真夏の祭典

乞うご期待

今年もみはらふるさとま
つりの準備や撤収のお手伝
いをして下さる方を募集し
ています。
７月 日（日）午前８時
からやぐらなどの組み立て、
提灯の準備約２時間、力持
ちの方。

まつり応援隊募集

まつり好きの方

ようお待ちしています。
「ふるさとまつり」のバイ
ク置き場は、いずみがおか
幼稚園の駐車場。自転車置
き場は、三原公園の予定で
す。車輌については、会場
周辺及び、近隣センターな
ど一切駐停車出来ません。
皆さんの安全対策の一環と
して、お守りいただきます
様お願いいたします。
【まつり実行委員長・森】

みはらふるさとまつり

今年の「みはらふるさと
まつり」は８月３日（土）
４日（日）に三原台小学校
グラウンドで開催します。
（選挙の都合で未定）
東大谷高校、三原台中学、
いずみがおか幼稚園の他た
くさんの方に出演していた
だき楽しいイベントを予定
しています。
恒例のガラポン抽選会の
賞品に加えて、今年も「びっ
くりポン賞」があります。
抽選券付プログラムは、７
月 日（土）以降に各戸配
布いたします。プログラム
についている抽選券に住所・
氏名等をご記入のうえ、会
場内の赤いテントにお越し
ください。スタンプカード
もお忘れなく。
手作り夜店も多数出店予
定で、準備も着々と進んで
います。ご家族、ご近所お
揃いでご来場くださいます

８月３日（土）午前８時
から会場の設営、提灯の設
置など会場の設営です。約
２時間。
８月４日（日）まつりの
終わった午後９時過ぎから
やぐらや一部テントの撤去、
提灯の片付けなど会場の撤
去作業です。約２時間、力
持ちの方が助かりますがそ
うでない方も～。
一日だけでも結構です。
皆さんでまつりを作りましょ
う。ご協力よろしくお願い
致します。
【まつり実行委員長・森】

心も身体も
動き出す
３Ｂ体操

三原台小学校体育大会

大橋一美先生の軽快なお
話も楽しみのひとときです。
声を出して身体を動かし、
あっという間の楽しい時間、
帰宅の足取りも軽くなりま
した。来月の３Ｂ体操（第
３火曜）が待ち遠しいです。
皆さんも一緒に筋力アッ
プしませんか。【参加者】

第２部は着座したままらく
らく体操。すわったままで
も姿勢を正して、使う筋肉
を意識しながらのトレーニ
ングとストレッチ。

の寄付をいただきました。
ありがとうございました。

１２，３０８円

小学校体育大会で青パト
募金が実施され

４年生の演技 “笑顔を忘
れずに最後まで楽しく踊る”

座ったままで肩入れストレッチ

災害を見据えて体験しょう
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避難所となっている小学校
に移動後、防災訓練を行い
ます。
《避難所宿泊体験》
８月 日（土） 時～
日（日）９時
【申込受付】
７月１日（月）～
８月９日（金）まで
体育館泊とテント泊（持
ち込みＯＫ）選べます。
《校区防災訓練》
８月 日（日）
９時発災、小学校集合
詳細は三原台地域会館
（２９２）７０１５

まつり賛助金のお願い

今年度からの新企画、３
Ｂ体操が始まりました。朝
からワクワクしながら、会
館に来ました。老若男女
代から 代の方々 人ほど
が集まっていました。
第１部はのりのり体操で、
立ったままのトレーニング。
頭と身体を使って懐かしの
歌謡曲に合わせ、内転筋や
大腿筋の運動。

40

防災避難所宿泊訓練
今年も次世代の担い手で
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とな
るよう、昨年度に続き、三
原台小学校に於いて、避難
所宿泊体験を実施します。
体育館宿泊及び校庭でテ
ント宿泊体験です。避難所
宿泊体験から、実際の避難
所における備えを校区住民
の皆さんに考えていただく
機会にしたいと思います。
翌日は校区防災訓練です。
自治会単位で集合し、広域
20

!

昨年は皆様に多額のご寄付をいただ
きありがとうございました。今年も校
区の皆様にまつりの賛助金として、ご
寄付をお願いいたしたく思っておりま
す。まつりの賛助金を地域会館または、
まつ り 当日 、
本部 受 付ま で
お届 け いた だ
きま す よう お
願い 申 し上 げ
ます。
【自 治 連合
会長・岸本】

40

ベルを使い歌に合わせて体操
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将棋・オセロ

未来の名人真剣勝負

で遊べます。初めての方も
気軽に遊びに来てください
ね。【陽だまりスタッフ】
次回の予定
７月 日（木）
～ 時 分

26

子ども育成部では毎月第
２日曜日の９時 分から地
域会館で将棋・オセロ教室
を開催しています。子ども
だけでなく誰でも参加でき
ます。ぜひ遊びに来てくだ
さい。
次回は７月 日（日）です。
【子ども育成部 中川】
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30

一人暮らし高齢者食事会

こども園の
お知らせ

3

夏休みです！
楽しく絵手紙を
書きましょう

10

10

溺れない安全ボールプール

詐欺には十分気をつけて
いきいき楽しく暮らしましょう

22

子ども育成
部では 月 日（日）に校
区将棋・オセロ大会を開催
しました。
出場者の感想をご紹介しま
す。
将棋の部 原口くん
「５月 日しょうぎオセロ
大会が地いき会館でありま
した。ぼくはしょうぎに参
加しました。結果は２勝２
敗でした。６月にはブロッ
ク大会があります。練習し
てたくさん勝てるようにが
んばりたいです。」
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地域のカレンダー
令和元年7／1～7／31
はら手作りの「ちらし寿司」
「お吸い物」「和え物」を
たっぷり。仕上げは会場全
員で大合唱。
また次の機会も皆で心を
一つにして、歌って食べて
おしゃべりをして、楽しい
ひとときを過ごせる事を願っ
ております。
【ボランティア・地家】

子どもさん大歓迎です！
「筆を使ってはがきにイラ
ストやメッセージを書きま
す」
日 時 ７月 日（火）
時～ 時（要予約）
場 所 三原台地域会館
参加費 無料
参加希望の方は三原台郵便
局に申し込みしてください。
泉北三原台郵便局
（２９２）３９３４

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 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「水遊び」
②参加型
～ 日
③自由型
随時
※水着やタオルなど、水遊
びが出来るようにご用意く
ださい。
①②はいずれも ～ 時、
③は園に直接お問い合わせ
ください。
三原台こども園
（２９２）３８１８
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オセロの部 保田さん
「５月 日にオセロ大会が
ありました。最初のし合で
負けてしまったのでくやし
かったけれど、その後全勝
できたのでうれしかったで
す。」

12

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。

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

10

11

五月晴れの 日（土）
「あおばの集い」が開催さ
れました。岸本福祉委員長
の開会あいさつの後、南堺
警察より出席いただいて
「特殊詐欺」についてビデ
オを参考に、眼前に起きた
事件の恐ろしさ、それに対
する心得をお話しいただき、
身の引き締まる思いをしま
した。一人で抱えないで相
談する、届け出ることの大
切さを改めて心に誓いまし
た。
お楽しみショーは「まる
たせんせ」の懐かしのメロ
ディー。
南保健センター關根保健
師のリズムに合わせた「ロ
コモ体操」、パンフレット
をいただいたので、今日か
ら出来る優しい体操を続け
たいと思いました。
お食事はボランティアみ

来賓も引っ張り出されて“まるた体操”
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ゴールデンウィーク明け
の５月９日（木）３組の親
子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、お母さんのお
膝に乗ってふれあい遊びを
した後、「どうぶつ、これ
な～ンだ」の紙芝居、先生
の「な～んだ」の声に、興
味津々の子どもたちでした。
紙芝居の最後に登場した
うさぎちゃんを、紙コップ
２個使って作りました。お
母さんと一緒にマジックで
絵をかいたり、シールを貼っ
たり、耳をつけてそこに輪
ゴムをつけ、もう一方にか
ぶせるとうさぎちゃんがジャ
ンプ！みんな大喜びでした。
保健師さんからは、５月
日が世界禁煙デーという
ことで、子育て中の禁煙の
大切さを話していただきま
した。
陽だまりはボールのプー
ルや、たくさんのおもちゃ
31

7／ ３㈬楽笑クラブ
10～12時
４㈭元気モリモリ体操 13：30～15時
５㈮モーニング喫茶
９～11：30
６㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
健康スポーツ部会
19時～
７㈰夜店店長会議
19時～
９㈫みなみ花咲くまちづくり作業９時
10㈬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㈯ボランティアみはら定例会10時～
校区自治連合会定例会 19：30～
みはらだより発行
14㈰将棋・オセロ教室 9:30～11:30
16㈫３Ｂ体操 のりのり体操 9:30～
らくらく体操 10:30～
17㈬いきいきサロン
ふらっとぷらっと
10～12時
19㈮モーニング喫茶
９～11:30
青少年指導夜間パトロール20時～
20㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
防犯部会
17:30～
防災部会
18時～
21㈰参議院議員選挙
７～20時
23㈫みなみ花咲くまちづくり作業９時～
25㈭チューブ体操
13：30～15時
26㈮モーニング喫茶
９～11：30
28㈰ふるさとまつりやぐら建て８時～

13

藤井７段を目指して
白か黒か大熱戦

5

12

12

今回の選抜メンバーは６
月 日（土）の南ブロック
大会へ出場します。応援よ
ろしくお願いします。
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