にご協力をいただいた地域・
保護者の皆様へ深く感謝し
お礼を申しあげます。
【三原台小学校教頭・
安原巧】

みはら文化祭イベント・展示作品募集

10

31 31

快晴の下
生徒も先生もきびきびと！
月 日（土） 時より
平成 年度第 回体育大会
が三原台小学校で実施され
ました。
絶好のお天気のもと、子
どもたちは全力で走り、踊
り、競い、応援することが
できました。組立体操も実
施されましたが、懸念され
た大きなけがもなく、計画
的で段階的な指導が生かさ
れたと考えています。
子どもたち一人ひとりの
がんばりを目の当たりにで
きるような機会を学校とし
ても大切にしたいと願って
います。
当日を始め常日頃から見
守り活動や学校の教育活動

16 14

泉北ニュ
ータウン
まちびらき 周年

みなみふれあいお

楽しみひろば ではフリー
マ ーケ ット 、 バザ ー、 ち
び っこ パー ク 、パ ンま つ
りなど

日時 平 成 年６月 日
（日） ～ 時
場 所 旧高 倉 台西 小学 校
体育館
お問合せ
三原台地域会館
２９２ー７０１５

25

夏休み親子
バスツアー

20

10 10

10

「 みな みふ れ あい お楽 し
みひろば」を開催します。

50

9

堺市民オリンピック

今年度も昨年同様ゆっくりお楽しみいただけるようイベ
ントと作品展示の日を分けて開催致します。
展示作品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もよろしくお願い致します。
・日時
月 日（土）イベント ～ 時
日（日）作品展示 ～ 時
・会場 三原台地域会館
主催 三原台自治連合会 文化部
イベントジャンル
楽器演奏、バンド演奏、コーラス
民謡、マジック、演劇等
イベント出演者
１グループ 分から 分程度
（参加料、出演料なし）
展示作品ジャンル
絵画、書道、写真、陶芸、手芸、
盆栽、俳句等
絵画（日本画、洋画は 号まで）
書道作品は半切まで
申込締切 イベント ８月 日（木） 時まで
展示作品
月 日（火） 時まで
地域住民交流の観点より、三原台在住または、在学・在
勤を含む方を優先的に選定いたします。ご理解頂きます
様よろしくお願い致します。
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】

7

10

16 29

11

全行程バスで移動
時 分出発→ 時頃
三原台小学校到着
申込締切日 月 日（木）
時まで
申込方法 申込書により、
三 原台 地 域会 館ま で 参加
費 持参 の うえ 申し 込 み下
さい。
参 加対 象 者 小学 生 と保
護 者（ 数 人の 子ど も を引
率 する こ とは 可能 で す）
お問合せ
三原台地域会館
２９２ー７０１５
【まちづくり協議会・森】
30

27

出場選手募集

三 原台校 区ま ち
づく り協議 会の 主
催で、社会の仕組みを理解
し、防犯の意識を親子で共
有するために、大阪府警本
部、大阪府庁、堺市役所を
夏休みに親子で見学します。
参加定員は 名。子どもだ
けの参加は出来ません。
申込みは先着順になりま
す。定員に達した場合はお
断りさせていただきますの
でご了承をお願い致します。
日時
月 日（水）
参加費 一人 千円
昼食、お茶、おやつ代を
含む
集合時間
時
集合・解散場所
三原台小学校体育館横

バトンをしっかり握ってヨーイドン

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

9

47

30

26 25

17

20

13

大切だと気づかせて頂きま
した。
【たなか鍼灸整骨院・勝又】

防災委員となり初めてＡ
ＥＤ講習会に参加し、三原
台こども園の園長、副園長
から予防救急についてお話
を伺いました。
心肺蘇生の手順などを聞
き理解したつもりでも、い
ざ人形を使って練習となる
と難しいこともあり、戸惑
うこともありましたが、救
急の大切さを知るよい機会
になりました。
【ロイヤルシャトー泉ヶ丘・
稲岡】

10

12 12

10

70

16

5

今秋、恒例の堺市民オリ
ンピックが 月９日（月）
体育の日に金岡陸上競技場
で開催されます。
三原台校区を代表して、
日頃鍛錬の成果を出してみ
ませんか。
・募集種目
①１００㍍競争
一般男・女
②４００㍍リレー
一般男・女４人一組
③３０００㍍
歳以上の男・女
④走り幅跳び
歳以上の男・女
申込締切６月 日（金）
地域会館にて受け付け
【スポーツ推進委員・岸本】

8

9

29

15

15

ＡＥＤ救命救急講習会
駆け寄る勇気と助かる命
５月 日（日）地域会館
で救命講座を開催し、防災
部員と参加希望者数名が受
講しました。以下参加者の
感想です。
私が救命講習会に参加し
ようと思ったきっかけは、
日頃から一治療家としてい
つどこで救急の知識、技術
が必要になるかわからない
からです。
実際に行った胸骨圧迫で
は、力強く押す必要があり
大変でした。参加された皆
さんも息を荒くし、汗を拭
きながら一生懸命でした。
学生の時にＡＥＤの講習
を受けていましたが、忘れ
ていることがほとんどでし
た。誰しもやっていないと
忘れていきます。命に関わ
る大切なことで、家族、友
人、大切な人、周りの人達
が危ない状況になり得るか
もしれません。その様なと
きに自分がどう対処できる
か。
今回の講習ですぐに駆け
寄る勇気と、正しい知識、
技術を繰り返し学ぶことが
21
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デモ器を使って胸骨圧迫の練習

おててに黄色い絵の具をつけて

大学生と真剣に楽しく「お楽しみ会」

今月のにこにこ広場

歯科衛生士の方と、栄養士
の方に来ていただき、「歯
の話」をしていただきます。
食事の事や口腔内の事など、
お子様の気になることがあ
れば、直接相談もしていた
だけます。
日時６月 日（木）
～ 時 予約不要
場所
三原台こども園内ホール

（雨天中止）

６月 日（日）８時 分開始 三原台中学校校庭
父の日です！お父さんも頑張ります。応援もよろしく！
【体育部・ 岸本】

優勝を喜ぶ三原台チーム

した。楽しかったけど負け
たのが悔しいです。また遊
びたいです。
【品川琥太郎】

少し汗ばむ陽気の中、
組の親子が遊びに来てくれ
ました。
いずみがおか園の先生が、
歌に合わせた手遊び、風船
を使った色んな遊びや、絵
本を読んでくれました。
カラフルな風船の空気が
抜ける時に鳴る音や、出て
くる風を浴びたり、たくさ
んの風船を一度にシートに
載せてから降らせると、子
どもたちは大喜びでした。
【陽だまり】
次回の予定
７月 日（木）
未就園児と親子の集い
～ 時 分

ム）。Ｂチームも入賞は逃
しましたが、奮闘しました。
６月１日（金）市の大会
が堺市総合福祉会館で開催
され、市内の精鋭 チーム
と対戦。３勝１分で優勝。
祝勝会のケーキセットに各
場面の話題で話が尽きず、
連勝記録を積み重ねようと
誓いました。
ディスコンは堺市老人ク
ラブ連合から、ユニバーサ
ルスポーツとして後援を受
け、盛り上がっています。
ルールは“ボッチャ”や
“カーリング”に似ていて、
逆転、逆転のゲーム展開で
ハラハラドキドキ。
第１・３の日曜１時から小
学校の体育館で健康維持の
ため練習しています。見学
者大歓迎！ 連絡先２９３ー
６２９０
【平澤】

14

校区ソフトボール大会

22

夏休み一緒に
自由研究を
しよう

なご意見を聞かせて下さい。
ただいま次回のイベント
の計画中です。陽だまりを
卒業した幼稚園、小学生対
象のイベント、パン教室な
ど案があります。
初めての方、どうぞ地域
会館へ来て下さいね。
【陽だまり】

元気な三原台！
ディスコンクラブ
５月 日（日）、第１回
南区ディスコン交流会が栂
文化会館で行われ、三原台
チームは日頃の練習と、チー
ムワークの良さで、３月に
続いての連続優勝。（Ａチー

11

13

10

11

陽だまり、今年度初めて
のイベント「手形アート・
足形アート」を５月 日開
催しました。たくさんの親
子の参加があり、スタッフ
もうれしい悲鳴！
手や足に絵の具をつけら
れて泣いてしまう子どもた
ち。でもお母さんたちの想
いはスタッフも驚くほどセ
ンスと完成度の高い作品に
つながりました。
「家では絵の具を使うこと
なくて良かったです」「楽
しかった」など、お母さん
達の声を聞き、スタッフも
とてもうれしい気持ちにな
りました。
今回、陽だまりに初めて
きて下さった方がたくさん
おられました。これからも、
地域の子育て支援を続けて
いくためには、今、子育て
中の親世代の想いや、率直

10

30

24

ビタミンＣを
しらべよう
ビタミンＣは、人の体の
中で作ることができないた
め、少しずつでも毎日取り
たい栄養素です。どのよう
なものにたくさん含まれて
いるのか、身近な野菜や果
物をしらべてみましょう。
日時 ８月２日（水）
受付
時 分開始 時
場所 三原台小学校
ランチルーム
申込み締め切り
７月 日（月）
三原台地域会館
申込先

13

将棋・オセロ大会

30

９月３日（日）９時～
地域会館で行います。
出場希望の人は申し込み
が必要です。７月初旬に学
校から案内を配布して頂き
ます。

30

10

７／１㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
子ども育成部定例会
10時～
防災部会
19時～
５㈬楽笑クラブ
10～12時
６㈭モリモリ体操
13：30～15時
７㈮モーニング喫茶
９～11：30
８㈯ボランティア会議
10時～
みはらだより発行
校区自治連合定例会
19：30～
９㈰将棋・オセロ教室
９時～
12㈬介護相談
10～12時
13㈭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
14㈮コーラスハモリーナ10：30～1時間
15㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
16㈰夜店店長会議
19時～
19㈬いきいきサロン
10～12時
民生委員会
21㈮モーニング喫茶
９～11：30
青少年夜間パトロール
20時～
22㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
防犯部会
19時～
27㈭チューブ体操
13：30～15時
28㈮モーニング喫茶
９～11：30
30㈰みはらふるさとまつり
やぐら建て
８時～
三原台小学校校庭

18

12

地域のカレンダー
平成29年7／1～７／31
21

６月４日（日）快晴の下、
新体制になったこども育成
部として初めての「お楽し
み会」が行われました。
プール学院大学の学生
人が、４種類のゲームを子
どもたちと一緒に楽しく遊
んでくれました。
学年を超えてグループを
作り、得点を競って順位を
決めました。１年生は６年
生に教えてもらったりして、
初めて会った子ども同士で
も助あって、楽しそうに遊
んでいました。
暑い中お手伝い
に来てくださった
皆様、ありがとう
ございました。
８月２日（水）
のイベントにもた
くさんの子どもたちに参加
していただけるよう、育成
部一同がんばります。
【子ども育成部・品川】

×

13

僕はいろいろな遊びをプー
ル学院大学の人たちとしま
した。
まず最初は「もうじゅう
がりに行こうよ」をやりま
した。それで僕はチームを
組めなくて、 ゲームとし
て自己紹介をしました。次
に三原台小学校○ ゲーム
をしました。校長先生の身
長とか意外と分からなくて、
３問まちがいました。
ドッジビーでは、当たっ
たけどすぐに当てて入りま
した。最後にリレーをしま
した。僕たちのチームは６
位だったが、総合は５位で
×
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