第

回校区体育大会

月

日（日）

午前９時
場所 三原台小学校校庭
出場申し込み締め切り
月７日（土）
※雨天の時は７時で判断

堺市民オリンピック

月９日（月・祝）

・グラウンドゴルフ
ＪーＧＲＥＥＮ堺
・陸上競技の部
・１００ｍ
小・中学生男女各１名
・１００ｍ ４リレー
小・中学生男女
金岡公園陸上競技場
皆さん校区の代表として
出場されます。ご都合のい
い方は応援にお越しくださ
い。よろしくお願いします。
【体育部】

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】

検診にて、２日分の便を採っ
てくることで同時に受けら
れます。ぜひ同時に受診し
ましょう
日 時
月８日（水）
時間は後日案内
会 場 三原台地域会館
対 象 満 歳以上
偶数年齢の市民。
費用 胃がんのみ５００円
大腸がんとも８００円
（大腸がんのみの受診は出
来ません）
胃がん満 歳以上は無料
大腸がん満 歳以上無料
申し込み
月３日（火）
午前９時より「がん検診総
合相談センター」
電話２３０‐４６１６
ＦＡＸ２３０‐４６３６

かります。
肺がん・結核検診
日 時
月 日（火）
時 分～ 時 分
会 場 三原台小学校
対 象
歳以上の
堺市民の方
内 容 胸部Ｘ線撮影
予 約 不要直接会場に
お越しください
費 用 無料
痰検査も希望の方は、
日前までに予約４００円
【南保健センター・北村】

お知らせ

秋といえば名月
中秋の名月は
月４日
満月は６日
きれいなお月様が
見られますように！

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】
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フレ ー フレ ー み は ら ！
堺市民オリンピックが
月９日（月・祝）金岡公園
陸上競技場ほかで開催され
ます。
・ソフトボール部
宮園（中区）
みなと堺グリーン野球場
・バレー部
御池台（南区）
家原大池体育館
・卓球部
土師（中区）
金岡公園体育館
10

「みんなの学校」上映会
開催についてお知らせ
フリー上映や保育なども検
討しています。
詳細につきましては、次
号のみはらだよりや今後作
成するポスターなどを参考
にして下さい。
【まちづくり協議会】

健康みはらを目指し
胃がん・ 大腸がん
検診を実施
／８
申込み
／３～

肺がん・結核検診

16 14

「みはらふるさとまつり」
で取得された十一会券
（９ 月中 ）、 １０ ０円券
は（９月 日まで のふれ
あい 喫茶 ）で お使 いいた
だき ます よう お願 いいた
します。

30

校区全員参加で盛り上がろう
第 回、校区恒例の体育
大会を開催いたします。
昨年の玉入れ競技はいか
がでしたか。４色の玉で今
までにない玉入れを楽しみ
ました。今年は４色の綱引
きをします。どんな結果に
なるやら…。どなたにも楽
しんでいただける種目を考
えて、スポーツの秋を堪能
していただきます。
ご家族で、ご近所で、お
友だちでチームを作って、
レッツ・トライ！大勢のご
参加お待ちしています。
日時
月 日（日）

堺市長選 挙
堺市議会 議員南 区選挙区 補欠選 挙
選挙権は市政を動かす運転免許です。
必ず選挙に行きましょう

／

17

26 25

肺がんは、国民の２人に
１人が診断を受け、死因の
第１位ですが、検診などで
症状の無い早期に発見し治
療することで多くの方が助

15

×

10

三原台地域会館で胃がん・
大腸がん検診を実施します。
胃がん検診では、胃部Ｘ
線検査を行います。（内視
鏡検査をご希望の方は、協
力医療機関で１０００円の
自己負担にて受診できます。）
大腸がんは日本人がかか
るがんの第１位。集団がん
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９月 日（日）７～ 時
三原台小学校体育館

今年のまちづくり協議会
では、私たち一人ひとりの
生活を安全に、より豊かに
送るにはどうすればいいの
かを考えています。
「みんなの学校」は学校
生活を取り上げたドキュメ
ンタリー映画ですが、私た
ちが日々の生活の中で出会
う問題や地域生活を送る中
で、違いを認め合い、お互
いに対等な関係でのつなが
りが大切だということに気
づかさせてくれます。
誰もが取り残されない、
一人ひとりが幸せな社会に
するには何をすればいいの
かなど、気づきのきっかけ
にしていただければと思い
ます。
上映回数は３回を予定し
ています。地域会館なので
限界はありますが、バリア
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当日は校区防災訓練の日に当たりますが、
選挙と 重なり ました
ので、 月３日（日）
に変更します。
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初めての競技ですね。面白そうー

まちづくり協議会バスツアー

32

ちょっと行けない所の内部見学

13

19 15

白熱戦の
将棋
オセロ
大会

費 用 無料
★昼食は槇塚荘でご用意い
たします。お薬の必要な方
はご持参ください。
【特別養護老人ホーム
槇塚荘】

お手持ちの写真をカラフ
ルなペーパーや様々なデコ
レーションアイテムを用い
て、かわいらしくレイアウ
トする「スクラップブッキ
ング」を行います。
日 時
月 日（火）
時 分～ 時 分
場 所 三原台こども園
持ち物 写真数枚、ハサミ、
のり、使いたい飾り
受 付
月 日（月）～
月 日（金）
平日の９～ 時
先着 人様
２９２‐３８１８
どなたでもご参加いただ
けます。お子様連れでも保
育士と遊べますので参加可
能です。【三原台こども園】

（木）迄行います。
皆さん是非この機会に使
わなくなったものをもって
きてください。お願いしま
す。【陽だまりスタッフ】

45

三 原台 こども園 の
お知らせ

30

☆ 月・ 月の将棋オセロ
教室のおしらせ
月 日（日）
月 日（日）
時 分～ 時頃
場所 三原台地域会館
※申込の必要はありません。
気軽に参加して下さい。

14

槇塚荘
ふれあい交流会の
お誘い

今年も三原台の方々と槇
塚荘との交流イベントを開
催したいと思います。皆様
に楽しいひと時を過ごして
いただけるよう企画してお
ります。
皆様のご参加を心よりお
待ちしています。
日 時
月８日（日）
集合時間①②③とも
９時 分
①三原台地域会館前
②１丁府営 棟集会所前
③ マスターズステージ駐車場
側出入り口前
定 員
人
申込〆切 ９月 日（土）
申込先 三原台地域会館
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８月 日（水）「夏休み
親子で見学バスツアー」に
参加しました。大阪府警本
部と、大阪府庁、堺市役所
を見学しました。
府警で一番印象に残った
のは、通信司令室の見学で
した。この部屋に、１１０
番が 日平均３０００件以
上もかかってきて、その中
の ／ がいたずら等だと
知って、そういう事を減ら
さないといけないと思いま
した。
次に府庁で見学した府議
会の議場で、特別に議長席
などに座らせてもらい、い
い体験ができました。
その後、堺市役所に行き
ました。この日は、Ｏ１５
７で三原台小の６年生の女
の子が犠牲になった命日で、
献花と黙とうをしました。
身近にあるような菌で、こ
のようなことが起こってし
まったのは、すごく怖いこ
とだなと感じました。
いろんな体験と思いをし
た 日でした。
【６年 友枝 涼吾】
はなれて いくと大きく なっ
たりして 不思議な発見 をし
たなぁと思いました。
次に議 会場の議員さ んが
すわると ころは、後ろ に行
くほど当 選回数が多い 人と
いうことが学べました。
最後は 議長さんのと なり
にすわっ てる人が記者 では
なく、議 員さんからの 質問
に対して 説明する席だ と知
りました。
私達は バスツアーに 行っ
てみて色 々な経験をし まし
た。この バスツアーに 参加
してよかったと思います。
このよう な機会があっ たら
参加した いです。
【 ５年・小西夏 鈴
岡田未来】
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「陽だまり」と「子育て
ひろばみはら」の合同で子
供用品の交換会をします。
使わなくなった子ども又
は赤ちゃんの衣服・靴・お
むつ・おもちゃ・絵本など
を、必要とする方に使って
もらうものです。
使わなくなったものを、
月 日（木）～ 日（木）
の期間、子育てひろばみは
らで受け付けます
交換会は 月９日（木）
陽だまり親子の集いで行い
ます。それ以後は子育てひ
ろばみはらにて 月 日
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50
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バスツアーに
行ってみて

19

９月３日（日）三原台校
区子ども育成部主催の将棋
オセロ大会が行われました。
オセロは 人が参加し、
８チームでのリーグ戦を行
いました。学年を超えて和
やかな雰囲気で対局を楽し
んでいました。
リーグ戦の後は、各リー
グ優勝者で、ブロック大会
に出場する５人を決める戦
いが行われました。対局数
が多くて疲れもある中、最
後の一局まで集中を切らさ
ず、みんなよく頑張ってい
ました。
将棋は昨年の参加者は５
人でしたが、今年はなんと
人！やはり藤井聡太４段
のおかげで、将棋ブーム到
来といったところでしょう
か。
対局前から練習将棋をし
たり、みんな気合い十分！
まずは４チームでのリーグ
戦を行いました。ハイレベ
ルな戦いが繰り広げられ、
リーグ戦優勝者４名が決まっ
た後は、ブロック大会への
あと一枠をかけて、１敗の
３人で敗者復活戦を行いま
した。
勝って嬉しかった子、負
けて悔し涙を流した子、み
んなよく頑張りました。
最後になりましたが、朝
早くからお手伝いいただい
た役員の皆様、大会運営に
ご協力いただいた皆様、あ
りがとうございました。
【サンスクエア 佐々木】
11

: 9

12

16

3

私達はバスツアーに参加
しました。大阪府警本部と
大阪府庁と堺市役所を見学
しました。全部楽しかった
けど、一番学べたところは
大阪府庁です。特に３つが
印象に残りました。
大阪府庁のまどから見え
た大阪城。まどに近づいて
いくと大阪城は小さくなり、

11 10／４㈬楽笑クラブ
10～12時
５㈭モリモリ体操
13：30～15時
６㈮モーニング喫茶
９～11：30
７㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
防災部会
19時
８㈰槇塚荘交流会
９：45～
９㈪堺市民オリンピック
金岡陸上競技場
11㈬介護相談
10～12時
12㈭陽だまり
10～11時30分
チューブ体操
13：30～15時
13㈮コーラスハモリーナ10：30～１時間
14㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
ボランティア定例会
10時～
みはらだより発行
文化部会
17時～
校区自治連合定例会
19：30～
15㈰子ども育成部将棋・オセロ教室９時
17㈫肺がん・結核検診 13：30～15：30
三原台小学校
18㈬いきいきサロン
10～12時
20㈮モーニング喫茶
９～11：30
青少年指導巡回
20時～
22㈰子ども育成部ドッジボール大会
三原台小学校校庭
８：30～
26㈭チューブ体操
13：30～15時
27㈮モーニング喫茶
９～11：30
29㈰校区体育大会
９～15時
11

大理石の府庁中央大階段でハイ・パチリ
堺市役所玄関前の慰霊碑に献花

地域のカレンダー
平成29年10／1～10／31
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