ばなりません。
自分の身は自分で守る、
自助・近助・共助の心構え
で近隣の方たちと日頃から
のお付き合いを心掛けて下
さい。
今回も無事終える事が出来
ました。ご協力頂きました
各関係機関・校区の皆様あ
りがとうございました。
【防災部・山下】

みはら文化祭

芸術の秋を堪能

感動を受けた映画

「み ん な の 学 校 」

赤い羽根共同募金

万６２４２円

今年も皆様のご理解とご
協力をいただきありがとう
ございました。
引き続き地域に還元され
福祉施設に配布されます歳
末助け合い募金もよろしく
お願い致します。
【校区福祉委員会】

青パト募金

１万６７２９円

月３日（金）三原台小
学校参観日に募金をしてく
ださいました。
ありがとうございます。
無駄にすることなく、大切
に登下校時の見守りと、校
区の安心・安全のために役
立てます。
【防犯統括部青パト】

年
年末の交通事故防止運動

【交通指導部】

31

など多くのエンターティナー
による演奏・演技や、パフォー
マンスありで会場は芸術の
秋を感じさせる雰囲気に包

『みんなの学校』上映会、
多数ご参加頂き無事終了致
しました。映画の舞台となっ
た お｢おぞら小学校 は
｣ 障が
いのある子、ない子も、皆
同じ学校でその子にあった
教育を受け、地域も学校に
関わりサポートしています。
上映後のトークセッショ
ンで校区教育関係の先生方
や障がいのある人の家族が
理想と現実、今後の方向性
を本音で語ってくれました。
参加者から三原台でも出来
る事やご家族として不安に
思う気持ちを聴くことが出
来、全ての人が住みやすい
地域への繋がりの第一歩と
なったと感じました。
【橋本麻美】

34

12

まれました。
二日目の 日、作品展示
では多くの出品にもかかわ
らず、ゆったりした中で見
ていただきました。東大谷
高校や介護施設など地域の
文化祭にふさわしい出展も
あり、ご来場の皆様も真剣

平成

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

12

今年は、好天に恵まれ、
４００人あまりの方にお越
しいただき、大いに楽しん
でいただきました。
初日の 日は、全国大会
への出場が決まっている、
三原台中学校吹奏楽部の演
奏でスタート。三原台小学
校５年生有志の合唱に加え、
ＰＴＡがエプロン姿で合唱

21

11

三原台地域会館で「新成人を祝う会」
を開催します。ビッグアイの式典終了
後、三原台・高倉台・高倉台西の新
成人の皆様、お友だちと誘い合わせ
て来て下さい。軽食とビンゴゲーム
を用意してお待ちしています。恩師
と共に楽しいひと時を…
日時 平成３０年１月８日（月・祝）
12：30～14：00
場所 三原台地域会館（近隣センター）
車でのご来場はご遠慮ください
主催 三原台中学校区
青少年健全育成協議会

平成 年 月１日（金）～ 月 日（日）
運動の重点
夕暮れ時の交通事故防止 早めの点灯 思いやり
二輪車の交通事故防止
飲酒運転の根絶 気のゆるみ一杯だけが命取り

29

29

26

に見てくださいました。
工作体験コーナーでは、
谷先生の指導のもと、大人
も子供も夢中で「壁掛けど
んぐりトトロ」制作に夢中！。
参加者全員で楽しむことが
できました。
今回、みはら文化祭を開
催するにあたり、出演者、
作品出展者のご協力誠にあ
りがとうございました。
【文化部・富永】

三原台中学校区
新成人を祝う会

神田勝子さん
井戸秀子さんに
感謝状
11

エプロン姿でお弁当の歌
出来上がったどんぐりトトロの壁掛

25

月 日（火）堺市総合
福祉会館において堺市社会
福祉フォーラムが開催され、
三原台校区「ボランティア
みはら」で活躍の神田勝子
さんと井戸秀子さんに堺市
長より感謝状が贈られまし
た。お二人とも 年以上ボ
ランティア活動に参加され
て、熱心にてきぱきとした
行動には校区でも感謝して
います。
これからも健康にご留意
の上ますますのご活躍をお
願い致します。
この度はおめでとうござ
いました。
【増原】
10

煙は怖いねー見えないよ
おじさんでも担げる簡易担架

防災訓練

29

避難所を自分たちで運営する訓練
月３日（日） 年度防
災訓練を三原台小学校で実
施。今回は、震災時どうす
るべきかを想定して、集まっ
た住民から代表を決め、そ
の指示に従って移動し、体
育館内ではＡＥＤの使い方、
簡易担架の作り方、非常食
とランプ、被災地のパネル
展示、校庭では水消火器、
災害トイレの作り方、煙体
験などを経験。
煙体験がその中でも特に
きつかったようで、テント
から出てきた多くの人達が
周りが見えない所を歩くこ
との怖さを語っていた。
ＡＥＤは救急車が来るま
での８分間、心臓マッサー
ジをがんばらなければいけ
ないと言われ、全員が大変
であるということを体験。
訓練は経験の先取りとい
われるが、皆さんからいろ
いろ知ってよかったという
意見を多くいただいた。
参加された皆様は今回行
動がいつもと違って戸惑わ
れたかと思いますが、実際
に災害が起きた時に、すべ
て自分達で行動をしなけれ
12

平成29年12月号
ホームページアドレス
miharadai-rengou.com

み は ら だ よ り
（１）第338号

左から区長・井戸さん・神田さん

月 日（木）のにこに
こ広場は園の活動である
『お楽しみステージ』の参
加となります。サンタクロー
スが遊びに来てくれて、み
んなで歌をうたったり、サ
ンタさんへの質問をしたり
して、楽しい時間を過ごす
予定です。プレゼントも用
意しておりますので、ぜひ
遊びに来てください。
時 間
～ 時
場 所 三原台こども園内
ホール
対象未就園児とその保護者

12

陽だまりイベント

ですね。最後になりました
が、大会の運営にご協力い
ただいた皆様ありがとうご
ざいました。
月 日（日）９時半～
時頃 サンプラザ向かい
「ふらっとぷらっと三原台」
にて行います。申込の必要
はありません。お気軽に遊
びにきて下さいね♪
【子ども育成部 佐々木】

14

三原台こども園の
お知らせ

1

ひとり暮らし高齢者食事会

21

さいとうしのぶ
読みきかせ
ワークショップ

みなさんよくがんばりましたね

如月ボウリング大会を開催します。
ボウリングは高齢者にはちょうどいい運動量と
言われ、80歳90歳の方でも活躍しています。
２月12日（月祝）10時～ ３ゲーム
ラウンドワン泉北店
詳細は１月号で
【三原台球友ボウリング部】
月
日（土）
南ブロッ
ク将棋オ
セロ大会
が開催さ
れました。まず始めに、緊
張感の中、個人戦が行われ、
結果は、なんと将棋・オセ
ロ共に３名が優勝し幸先の
いいスタートをきることが
できました。
その後、中央大会出場を
かけた団体戦が行われまし
た。各校区５名中３名以上

25

地域のカレンダー
平成30年1／1～1／31
11

『集えるしあわせ』を大切に

82

しっかり食べて健康長寿を目指しましょう
さいとうしのぶさんの
「絵本のワークショップ」
を開催しました。時間帯を
いつもの午前から午後に設
定したので未就園児＆幼稚
園児も参加して賑やかな会
となりました。
まずは手作りのおおきな
布絵本で、種からひまわり
を咲かせてくれました。
「まほうの電子レンジ」で
は空っぽのお皿をレンジに
入れて、みんなで「チーン！」
というと中からオムライス
が出てきて大きな歓声が上
がりました。
歌に合わせてさいとうさ
んが絵本を読むと小さな赤
ちゃんも笑顔で聞いていま
した。
おとなが目を輝かせて絵
本を見て、遊んだ本の購入
も 長 い列が できま した。
今日から親子の読み聞かせ
がしたくなる、魔法のワー
クショップでした。
【陽だまりスタッフ】

が勝てば次に進めるという
戦いで、子ども達も自分の
対局が終わるとハラハラド
キドキ仲間を見守ります。
個人戦で悔しい想いをした
子も団体戦ではなんとかリ
ベンジをと気合いが入り、
みんな一生懸命頑張ってい
ました。
将棋は６校区すべてが中
央大会にいけると決まって
いたのですが、最後の戦い
まで集中を切らさず、見事、
準優勝を勝ち取りました！
オセロは、初戦に負けると
中央大会に出場できないと
いうプレッシャーの中、結
果は２勝２敗１分け。どう
なるの？じゃんけん？とみ
んな不安そうでしたが、総
コマ数で１６３対１５７で
なんとか勝つことができま
した。その後もドキドキの
戦いが続きましたが、最後
の決勝では５勝を挙げ見事
優勝し、将棋・オセロ共に
１月 日に行われる中央大
会に出場できることになり
ました。中央大会でもみん
なの力が発揮できるといい

11

10

21

10

10

１／１㈪～３㈬会館休み
６㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
８㈪㈷新成人お祝いの会 12：30～14時
10㈬楽笑クラブ
10～12時
介護相談
10～12時
11㈭陽だまり
10～11時30分
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㈯みはらだより発行
互礼会
19時～
14㈰将棋・オセロ教室
９時～
（ふらっとぷらっと）
17㈬いきいきサロン
10～12時
（ふらっとぷらっと）
18㈭モリモリ体操
13：30～15時
19㈮初モーニング喫茶
９～11：30
青少年指導部夜間パトロール 20時
20㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
25㈭チューブ体操
13：30～15時
26㈮モーニング喫茶
９～11：30
27㈯大人の開放日カラオケ
９～12
防犯統括部会
19時～

12

集いとなりました。
食事もほぼ完食、おいし
かったよとの言葉に、あり
がとうございますと素直に
頭を下げるボランティアも
高齢者。
寄り添い、ともに楽しみ
高齢者が元気で明るく暮ら
せる三原台に暮らす幸せを
しみじみ思った一日でした。
【ボランティア・渡邉冨】

20

11

師走の冷たい風の中、次々
と集まる笑顔の参加者たち、
時には 人の高齢者と、
来賓、民生委員、ボランティ
ア合わせて１３４人で「健
康の集い」を開催。
テーブルにはかわいいク
リスマスツリーが光り、明
るい雰囲気の中、来賓の挨
拶で石井南区長は「集える
しあわせ」を大切にして楽
しく毎日を過ごしてくださ
いと話された。
三原台こども園の可愛い
歌声に目を細め、「まるた
せんせ」の手品は手際よさ
に何？何？どうなっている
の？。目の前で繰り広げら
れる手品とクイズに大いに
盛り上がり、保健師さんの
ズンドコ節体操で体をリラッ
クスさせ、笑いの絶えない
くなった衣類や使わなくなっ
た玩具の交換会を行いまし
た。「これかわいい！」
「サイズぴったりー！」な
どの声も飛び交い、楽しそ
うに子供の服やおもちゃを
選ぶママたちでした。
【陽だまりスタッフ】
次回の予定
１月 日（木） 時～
未就園児親子の集い
イベント
２月 日（水） 時～
パン作り教室
定 員
人
参加費 ２００円
申込み 地域会館
締切り ２月 日（月）
10

28

10

月９日（木）未就園児
親子の集いは７組の親子の
参加がありました。
「ドングリグリグリ」の
親子体操では、ママに手を
つないでもらったり、抱き
しめられたり、とても嬉し
そうな子どもたち。「ドン
グリの製作」では、ママと
一緒にドングリの目や口を
貼って、かわいいドングリ
を作りました。
その後、「子育て広場み
はら」との合同企画の着な
11
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トランプ手品のはじまり！はじまり！

子ども達はお話に引き込まれてだんだん前へ

