ふれあい喫茶こぶし
ニュース

三 原台 の皆 さ んの 憩 いの
場所「ふれあい喫茶こぶし」
は、 コロ ナで 休 みが 続 いて
いま した が、 や っと 再 開で
きそうな気配に。
４ 月に なり 日 程が 決 まれ
ば会 館に 張り 出 しま す 。楽
しみにお待ちください。

冬の一日
日の光を浴びて

２月 日 （土） 初めて の
田園公 園自 由広 場一 般開 放
日、お 父さ んが 小さ い子 ど
もの自 転車 の練 習を 見守 っ
ていた り、 親子 でボ ール 遊
びをし てい たり して 、ほ ほ
えましい風景がありました。
中学 生や 小学 生の グル ー
プがボ ール を蹴 った り、 バ
レーボ ール をし て、 立春 す
ぎの暖 かい 一日 を満 喫し て
いるようでした。
開放日
是非ご利用ください。

土曜日

福祉活動

これは脳トレプリントのサンプルです。皆さんもチャレンジしてみてください。答えは2面にあります。 福祉委員会

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

９日

館又は 集会所 に足を 運び 、
お楽しみください。
《参加者の声》
◎毎回楽しみにしています。
脳トレ プリン トを通 して 、
新しい 情報も 知るこ とが で
き、一 度に全 て解か なく て
も、空 いた時 間に少 しず つ
解いて楽しんでいます。
◎問題 がわか らない 時は 、
お友達 や孫に 聞いて みた り
して、 お話の きっか け作 り
に役立っています

４月 日（火）
日（火）
府営住宅集会所
脳トレプリント
配 付中止

府営住宅集会所で答え
合わせの様子

26 12
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（土日祝一般開放日）

４月の田園公園自由広場

『脳トレプリントで、
頭も身体も健康に！』
今年度か ら始 まった 、コ
ロ ナ禍での 脳ト レプリ ント
配 付活動。 毎月 第２・ ４火
曜日 時 ～ 時半に 、三原
台在住の皆さんが三々五々、
三 原台地域 会館 又は府 営住
宅 集会所に きて 、パー ティ
シ ョン越し に、 ボラン ティ
ア さんや民 生委 員さん と楽
し く話しな がら 、持ち 帰っ
た プリント の答 え合わ せを
し て、ひと とき を過ご して
います。
次回の脳 トレ プリン トを
も らい、自 宅で ゆっく り解
答 、２週後 に一 緒に答 え合
わ せをして 、ま た新し いプ
リ ントを持 ち帰 って… 。答
え 合わせの 僅か な時間 でも
ボ ランティ アさ ん、民 生委
員さんとのお話が弾みます。
♪♯♬♪♭♫♪♩♫♯♬
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参 加の度 にスタ ンプ が増
え４ 個たま るとか わい いプ
レゼントがもらえます。
簡 単な間 違い探 しや 計算
問題 、文字 の並べ 替え など
日頃 使って ない思 考で 、脳
に刺 激を与 え、頭 脳明 晰、
活力アップ（笑）
毎 回来ら れなく ても 、大
丈夫 です！ ちょっ とだ け会

地域会館での答え合わせの様子。ハナ丸をもらったり１００点って書いてもらったり楽しいですよ‼ ↑
お土産いろいろ↑
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後 は見晴ら し良く 健康遊 具
を 利用して いただ けると 思
います。

三原きりん公園
再整備工事

リニューアルされるきりん公園

急募

◎見守り隊募集

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です
ご参加よろしくお願いします

◎校区青パト

小 学生 の 登 下校 時 を中 心 に 校区 を 巡回
する青パトです
乗車および運転していただける方
募集中

月一回の乗車でもＯＫです

廃食油

ご協力をお願いします

工事 の進捗状況 とお知ら せいろい ろ

4

三原公園一部施設と
泉ケ丘緑道施設の
利用開始
三原きり ん公 園は再 整備
工 事のため 、５ 月ゴー ルデ
ン ウイーク 明け から全 面閉
鎖 となり利 用で きなく なり
ま す。令和 ５年 、年明 け予
定 の利用再 開を 楽しみ に待
ちたいと思います。

開発造成工事に

（登校時）７時 分～
（下校時）月木金
時～
火
時～
水
時～
いずれも学校出発予定時間で
巡回は約１時間程度です
（お問い合わせ）２９２ー７０１５
三原台地域会館までご連絡ください

①656円②1,111円 ①＝11 ②＝４ ③＝８ ④＝15
③1,115円
④＝15 ⑤＝36 ⑥＝２ ⑦＝２
④15,221円
⑧＝14 ⑨＝13 ⑩1＝10

春の全国交通安全運動

事故のない明るい三原台を目指しています
皆様のご協力をお願いいたします

【交通指導部】

『お金の計算』

『ひらかな計算』

校区では地域会館にて

ブログ

地域のカレンダー
４／１～４／30

令和４年４月６日（水）
～４月 日（金）

の は
域
地 ども る
子 で守
地域

使用済み食用油・未使用食用油
消費期限切れも可毎月10～15日
ペットボトルキャップ
ペットボトルに限ります
プルトップ・ベルマークを集めています

脳トレプリントの答え『おやつ』

15

三原台小学校
ホームページ

陽だまり

堺市LINE公式
アカウント

30
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長い間 、通行 規制 されて
いた泉ケ丘緑道（小学校前）、
柵の中に 見たこ との ない遊
具、利用 できる 日を 楽しみ
にされて いたと 思い ます。
月か ら新た に小 学校児
童門前の 遊具広 場・ 緑道に
設置された交流広場や健康・
休憩コー ナーが いよ いよ利
用できます。

木漏れ日の交流広場

４／６㈬楽笑クラブ
10～12時
７㈭元気モリモリ体操 13：30～15時
８㈮ハモリーナ
10：30～
９㈯田園公園自由広場 一般開放日
10㈰校区自治連合会総会
13時～
校区福祉委員会総会
14時～
12㈫脳トレプリント配付 9～11：30
みなみ花咲くまちづくり部９時～
13㈬介護相談
10：30～11時
14㈭陽だまり
10～11：30
チューブ体操
13：30～15時
青少年指導部夜間パトロール20時
16㈯ボランティア会議
10時～
19㈫３Ｂ体操 １部
9:30～10:15
２部
10:30～11:15
20㈬いきいきサロン
10～12時
21㈭チューブ体操
13：30～15時
26㈫脳トレプリント配付 9～11：30
みなみ花咲くまちづくり部９時～
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伴う通行規制の
お知らせ
この度 、三原 台２ 丁５番
９ 号にお いて民 間業 者によ
る 「サー ビス付 き高 齢者向
け 住宅」 建設の ため 、３月
上 旬より 約４か 月間 、造成
工事が始まります。
工事期 間中、 約 週間か
ら 日間程度 、三原 台北交
差 点から 東大谷 高校 に向か
う 道（ド ーム三 原と コーポ
三 原台前 ）付近 で交 通規制
や通行止めがあるようです。
詳 細日程 は未定 です が、日
頃 から通 行利用 され ている
方はご注意ください。

1

面白そうな遊具広場
お散歩 やウォ ーキ ング時
にもご活用ください。
※ 月以 降、緑 道で は植栽
工事があ り、工 事車 両が出
入りします。
既存の 三原公 園健 康広場
は夏場の 雑草や 雨天 後にも
足元を気 にせず 利用 できる
よう、人 工芝が 敷か れまし
た。校区 の防災 倉庫 もトイ
レ横に移 設され 、公 園整備

10

4

4

プレイロ ット
（小 規模公園 ）
現 在再整備 の為 、閉 鎖中
の各 プレイロ ット 、４ 月下
旬の利用再開に向け工事中。
ぼち ぼち新設 遊具 など の設
置も 始まり、 近く にお 住い
の方 やお散歩 され てい る方
も楽 しみにさ れて いる との
声も聞こえてきます。
桜 の時期に 全面 利用 再開
は間 に合いま せん が、 校区
の皆 さんも大 変楽 しみ にさ
れて いるお花 見、 桜満 開の
時期 に合わせ て公 園の 一部
分だ けでも開 放し ても らえ
ないか調整しています。
特に桜の多い３公園
・しろくま公園（ 丁地内）
・第１公園（１丁東地内）
・第 ８公園（ ２丁 東横 ）に
つい ては、開 花時 期に 合わ
せて 各遊具な どの 施設 を除
き、 一部の広 場部 分は 利用
でき ることに なり まし た。
（開 放される 日程 は、 開花
に合わせるため未定です）
※ 健康遊具 や子 ども の遊
具・ 新設され るベ ンチ や施
設は 月下旬 の再 開ま で利
用で きません ので 、ご 注意
ください。

桜が待ち遠しい
しろくま公園
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コロナ感染状況により
中止の場合もあります

かすてら・きゃらめる・がむ
せんべい・あめ・どら焼き
びすけっと・ぷりん

