ひとり暮らし高齢者食事会

「健康のつどい」のお誘い

月１日（土）
午前 時～

します。
初めての方は電話で
お申し込み下さい。
申込締切
月 日（火）
地域会館
２９２ー７０１５
月～土 ９～ 時
（日・祝休み）
記

❀ 日時

（お土産付き）

❀ 費用 ３００円

（雨天決行）

❀ 場所 三原台地域会館
【校区福祉委員会】

槇塚荘ふれあい交流会

筋 肉 、筋 力 よ り 骨 が一 番
大事。正しく立つ、座るは先
ず骨 を整 え関 節が安 定 した
状 態 で足 裏 を 充 分 地 に着 け
て、立 つ時、座 る時 に体 の重
心 に意 識 を 持 って姿 勢 を 安
定させる事が大事との事でし
た。
最後は笑いヨガで大きな声
で口 を 大 き く 開 けて笑 う 、
皆さんと一緒に大いに笑いま
した。
休憩の後昼食、季節の松茸
ご飯と色々なご馳走を美味
しく頂きました。
施設内見学をして帰路に、
楽しい時間で体が軽く、お腹
一杯でした。
體 の字 は日 本 体 育 大 学 の
校章にも使われています。
骨を整える気持ちを忘れず
残りの人生明るく楽しい日々
でありますよ うに。
【
１丁府営・
田中】

笑って食べて「體」もきたえる
月 日（日）槙塚荘ふ
れあい交流会に参加して、
楽しいひと時を過ごさせて
頂きました。
「まるたせんせ」の愉快な
お話とギター、手品等で思
い切り笑ったり、お口の健
康体操、誤嚥性肺炎のお話、
「くわ総合クリニック」の
理学療法士の先生による貴
重な体の仕組み、その中で
「體」この字が読めますか？
との問い掛けに「からだ」
と参加の男性が答えられま
した。「體」は色んな骨が
組み合ってきちんと並んだ、
合意文字との事です。

子育てフォーラム

14

重心を意識して正しく立つ

見守り育てる三原っ子

自転車マナーアップ強化月間

平成 年 月１日（木）～ 月 日（金）

をもらって子ども達は大喜
びでした。
中学校美術部の素敵なポ
スター。こども園、小・中
学校・地域の方々のご協力
に感謝。子どもたちの笑顔
いっぱいの三原台へ向けて、
子育て、親育ちに頑張りま
しょう。
【青少年指導部・村田】

強化月間の重点
◎自転車利用者の交通ルール遵守の徹底
◎放置自転車の追放
スローガン
◎自転車は、車といっしょ左側
◎ちょっとだけ、みんなが困るその放置
※自転車マナーアップ強化月間に基づき、 月７日（木）
三原台小学校で自転車講習会をしました【交通指導部】

30

・

日

２月３日（日）西原公園
スタート・ゴールで、みな
み交流駅伝＆マラソンが開
催されます。
駅伝は約２キロのコース
を小学生・中学生・一般が
たすきをつなぎます。マラ
ソンは８キロ。
駅伝・マラソンともに一
般の走者を募集します。昨
年は小学校の先生方と、小
中学生が大奮闘しました。
三原台は残念ながら毎年成
績不振で終わっています。
毎日走りこんでいる皆さー
ん！おねがいします。
申し込み締め切り 月
日（土）地域会館までお願
いします。
【体育部】

みなみ交流
ＥＫＩＤＥＮ
走者募集！

11

時～

子どもさんにはおやつを用意しています。

何かとお忙しい時ですが大勢のご参加をお願いします。
【防犯統括部】

15

落葉散り敷き、朝夕は冬
のたたずまい、皆様お健や
かにお過ごしでしょうか。
一年の締めくくり、「健康
のつどい」のお誘いです。
理学療法士・長野聖氏に
体にいいお話しや、三原台
こども園のかわいい歌声も
聞かれます。 おなじみボ
ランティアみはらがお食事
を用意してご参加をお待ち
しています。
食事会は 歳以上、ひと
り暮らしの方が対象です。
登録 済みの 方には ボラ ン
ティアがお伺いしますので
出欠のご返事をお願いいた

月

12

月

・

歳末特別防犯パトロール
月

12

みはら文化祭開催
舞台発表
作品展示

10 10

11

パトロール後は日替わりで温かい豚汁とぜんざい、

20

20

日（土） 時～ 時
三原台小学校体育館
日（土） 時～ 時
日（日） 時～ 時
三原台地域会館

アンパンマンに子ども達は大歓声

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

楽しみました。
エンジェルサポートアソ
シエーションの先生が色々
教えた遊び。歌・パラバルー
ンで遊んでいると、アンパ
ンマンがやってきて、一緒
に歌って踊りました。
ＰＴＡの方々が、眠育の
絵本を読み聞かせに来てく
れました。
小学生からのプレゼント
のメダルと、バルーンの剣

28

24

11

27

25 24

30

26

11

10

今年も地域で子育てフォー
ラムが中学校の体育館で開
催されました。
吹奏楽部例年のオープニ
ングがなく
少し寂しい
思いでした
が、体育館
の中を走る
新幹線がト
ンネルを通っ
て、 親 子 で

12

11

12

11

皆様のお仲間が頑張っています。
力演、力作揃いです。ご高覧お願いします。
※バルーンアート、アーティフィシャルフラワー
アレン ジメント、お 点前体験 の申込み を受け 付
けています。
【文化部】

大人気の新幹線

13

10

16

16 16
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月８日

来年こそ優勝を目指して
頑張ります。
毎水曜日 ～ 時三原台
中学校体育館で練習してい
ます。気軽に遊びに来て下
さいね。
【三原台バレーボール・谷】

堺市民オリンピック悲喜こもごも
グラウンドゴルフ

意気込んで、頑張りにそし
て楽しみに来たのだと思う
と、私も精一杯やろうと思
えました。
私は１００㍍走に出場し
ました。鳴り響く拍手に飛
び交う声援、この晴天の下
で走れることを光栄に思い
ました。ほんの 数秒でし
たが、良い経験になりまし
た。とても楽しい一日でし
た。
来年もこの素敵な大会に
参加したいと思いました。
【三原台選手団・大谷】

ソフトボール

次回の予定
月 日 クリスマス会
参 加 料 １家族 円
楽しいクリスマス会を予定
しています。
皆さんふるってご参加くだ
さいね。

50

「みはら子ども育成部
クリスマス会」

ビンゴ大会
【子ども育成部・中川】

三 原 台 こ ども 園

月のにこにこ広場は
「サンタと遊ぼう」です。
園の活動に、一緒に参加し
ませんか？お時間のある方
は是非、園にお越し下さい。
（予約不要）
月 日（木）

日

時

11

21

３０００メートル走

月 日（木）陽だまり
と三原台こども園のにこに
こ広場がありました。
あいにくのお天気だったせ
いか、３組の親子の参加で
したが、こども園の先生が
風船遊びや、バスごっこな
ど、楽しい遊びを準備して
下さっていて、親子の皆さ
んも楽しまれたようでした。
【陽だまりスタッフ】

10

絶好のスポーツ日和のは
ずが、季節外れの猛暑の中、
堺市民オリンピックグラウ
ンドゴルフ競技が、３つの
ブロックに分かれ各ブロッ
ク チーム・２１６人、総
勢６４８人が参加して行わ
れました。
三原台校区からは、こぶ
し会選出の精鋭が各ブロッ
クに１チーム９人が出場、
暑い中不慣れな人工芝コー
スを見事に攻略、左記の通
り素晴らしい成績を収めま
した。
優勝Ｃチーム
（林・神田・宮本）
３位Ｂチーム
（平澤・有田・住吉）
Ａチーム残念入賞ならず
【こぶし会・田畑】
今年は相 手チー ムの 細
かい作戦に主導権を取られ、
本来の打線もつながらず、
１回戦敗退となった。
試合後、全員から出た声
は、オリンピックで優勝す
るには、細かい野球をしな
いと勝てないと言う結論に。
守備での連係プレーなど
は、練習でしか補えない。
来年優勝を目標に一丸となっ
て戦うことを確認した。
【ソフトボール部・西】

12

12

月９日（日）

16

バレーボール

20

12

～ 時
を開催します。小学生のみ
場 所 三原台こども園内
なさん、お友達・ご兄弟と
ホール
一緒に遊びに来てください。
（未就学の方も保護者の方 中学校と
と一緒にどうぞ）
合同清掃
日時
月 日（日・祝）
～ 時
午前８時～
（８時 分受付）
三原台中学校昇降口集合
場所 三原台地域会館
（雨天順延）
（今年は小学校体育館では
◎順延時 日
ありません）
校区内清掃
内容
郵便局横
三原台中学校吹奏楽部演奏
集合
大阪府立大学奇術部の
【環境美化】
ジャグリングショー

40 12 23

19

堺市民オリンピックは絶
好のコンディションの中、
無事に開催されました。
昼からの３０００㍍に初
めて出場しましたが、初め
て走る陸上競技場のトラッ
クは素晴らしく、皆さまの
大声援の中、とても気持ち
よく走ることができました。
自分としては、なかなか
の走りだと思いましたが、
周りのレベルがとても高く
最後から 番目という順位
になってしまいました。と
ても良い経験をさせていた
だきました。
朝早くから皆さまお疲れ
様でした。来年もできたら
走りたいと思います。
【体育部・住岡】

11

10

初めて若いメンバー少林
寺チームとあたりました。
最初は点を多く取られま
したが、三原台の底力で追
いつき、追い抜かれ、同点
など接戦でした。残念なが
ら負けてしまい悔しかった
が、一人一人が力を出し切っ
たので、すごく良い試合が
出来たと思います。

12

13

9 12

地域のカレンダー
平成30年12／1～12／31
10

12／１㈯健康の集い
10～13時
５㈬楽笑クラブ
10～12時
７㈮モーニング喫茶
９～11時30分
８㈯みはらだより発行
校区定例会
19時30分～
９㈰校区内清掃
８～９時
11㈪出前子ども防災教室
三原台小学校
12㈬介護相談
10～12時
13㈭陽だまり
10～11時30分
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㈯キャンドルナイト
西原公園
16～20時
19㈬いきいきサロン
ふらっとぷらっと
10～12時
民生委員会
19時～
20㈭元気モリモリ体操 13：30～15時
21㈮モーニング喫茶
９～11時30分
22㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
23㈰㈷こども育成部クリスマス会
三原台地域会館
9～12時
26㈬歳末特別防犯パトロール
20時～
27㈭
〃
〃
28㈮
〃
〃
30㈰～平成31年１月３日まで会館休み
先生（右）のお話に引き込まれて

小学生１００㍍走

ゼッケン54は三原台のナンバー

10
3

72

私は第 回堺市民オリン
ピックに参加しました。い
つもと違う競技場の雰囲気
に驚きました。大勢の人が
44
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元気いっぱい陸上に参加の小中学生

