
していきたいと考える次第
です。
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50
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新たなつながり 発見！

４月５日（水）ひなたぼっ
この方々とお花見をしまし
た。晴れの天気ながら、少
し風があり室内からのお花
見です。
今年の桜は遅咲きですが、
会場の雰囲気は和やかな笑
顔で、話の花が咲いていま
した。飛び入りでギターの
弾き語りもあり、歌をうたっ
てお弁当をいただいて、皆
さんとても楽しい時間を過
ごせたのでは…。
これからも皆さんと心の
ふれあいを大切に、寄り添っ
て行きたいと思っています。
【府営福祉部・増原】

積極的に参加して下さい。
次回の予定
・５月 日（木）
未就園児親子の集い
・５月 日（水）
イベント手形・足形アート
※汚れてもいい服できてね
どちらも ～ 時 分
陽だまり開放日プチ講座

チョット大切なお話
春の陽射しが暖かくなっ
てきましたが、この日は雨
が降りそうな天候。新生児
を連れてのママに周りが癒
やされながら、 年度最後
の講座「子どもへの心と身
体のお話」を開催。
参加者の感想には「家に
帰ったら小 と小 の子ど
もからタイムリーな質問が
出て、早速プライベートゾー
ン（口・胸・性器）の説明
をする事が出来ました。講
座を受けてなかったら、返
事が出来たかどうか？あり
がとうございました。」
「このような講座が地域で
開催されるって、素敵だな
と思います。」
新年度からも楽しいイベ
ントや企画を予定しており
ますのでたくさんのご参加
楽しみにしております。
【陽だまり・藤井・橋本】

自転車の事故

小学生の登下校時、運転
者と助手２人で子どもの見
守りに校区を走り回る青パ
ト。乗車して下さる方が少
なくなってきましたので、
募集しています。運転者、
助手（運転出来なくても可）
見守り隊 小学生の登下
校時、安全・安心の為、交
差点や横断歩道での見守り。
ご参加よろしくお願いしま
す。地域会館まで
２９２ー７０１５
【防犯統括部】

青パトに乗って下さる方

急募

祝・休日
地域のカレンダー
平成29年５／1～５／31

介護相談

手品サークル「びっくり
箱」による、楽しいマジッ
クショーがあります。
あっと驚くような数々の
マジックを、地域で子育て
されている皆様も、是非一
緒に見て楽しみましょう。
日時 ４月 日（木）
～ 時 分
場所 三原台こども園内
ホール
【三原台こども園】

こども園のお知らせ

毎 水曜日ラ ウンド ワン で
練習をしています。
年齢も地域も問いません
力もいりません。ボールは
転がせば勝手にピンのとこ
ろへ行きます。必ず行きま
す。練習をすればスペアも
取れます。一緒に楽しく練
習をしましょう。
入 会 金１，５００円
ゲーム代１，３００円
２９１ー６９９９渡邉

ボウリング部

30

ごみ処理券 地域会館で
扱っています。ご利用下さい。
毎月第２水曜 ～ 時
介護相談の日を設けてい
ます。高齢者の生活全般
のお困りごとや心配事を、
一人で悩まないでご相談
ください。南第４地域包
括支援センター
の職員 さん が
相談に 乗っ て
くださいます。

10 27

30

4

増えています。
自転車は小さい車です。
左側通行を守りましょう。
見つかったら違反切符を
切られます。気をつけま
しょう。【交通指導部】
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11

24

ひなたぼっこでほっこり
第１期目、三原台府営住
宅移転が記憶に新しいとこ
ろと思いますが、移転後隣
三軒が変わったことで「地
域の顔見知りが減って…」
という声が府営住宅内で聞
かれるようになりました。
府営住宅自治会でこれを
機に、地域の皆さんでご近
所さんと親しくなれる機会
を作れないかと話が上がり、
１月よりお茶のみ会「ひな
たぼっこ」が始まりました。
府営在住の方に限ります
が、コーヒー片手にほっこ
りできる場所です。気軽に
遊びに来てください。
対 象
歳以上
ひとり暮らしの方
場 所 府営 棟集会所
参加費 １００円
主 催 府営自治会福祉部
問合せ 府営自治会事務局
２９２ー８２９９
３月９日（木）未就園児
親子の集いです。
三原台こども園の先生に
来ていただき、「ふれあい
遊び」や「蝶々の製作」を
して楽しみました。
体をお母さんに撫でても
らったり、こそばせてもらっ
たり、キャッキャッと声を
上げて喜ぶ子どもたち。
シールを貼って出来上がっ
た蝶々も、歌に合わせてパ
タパタさせお部屋の中は春
一色になりました。
【陽だまり・山本】
今年度から陽だまり開放
日はありません。楽しいイ
ベントを企画しますので、
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28

５／４㈭元気モリモリ体操
13：30～15時
６㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
７㈰体育部会
19時～
10㈬楽笑クラブ
10～12時
介護相談
10～12時
11㈭陽だまり
未就園児親子の集い
10～11：30
チューブ体操
13：30～15時
12㈮コーラスハモリーナ 10：30～1時間
13㈯ボランティア会議
10時～
こども育成部会
10時～
みはらだより発行
校区自治連合定例会
19：30～
14㈯防災部会
19時～
17㈬いきいきサロン
10～12時
19㈮モーニング喫茶
９～11：30
青少年夜間パトロール
20時～
20㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
21㈰ＡＥＤ救命救急講習会
13時～
24㈬陽だまりイベント
手形・足形アート
10～12時
25㈭チューブ体操
13：30～15時
26㈮モーニング喫茶
９～11：30
27㈯防犯部会
19時～
10

10

1

平成29年４月号
ホームページアドレス
miharadai-rengou.com

み は ら だ よ り
第330号
（２）

75

14

