ルルポ泉ヶ丘

25,000

槇

15,000

絆・あけぼの

15,000

泉北園百寿荘

15,000

175,000
校区福祉委員会

8,609
堺地区募金会

278,609
計

皆様方のご理解とご支援をいた
だき厚くお礼申し上げます

上記のように分配させていただき

【校区福祉委員会】

22

ＥＫＩＤＥＮ

世代間を
たすきがつなぐ

30

出走で、小学生、中学生、
一般とたすきをつなぎ、マ
イクから伝えられる着順に
一喜一憂しながらも、 チー
ム中 位と 位の成績を収
めた。
マラソン８キロに中学校
の先生と山口夫妻が完走。
山口芳恵さんは女子の部で
５位入賞された。
【体育部】
19

サンサン市場は
大 繁 盛

13

みんな頑張ったね！

もっと知ろう
成年後見人制度

成年後見人制度について、
南第４地域包括支援センター
の田中智子さんがお話をし
てくださいます。
今は関係がないけどどん
な制度か知っておきたいと
思っている方、お友達のた
めに聞いておきたい方など、
この機会に参加してはどう
でしょうか。
日 時 ２月 日（水）
～ 時の予定
地域会館
無料
成年後見人制度

場 所
参加費
内 容

校長先生もお茶を点てて

中学校
ＰＴＡ研修会

堺 市「 巧 の会 」の 「 美
乃や」さんにお願いして、
うい ろう を のば して 作 る
梅の 花と 、 練り 切り の 水
仙の 花を 作 りま した 。 う
いろ うが 手 にひ っつ い た
り、 ガー ゼ を畳 んで 作 る
水仙の葉が葉にならなかっ
たり と大 変 でし たが 、 楽
しく作りました。
デ モン ス トレ ーシ ョ ン
で「 美乃 や 」さ んが 作 る
椿や 菊な ど 色々 な和 菓 子
は、 まる で マジ ック を 見
ているかのようでした。
第 二部 は 広報 部、 茶 道
師範 の渡 邉 冨美 子さ ん に
よるお点前です。
菓 子器 に 自分 が作 っ た
和菓 子を 入 れて 、そ の 和
菓子の取り方から教わる、
とい うこ と から 始ま り 、
お抹 茶の 入 れ方 、い た だ
き方 とい う 、本 格的 な お
点前でした。
自 分で 作 った 和菓 子 と
自分 でた て たお 抹茶 を い
ただ くと い う、 形は と も
かく 、と て も美 味し く 貴
重な体験でした。
【品川和子】

生徒の声に誘われて買いすぎたかな

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

毎年行っている運転者講
習会と、春の交通安全運動
の日程が、４月に行われる
統一地方選挙のため変更さ
れます。
運転者講習会３月→４月
春の交通安全運動４月→５
月いずれも日付は未定。
【交通指導部】

運転者講習会
春の交通安全運動
日延 べ

11 20

10

久しぶりの雨に皆さんの
出足は？なんて心配無用、
中学校体育館は買い物をす
る人で大賑わい。大きな大
根を買った人、信州そばが
大好きとたくさん買ってい
く人、生徒さんの一生懸命
な説明に感激している人、
信州名物「おやき」は長い
行列ができ生徒さんはてん
てこ舞い、そこここでほほ
えましい売り場がありまし
た。
楽しい修学旅行になりま
すように、声をかけて帰り
ました。

10

お薬との
上手な
付き合い方
１月 日（金）第４週喫
茶こぶしで「お薬との上手
な付き合い方」について、
ベルデさかいの河村薬剤師
さんからお話を聞きました。
皆さん何らかのお薬を服
用されていると思いますが、
薬剤師さんからお薬の性質
などよく聞いていらっしゃ
いますか。
お薬には時間差があって、
胃や腸に届いてから溶ける
もの、口に入れてすぐ効力
を発揮するもの、カプセル
のように長い時間をかけて
効いてくるものといろいろ
あるそうです。
飲み合わせ、飲み方など
大事な情報を薬局や薬剤師
さんからしっかり聞いて自
分の身体を守りましょう。
わからない事があれば薬剤
師さんに相談しましょう。
25

２月 日（金）喫茶こぶし
は竹間正佳さんのサクソフォ
ン演奏を聴きながらお茶を。
演奏は 時～約 分
お楽しみください！
【福祉委員会】

ご馳走を手に夢と希望に向かって前進だ

冬にしては珍しく雲一つ
ない青空、風もなく絶好の
駅伝日和。
駅伝は 時西原公園をス
タート、三原台は２チーム
10

けれど今日だけはその気
持ちを少し忘れて、全力で
楽しめて幸せでした。
【新成人 竹林 仁】

ました。ありがとうございました。

新成人お祝いの会

25,000

塚 荘

10

大人という責任を持って

愛逢の里・堺

待ちに待った成人式。久
しぶりに友達と会える期待
で気持ちがいっぱいでした。
いざ成人式会場に着くと、
一目で誰かわからない友達
がたくさんいて困惑しまし
たが、中身は全く変わって
いない人がほとんどでとて
も懐かしい気持ちになりま
した。
中学生に戻りたいといつ
も思っていたのですが、久々
に友達に会うとその気持ち
が強まりました。
しかし実際はもう二十歳。
これからは自分が大人とい
う責任を持って行動しなけ
ればなりません。

歳末助け合い募金
２ ７ ８,６０９円
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丁分譲自治会

ファミリー新年会

ご参加いただいたゲストの
皆様、ならびに開催にあた
りご尽力頂いた方々に改め
て感謝申し上げます。
ファミリー新年会は３丁
分譲自治会会員の親睦をは
かる大切な行事です。これ
からも地域の和を守るため、
伝統あるこの新年会を引き
継いでいきたいと役員一同
想いを強めました。
【 丁分譲自治会 田

将棋・オセロ中央大会

次に向けて
負けることはいい体験

めは団体戦でした。去年は
負けてしまったので、今年
は勝ちたいなぁと思ってい
ました。しかし、残念なが
ら負けてしまいました。
個人戦でも３回目で４年
生に負けてしまいました。
くやしかったです。けど、
楽しい大会になったなぁと
思いました。
【５年 藤木 裕月】

ドッジとカレーで
楽しみましょう

ゴミ処理券、地域会館で扱って
います。ご利用下さい。
月～土９時～13時

未就学のお友達も保護者の
方と一緒にどうぞ。
日 時
月 日 （ 日）
８時 分集合 （雨天中止。
前日に決定し地域会館・小
学校等に掲示します。）
場 所 三原台小学校校庭
持ち物 赤白帽、水筒、タ
オル、ご飯（タッパーで持
参ください）、スプーン、
（カレー作りを手伝ってく
れる人）給食着セット
詳細は自治会回覧もしくは
地域会館までお問合せくだ
さい
【子ども育成部】

24

校区内清掃
３月 日（日）
午前８時より

30

オペラから童謡まで
月 日（日）地域会館
において、 丁分譲自治会
ファミリー新年会を開催し
ました。平成最後となった
今年度の参加者は総勢 名。
ゲストにコーラスグルー
プの「フィアリス」「奏爺
衆」（オージンズ）、サク
ソフォン奏者の草薙一正さ
んをお招きし、コンサート
を開催しました。
男声コーラスと女声コー
ラスのハーモニーはとても
素晴らしく、演出も工夫さ
れていて大変盛り上がりま
した。
昼食時には、お酒も入り
和やかな雰囲気で宴が進み
ました。昼食後は「お楽し
み抽選会」。工夫を凝らし
最後までドキドキ感を味わ
える抽選会になりました。
会員の皆様も大変楽しんで
頂き、閉演後には皆様の笑
顔と、そしてねぎらいの温
かい言葉を頂きました。

月 日（日）に三原台
小学校でドッジボール・ドッ
ジビー・カレーライス大会
を開催します。みんなで運
動した後にお昼ご飯にカレー
ライスを食べます。
ドッジボール参加者だけ
でなくカレーライス作りの
お手伝いをしてくれる人も
募集しています。
事前に申込みが必要です。
自治会の回覧もしくは地域
会館にて受け付けます。
24

27

3

98

3

新しくなったバス停ベンチ

１月 日（木）寒い中、
５組の親子が参加。いずみ
がおか幼稚園の先生がふれ
あい遊びや、風船をふくら
ませ、コロコロ転がる風船
を追っかけたり、シートの
上に風船を乗せて落とした
り、大きなビニールの袋に
風船を入れていき、きれい
にお片付けできました。
「だるまさんと」の大き
な絵本も読んでもらいまし
た。
保健師さんからはインフ
ルエンザの予防の１つ、手
洗いの仕方について。手洗
いチェッカーローションを
手に塗り、ブラックライト
を当てると白く光り、手洗
いをしてもう一度ブラック
ライトを当て白いところが
なければ、きれいに洗えて
いるという実演をしていた
だきました。どこが洗えて
ないか目に見えて分かって
今後の参考になりました。
【陽だまりスタッフ】
次回の予定
３月 日（木）
未就園児親子の集い
～ 時 分
11

10

11

30

インフルエンザ予防は
手洗いが一番

月 日
（日）中央
将棋オセロ
大会があり、
僕は将棋に
出場しました。団体戦の１
回戦の相手は優勝候補の津
久野でした。すごく強くて
全員負けてしまいました。
午後からは個人戦があり
ました。 回戦は時間切れ
で、振り駒で勝敗を決める
ことになってドキドキした
けど、なんとか勝ちました。
回戦は団体戦で当たっ
た子が相手で、また、負け
てしまいました。結果ベス
ト８でした。もし、来年出
れたらもう少し上にいける
ように頑張りたいです。
【４年 佐々木幸大】
20

楽しみにしていた中央大
会がやってきました。私は
オセロに出場しました。初

1

3

３月

日（日）

郵便局横集合
雨天の場合

10

【環境美化部】

17

14

①指先・指の間
②手のひら・手の甲
③親指付け根
④手首もしっかり
うがいも忘れないで！

1

3

1

４丁 自治 会が ４ 丁バ ス停 のベ ン チ
を新しくしました。
ベ ンチ ってい いで すね 。お 散歩 の途
中 にち ょっと 一休 み、 暖か くな った
ら ご近 所のお 花を 見な がら 井戸 端会
議ならぬ
バス停会
議、バス
が来ても
知らん顔、
お 話が弾み ます。大 切に使 い
ましょう。

３／１㈮モーニング喫茶
９～11時30分
２㈯防災部会
19～
６㈬楽笑クラブ
10～12時
８㈮コーラスハモリーナ10：30～１時間
９㈯ボランティアみはら定例会 10～
みはらだより発行
校区定例会
19時30分～
10㈰校区内清掃
８時～
12㈫みなみ花咲くまちづくり作業９時～
13㈬介護相談
10～12時
14㈭陽だまり
10～11時30分
チューブ体操
13：30～15時
15㈮モーニング喫茶
９～11時30分
青少年夜間パトロール
20時～
16㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
20㈬いきいきサロン
ふらっとぷらっと
10～12時
21㈭元気モリモリ体操 13：30～15時
22㈮モーニング喫茶
９～11時30分
23㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
防犯部会
18時30分～
24㈰子ども育成部ドッジ＆カレー大会
三原台小学校校庭
８時30分～
26㈫みなみ花咲くまちづくり作業９時～
28㈭チューブ体操
13：30～15時
3

地域のカレンダー
平成31年３／1～３／31
4
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フィアリスと奏爺衆のコラボレーション

