《防災教室＆防災アトラクション》

避難！必要なものはなんだろう？

我が家の防災を家族で考えてみませんか！
８月18日（土）～19日（日）
三原台小学校体育館＆校庭にて開催
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•こちらの行事は親子での参加になります
•定員100名程度（大人･子ども あわせて）
•原則全プログラム （①②③）参加になります
•体育館泊･テント泊があります

三原台地域会館へ（電話可）

10： 00ス ター ト ！ 所 要 時 間 90分 定 員 200名 （ ② 宿 泊 体 験者 含 む）
７ ／２ （月）～８／１０（金）まで
申込 み 方 法 三 原 台 地 域 会館 まで （電 話 可）

③ 防災 アトラクション！８月１９日（日）

※ 対象… 小学生以上のお子様と保護者

三原台地域会館（月 ～土 平日AM9：00～P M13:00）
TEL 072-292-7015 ※ 車で の来場は出来ませ ん

行事に参加されたときは、
皆様にカードをお渡しいた
します。各自ご記名いただ
いて次回からはご本人がお
持ちください。
しっかりスタンプをため
て、年度末をお楽しみに！
お問い合わせ
三原台地域会館
０７２ー２９２ー７０１５
【三原台校区自治連合会】

みはら文化祭展示作品募集中

今年度はゆっくりお楽しみいただけるようイベントと作
品展示の場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）・ 日（日）
～ 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（水） 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】

平 成 30年 ７ 月 １ 日 （ 日 ） ～ 31日 （ 火 ）
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当にありがとうございまし
た。
今後とも、学校教育活動
へのご支援・ご協力をよろ
しくお願いいたします。
【三原台小学校 教頭 境】

夏 の 交通 事 故防止運動
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6年生組み体操《キセキ》

三原台小学校

第
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回体育大会が
終了しました！
５月 日（土）午前９時
より、三原台小学校で平成
年度第 回体育大会を実
施しました。
本年度は「笑顔・協力・
全力を大切にしよう」の目
標のもと、子どもたちは、
徒競走に、団体演技に、団
体競技にと精いっぱい力を
発揮することができました。
地域の皆様には、当日早
朝よりお越しいただき、子
どもたちへの温かい声援と
拍手を送っていただいただ
けでなく、「三原台子ども
見まもり隊」の方々を中心
に、児童門でのＩＤシール
チェックや校舎内での安全
確保にご協力いただきまし
た。
お陰 様で、 安全 安
･ 心の
うちに、無事体育大会を終
えることができました。本
30
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ポイントは人とのつながりバロメーター
たくさんの出会いを作りましょう

（ 要 申 込み ）

② 避難所宿泊体験

48
48

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

スローガン
◎とびださない、ぼくとままとのおやくそく
◎自転車は 車といっしょ 左側
◎慌てるな 無理なすり抜け 事故のもと
◎一杯で 消える未来と 消せぬ罪

ポイントカードはお手元
に届きましたでしょうか。
２０１８年度、三原台校区
自治連合会の新たな取り組
みとして、多くの皆さまに
楽しみながら地域行事にご
参加頂ける様企画しました。
今は各ご家庭に１枚お配
りしていますが、ご家族で

８月18日（土）15：00～19日（日）12：00頃

家族で考えよう
防災イベント＆避難所体験
三原台校区まちづくり協
議会では、次世代の担い手
である子どもたちを含め、
それぞれの家庭で災害時の
備え・行動などについて考
えていただくきっかけ作り
となるよう、イベントを企
画しました。
三原台小学校に於いて、
１泊２日の避難所宿泊防災
訓練を実施します。体育館
宿泊及び校庭でのテント宿
泊体験の訓練です。避難所
宿泊体験から、実際の避難
時における備えを、校区と
共に住民の皆さんに考えて
いただく機会にしたいと思
います。
宿泊が無理な方もそれぞ
れの時間帯の訓練に参加が
可能です。
日時 ８月 日（土） 時
～ 日（日） 時
参加費 無料
申込受付
・宿泊
７月２日～ 日まで
・防災教室と炊出し体験
・防災アトラクション
７月２日～８月 日まで
詳細は三原台地域会館まで
２９２ー７０１５
７ ／２ （月）～７／２０（金）まで

申込み方法

7／2（月）～８／１０（金）まで
三原台地域会館まで（電話可)

申込み方法
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① 防災教室 ８月1 8日 （土）

• １ ５ ： ００ ～ 防 災士 ～ これは 知 っと こ！
• １ ７ ： ００ ～ 炊 き出し体 験
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ひとり暮らし高齢者食事会
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歌って、食べて、おしゃべりして

暮らしの友達がおられまし
たら是非お誘いして出席し
て下さい。
【ボランティア・地家】
※「フレイル」とは、加齢
による心身の活力の低下で、
生活機能障害、要介護状態
などの危険性が高くなった
状態で、早く気づき毎日の
生活を工夫して予防しましょ
う。
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例年４月の「桜の会」が
今年は５月 日「あおばの
集い」として催されました。
岸本委員長の挨拶、来賓
の方々の紹介挨拶に続いて，
男性カルテット「リンクス」
の歌声に感動し、会場の皆
さまと一緒に歌った「青い
山脈」は青春時代に戻った
ような心地がしました。
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募

こども園からの
お知らせ

急

青パトに
乗ってくださる方

当園では、親子で来園し
て育児の情報交換や交流な
どを図っていただくために、
毎月「イベント型・参加型・
自由型」の３つのパターン
を実施しています。
７月の予定
①イベント型
日（水）
「水遊び」
②参加型
日～ 日
③随時
①②はいずれも ～ 時
③は園に直接お問い合わせ
ください。
０７２ー２９２ー３８１８
三原台こども園
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今月の花
アガパンサス
花ボラさんのお世話で、
今年もたくさんの蕾が付き
ました。もう少しで満開で
す。折ったりしないで優し
く見守ってくださいね。
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南保健センター北村保健
師の「フレイル」について
解説がありました。 地域
包括支援センター田中さん
は「３６５歩のマーチ」に
合わせて，座って出来る体
操を指導して頂きました。
お昼はボランティアの心
づくし「ちらし寿司」。
年に３回の「ひとり暮ら
し食事会」、皆さんと共に
歌い、おしゃべりしながら
の食事会、本当に楽しいひ
とときです。
次の機会も元気でお目に
かかれますように、お一人
５月 日（木）少し肌寒
い中、６組の親子さんが遊
びに来てくれました。
いずみがおか幼稚園の先
生と一緒に歌に合わせて、
手遊びやふれあい遊びをし
た後は、新聞紙を丸めたボー
ルに好きな色テープを巻き、
コロコロ転がしてボウリン
グをしました。お母さんも
楽しそうでした。
【陽だまりスタッフ】
次回の予定
７月 日（木）イベント
～ 時 分
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その後、南堺警察署生活
安全課・渡邉係長の「特殊
詐欺」について、映像を見
ながら防犯対策をわかりや
すく説明して頂きました。
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陽だまりイベント
ハーバリウム
講 習会

小学生の登下校時、子ど
もの見守りに校区を走り回
る青パト、運転者と助手を
募集しています。助手は運
転免許は必要ありません。
三原台校区を一度回ってみ
てください。発見がありま
すよ！
見守り隊
小学生の登下校時、安全・
安心のため、交差点や横断
歩道での見守り。子どもた
ちとのふれあいもあって楽
しいですよ。ご参加よろし
くお願いします。
【防犯統括部】

11

10

堺市社会福祉協議会からのお願い
住民賛助会員を募集しています
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ご協力よろしくお願いいたします。
会館は月～土（祝・日休み）９～ 時まで

１口５００円 地域会館で受け付けています。
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地域のカレンダー
平成30年７／1～７／31
美しさを閉じこめた
植物教本づくり
７月 日（木）
～ 時 分
講 師 新谷先生
参加費 ５００円
持ち物 ピンセット
はさみ
募集人数
人（予約制）
お子様連れＯＫ
申込みは地域会館へ
申込〆切 定員になり次第
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365歩のマーチに合わせて田中さん
フレイルの危険性を説く北村さん

７／１㈰体育部会
19時～
４㈬楽笑クラブ
10時～12時
５㈭モリモリ体操
13時30分～15時
６㈮モーニング喫茶
９時～11時30分
７㈯大人の開放日カラオケ
９時～12時
11㈬介護相談
10時～12時
12㈭陽だまり
10時～11時30分
（ハーバリウム講習会）
チューブ体操
13時30分～15時
13㈮コーラスハモリーナ10時30分～１時間
14㈯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時30分～
15㈰みはらふるさとまつり
夜店店長会議
17㈫民生委員会
19時30分～
18㈬いきいきサロン
10時～12時
ふらっとぷらっと
20㈮モーニング喫茶
９時～11時30分
青少年指導部夜間パトロール 20時～
21㈯大人の開放日カラオケ
９時～12時
子ども育成部会
10時～
26㈭チューブ体操
13時30分～15時
27㈮モーニング喫茶
９時～11時30分
28㈯大人の開放日カラオケ
９時～12時
文化部会
16時～
防犯統括部会
18時30分～
29㈰みはらふるさとまつりやぐら建て
地域会館集合
８時～
10

いつも素敵な「リンクス」さん
特殊詐欺皆さん気をつけましょう
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