９月

日（土）

記
◎日時 ９月 日（土）
午前 時
◎費用 無料
（お赤飯付き）
◎場所 三原台地域会館
◎ 申 込み 締め 切 り
９月５日（火）
（雨天決行）

月～土 ９～ 時
（日・祝休み）
【校区福祉委員会】

敬 老 大 会

今年も楽しく敬老大会を
開催します。いずみがおか
幼稚園の子どもたちと、夏
木美衣さんが登場、美しい
歌声を聞かせて下さいます。
歳以上の方ならどなた
でも参加できます。電話で
お申し込みの上、ご近所誘
い合わせてお越し下さい。
ボランティアがお誘いに
行っている方は、連絡は必
要ありません。
地域会館２９２ー７０１５

是非ご一緒したいです。
ありがとうございました。
【ヤング子ども会・赤木】

九州大雨災害
義援金のお願い

みはら文化祭展示作品募集中

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
展示作品 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
月 日（火） 時まで
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】
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ソフトボール部

今年は投打がうまくかみ
合い、１回戦から打線がつ
ながり、試合をコールドで
勝ち、この流れを大切にと
全員で試合に臨んだが、残
念ながら準優勝に終わりま
した。
試合の結果は準優勝です
が、全員からは楽しかった、
緊張感があって満足との声
が多く聞かれました。

要申し込み 先着７人
募集期間 ①・②とも
８月 日～９月 日まで
材料費
①・②とも
２００円
問合せ 三原台地域会館
２９２‐７０１５

今年はエースアタッカー
が欠場の中、１試合目、２
試合目ともフルセットの末、
勝利を収めることができま
した。
しかしながら得失点によ
り市長杯の切符は手にする
ことが出来ませんでした。
残念でしたが蒸し暑い中、
頑張った互いをたたえ合い、
笑顔で１日を終えました
また次の目標に向け、共
に練習に励んでいこうと思
います。そんな私たちと一
緒にバレーボールをしませ
んか。学生時代を思い出し
ボールを拾い、大声を出し、
汗を流しませんか。ぜひ
お待ちしています。
【バレーボール部・梶原】

バレーボール部

今後も全員がこの気持ち
を持ち、充実していれば
「優勝」という結果が待っ
ていることを実感しました。
【ソフトボール部】

南区ふれあいスポーツ大会
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ドッジボー ル大会の
お知らせ
日時
月 日（日）
受付 ８時 分～開始９時
場所 三原台小学校校庭
（雨天中止）
申込方法 ９月９日（土）
会議で申込書を配布
締め切り
月 日（土）
【こども育成部】
14

夏休み
自由
研究

猛暑の中７組の親子が参
加してくれました。
自由遊びの後、三原台こ
ども園の先生と親子体操で
遊びました。
その後おもちゃ製作。プ
ラコップ、たこ糸、ウエッ
トティッシュを使い、カエ
ルの鳴き声が出るおもちゃ
を作りました。最初はみん
なびっくり！かたまってい
る子供もいましたが、だん
だん慣れてきて楽しんでい
ました。
ＢＧＭとペープサートを
使って「はらぺこあおむし」
のお話、みんな真剣に聞い
ていました。
保健師さんから今流行っ
ている「手足口病」と熱中
症の話を聞きました。
次回の予定
９月 日（木）
未就園児親子の集い
～ 時 分
【陽だまり】

陽だまり９月の
イベントはアロマ
２題です。

11

毎日子育てに一生懸命な
お母さん、子どもにも安心
なアロマの香りでリラック
スしましょう。
９月 日（水） 時～
地域会館プラチナルーム
①アロマペンダント作り
好きなアロマを手作りペ
ンダントに込めてリラック
スしましょう。要申し込み
②アロマトリートメント＆
アロマペンダント作り
アロマトリートメントの
香りで心と体をリフレッシュ
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ビタミンｃ を
調べよう

10

ぼくは８月２日にランチ
ルームで自由研究をしまし
た。テーマは「ビタミンＣ
調べ」です。
調べる物はレモン、ダイ
コン、パプリカ、グレープ
フルーツの中でどれが一番
ビタミンＣが多いかを調べ
る研究です。
ぼくの予想順位は１位が
レモン、２位がパプリカ、
後はダイコン、グレープフ
ルーツです。
調べ方は、それぞれのビ
タミンＣを、とってヨウ素
液に入れなん滴入れるとヨ
ウ素液とビタミンＣがまざ
り、とうめいになるかです。
入れる数がすくないほどビ
タミンＣが多いと言うこと
になります。
実験結果は、パプリカが
１位、２位がレモン、グレー
プフルーツが３位、ダイコ
ンが４位でした。
またこのような食べ物の
研究をしてみたいです。
【三原台小・若木佑太】

色々なペンダント

13

三原台校区自治連合会で
は、日本赤十字社を通じて
被災者の方々に義援金を届
けています。
ふ るさとま つりで はた く
さんの子どもたちが募金し
てくれました。引き続き皆
様のご協力お願いします。
【三原台校区自治連合会】
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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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府営自治会の楽しい世代間交流

28

30

10

10 16

16

10

14

27

70

７月 日（水）ひなたぼっ
この会とヤング子ども会の
交流会をしました。大人
人、子ども 人の参加で、
まるたせんせのマジック、
歌遊び、紙芝居などで盛り
上がり、すごく楽しく笑い
声が絶えない時間でした。
後半は体操の先生と一緒に
体操をしました。
日ごろあまり交流の無い
世代ですが、お茶を飲みな
がら、お菓子を食べながら
仲良くおしゃべりする姿が
とてもほほえましく、また
26
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豪雨にも負けず
猛暑にも負けず

８月５日（土）６日（日）
「みはらふるさとまつり」
を三原台小学校校庭で開催
いたしました。
５日は台風の影響なのか
突然の豪雨に見舞われ、一
部のイベントは急遽体育館
をお借りして実施しました
が残念ながら中止とさせて
いただいたイベントもあり
ました。楽しみにしておら
れた方も多くおられ申し訳
ありませんでした。６日は
晴天で涼風もあり、大勢の
皆様にお越しいただくこと
ができました。
両日のやぐらでのイベン
トは、多くの方が喜んで見
てくださったように思いま
したがいかがだったでしょ
うか。ご出演の皆様、観客
の皆様や踊りに参加いただ
きました皆様、夜店でまつ
りを盛り上げて下さった皆
様に感謝申し上げます。
また、近隣の皆様には毎
年ご迷惑をお掛けしていま
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、
各自治会長さんをはじめ、
防犯統括・防災部員・交通
指導員・民生委員・青少年
指導員・各ボランティアな
ど多くの人に支えられて成
り立っています。あらため
てご協力いただきました全
ての皆様にお礼を申し上げ
ます。
【まつり実行委員長・森】

真夏の祭典

東大谷・東泉会

初出店

私達の会は、卒業した生
徒の保護者、そして賛同し
て頂ける方で成り立ってい
ます。「 つ な ぐ 」とい
うテーマを基盤とし、東大
谷高校での建学精神である
「報恩感謝」を胸に、人と
人・人と学校・人と地域の
ご縁をつなぐ架け橋となり、
そして、東大谷高校のより
一層の繁栄の為後世へと襷
をつないでいく活動をして
います。
今回地域の方とのご縁を
頂き、参加をさせて頂きま
したが、運営委員・諸団体
の方々が温かく迎え入れて
くださり、終始楽しく過ご
させて頂く事が出来ました。
震災復興募金を頂いた方々
にも厚くお礼申し上げます。
【東泉会 村上有佳里】

三原台校区のみなさまにご厚志お礼

今年も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。皆様のご芳名は会館前に掲示させ
て頂き、ご挨拶とさせて頂きます。
【 校区自治連合会会長 岸本】
【まつり実行委員長 森】

可愛いキッズダンス

ゲリラ豪雨の置き土産 灯がきれい

楽しい３Ｂ体操。３Ｂってなに？ 吹奏楽・バトン・ダンス部の
コラボレーション

不思議な音色のピアニカ

みはらふるさとまつり
地域のカレンダー
平成29年9／1～9／30
ご支援ありがとうございました （敬称略・順不同）
【自治連合会他】
▽南区自治連合協議会▽高倉台西▽高倉台▽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▽若松台▽高蔵寺自治会▽御
池台校区民生委員児童委員会
【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▽東大
谷東泉会
【医院】
▽伊東皮膚科▽井上クリニック▽いらは歯科▽岡田
歯科▽近畿大学医学部付属病院▽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
▽中野医院▽能田胃腸科・外科▽はなまる耳鼻咽
喉科▽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㈱▽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㈱▽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▽なにわの会▽大成建設㈱
▽中華料理大珉軒▽津田電器▽㈲長田商店▽南海
リフォームプラザ▽日産大阪販売(株)▽日米礦油㈱
▽㈱阪南ビジネスマシン▽晴美電器商会▽ハーベス
トの丘▽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
【組合・商店街】
▽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

【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▽泉北数学教室▽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▽空手道正修会▽泉北太極拳クラブ▽
ミーナヨガ▽誠道志館▽三原台学習塾▽囲碁
同好会
【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▽
特別養護老人ホームゆーとりあ▽㈱誠千
【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▽三原台球友ボウリング部
【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▽三原台小学校校庭開放委員会▽ボー
イスカウト堺第17団▽1丁府営環境美化有志
▽三原台中学校校庭開放委員会
【個人・校区外】
▽井上正治▽大塚寛久▽小郷一▽走井秀子▽谷
口正夫▽前田忠秀▽土井生資▽松尾祐司▽林
賢二
【校区内個人】
会館前に掲示させて頂いています。

９／１㈮モーニング喫茶
９～11：30
２㈯ボランティア定例会
10時～
３㈰将棋・オセロ大会
９～12時
６㈬楽笑クラブ
10～12時
７㈭モリモリ体操
13：30～15時
８㈮コーラスハモリーナ10：30～１時間
９㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
みはらだより発行
校区自治連合定例会
19：30～
10㈰校区内清掃郵便局横集合
８時～
防災部会
９時～
13㈬介護相談
10～12時
14㈭陽だまり
10～11時30分
チューブ体操
13：30～15時
15㈮モーニング喫茶
９～11：30
青少年指導部
20時～
16㈯敬老大会
10～12時
20㈬いきいきサロン
10～12時
22㈮モーニング喫茶
９～11：30
23㈯防犯部会
19時～
24㈰堺市長・市議会選挙
７～20時
三原台小学校体育館
27㈬陽だまりイベント
10～12時
28㈭チューブ体操
13：30～15時
29㈮モーニング喫茶
９～11：30
30㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
文化部会
17時～

校区内清掃 ９月10日（日）
８時郵便局横集合
雨天の場合 ９月17日（日）

