敬老大会
今年は全国的に異常な暑
さが続いています。府営住
宅の皆様は暑い中での引越
し、お障りはありませんか。
楽しみとして９月 日
（土）敬老大会を開催しま
す。
敬老大会は 歳以上の方
ならどなたでも参加してい
ただけます。電話でお申し
込みの上、ご夫婦で、また
はお友だちとお誘いあわせ
てご参加ください。
三原台地域会館
月～土（日・祝休み）

９月 日（土）
記
◎日時 ９月 日（土）
午前 時
◎費用 無料
（お赤飯付き）
◎場所 三原台地域会館
◎申 込〆 切
９月３日（火）
（雨天決行）
９～ 時
☎２９２ー７０１５
ボランティアがお誘いに
行っている方は、電話申し
込み不要です。

南ふれあい
スポ ーツ大 会
ソフトボール
昨年はＢブロックで優勝
する事ができたが、今年は
試合までの時間が長く、士
気を持続させることができ
ず、ペースをつかめないま
ま、ゲームセットとなった。
少しの気のゆるみが、こ
のような結果に。
この経験を今後に生かし、
戦えるチーム作りに取り組
もうと思う
【ソフトボール・西】

バレーボール

月３日（日祝）
三原台小学校体育館

みはら文化まつり出演者募集中
日 時
会 場

９月 日（日）

三原公園集合
雨天の場合

校区内清掃
９月８日（日）
午前８時より

場

日 時 ９月 日（土）
午前 時から
所
泉ヶ丘センタービル

運転者講習会

青パトで子どもの見守り
をするには、運転者、同乗
者も青パト講習
会の受講が必
要です。特に
若いお父さん、
お母さんのご
協力をお願い
します。
※すでに受
講カードをお持ちの方は忘
れずにお持ちください。新
規の方は何もいりません。
【防犯統括部青パト班】

場

日 時 ９月 日（日）
午前 時から１時間
所 三原台地域会館

青パト講習会

仲間やファミリーの出演大歓迎です
申し込みは地域会館まで
【文化部・宇都宮】

青春プレイバック！
８月

日（金）ふれあい
喫茶こぶし
で、うたご
え喫茶を開
催します。
９時 分か
らです。
今回はフォー
クソング特
集。

水餃子を
作ってみませんか

日 時
月６日（日）
場 所 三原台地域会館
参加無料
対 象 どなたでも
小学生以下要保護者
持参するもの エプロン・
三角巾・麺棒
申し込み 地域会館
締め切り ９月 日（月）
先着順 人
【堺市中国帰国者交流会】

こども園からの
お知らせ

９月の予定
①イベント型
日（水）
「ミニＳＬに乗ろう」
雨天の場合は内容が変更
②参加型 （要予約）
日（火）～ 日（金）
③自由型
随時
①②は ～ 時、③は園に
直接お問い合わせください。
三原台こども園
０７２ー２９２ー３８１８

10

見直そう命を守る行動を
７月２日（火）南区民生
委員児童委員の研修会が神
戸市の『人と防災未来セン
ター』で行われました。
建物も展示も一新され、
地震発生時の映像は大画面、
大音響の激しいもの。直後
の映像はニュースから各地
の被害状況。
新設の津波体験コーナー。
避難警報で一斉に避難タワー
に向かって、手すりを頼り
に一歩一歩歩きました。
「水深３０㎝」の声で動け
なくなりました。
語り部の体験談は「命さ
えあれば、何もいらない」
心に響く言葉でした。必ず
来るといわれる南海・東南
海地震に備えて、この夏の
防災避難宿泊訓練で、もう
一度命を守る行動を、皆で
考えようと思いました。
【民生・平澤】

【三原台校区福祉委員会】
三原台中学校
野球部の快挙
野球部バンザイ！暑さも吹き飛
ばす ニュ ース
をありがとう。
近畿 大会 は残
念でしたね。

今年は人数が足りないと
の事で、声をかけていただ
き練習にも参加。
試合当日、私はほぼ応援
でしたが、１試合目、２試
合目もフルセットの末勝利
し、決勝戦へ！
惜しくも準優勝でしたが、
市長杯への切符は手に入れ
ました。
【バレーボール・石井】
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【環境美化部】
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思い出の詰まったプールで楽しい一日を
過ごしませんか？
１９７２年開設以来、三原台と共に時を歩
んできた泉ヶ丘プール、４８年間の歴史を振
り返りながら、これからの新しい三原台創り
のキッカケになればという思いを込めたイベ
ントを開催します。
詳しい内容は回覧でご覧ください。
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【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】
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70

９月22日（日）10：00～17：00
イベント参加費無料
雨天中止・小雨決行

令和元年８月号
ホームページアドレス
miharadai-rengou.com

み は ら だ よ り
（１）第358号

（２）

み は ら だ よ り

第358号

ホームページアドレス
miharadai-rengou.com

令和元年８月号
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3日の作業、大看板も上がって一安心

黄昏と共に会場は人の波

22

梅雨空の中、親子の集い
に５組の親子参加がありま
した。
三原台こども園の先生に、
手遊び「グーチョキパー」
ふれあい遊び「せんたくき」
歌に合わせて一人ずつ名前
を呼んでもらって「ハーイ」
とお返事。
紙しばい「いないいない
ばあ」では、手で顔をかく
した動物が、次々に「ばあー」
と出てきてみんな大喜び。
工作の風鈴作りは、紙コッ
プに紐でペットボトルのキャッ
プを中に通して鈴がわり。
紙コップに絵をかき、短冊
にシールを貼って出来上が
り。
最後に紙しばい「ごしご
しごし」でみんな歯みがき
しようね
【陽だまりスタッフ】

まつりの夜
中天に三日月

愛逢の里さんはきれい好き

８月 日（木）
さいとうしのぶさんの
絵本ライブ
夏休み中のお兄ちゃん、
お姉 ち ゃ ん も 一 緒 に 来 て
遊びましょう。

９月 日（木）要申込み
ピザ作りと
お楽しみ試食
12

地域有志の見守り。
地域のみなさんのご協力を
いただき無事に終えること
が出来ました。感謝
【 ふるさとまつり実行委員会】

幼稚園の先生は太鼓の力演
観客も沢山

大きなやぐらも力を合わせて手際よく

ふるさとまつりを振り返って
頼もしい三原台の底力

猛暑の中開催した「みは
らふるさとまつり」。
暑い中７月 日のやぐら
建てに 人、８月３日準備
には 人の方が早朝から作
業をしていただくなど、
「ふるさとまつり」は縁の
下の力持ちさんで成り立っ
ています。
愛逢いの里、ボランティ
アみはら、民生委員、交通
指導員、青少年指導員、防
犯協会、また安心・安全の
ため各自治会の会長、防災・
防犯委員 子
､ ど も育成 部、
59

みはらふるさとまつり
ご支援ありがとうございました

（敬称略順不同）

地域のカレンダー
令和元年９／1～９／30

【自治連合会他】
【教室】
９／４㈬楽笑クラブ
10～12時
▽南区自治連合協議会▽高倉台西▽高倉台▽上 ▽ありま大正琴教室▽英会話クラブ▽公文式三
５㈭元気モリモリ体操 13：30～15時
神谷▽庭代台▽晴美台▽福泉中央▽槇塚台▽御池 原台教室▽吟遊会▽新墨彩画研究会▽誠道志
６㈮モーニング喫茶
9～11時30分
台▽宮山台▽美木多▽若松台▽高蔵寺自治会▽高 館▽園村書道院▽田中珠算教室▽極真空手田
７㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
倉台西校区民生委員児童委員▽御池台校区民生 中道場▽布花教室「彩」▽松本ヨーガ教室▽啓
８㈰校区内清掃 三原公園集合 8時～
委員児童委員会
道館空手道▽YUKOバレエ教室▽三原台３Ｂ
将棋・オセロ教室
９時30分
【単位自治会】
体操教室▽泉北数学教室▽ＥＣＣジュニア
健康スポーツ部会
10時～
▽三原台ＡＣ団地▽三原台府営
三原台教室▽コーラスサタデイ▽空手道正
10㈫みなみ花咲くまちづくり作業９時
【幼稚園・学校】
修会▽泉北太極拳クラブ▽囲碁同好会
11㈬介護相談
10～12時
▽いずみがおか幼稚園▽東大谷高等学校▽東大 【施設】
文化部会
19時～
谷高等学校ＰＴＡ東泉会
▽泉北園百寿荘▽愛逢の里・堺▽ルルポ泉ヶ丘
12㈭陽だまりイベント 10～11時30分
【医院】
▽絆あけぼの▽特別養護老人ホーム槇塚荘▽
ピザ作り・お楽しみ試食
▽伊東皮膚科▽井上クリニック▽いらは歯科▽岡田 特別養護老人ホームゆーとりあ▽グランド
チューブ体操
13：30～15時
歯科▽近畿大学病院▽小池眼科▽しまだ耳鼻咽喉 オーク百寿
13㈮コーラスハモリーナ
10時30分
科▽たなか鍼灸整骨院▽筒井歯科▽土井クリニック 【スポーツクラブ】
14㈯敬老大会
10～12時
▽中野医院▽能田胃腸科・外科▽はなまる耳鼻咽 ▽三高ソフトボール連盟▽泉北ニュータウン野球
みはらだより発行
喉科▽三原台動物病院▽みはらだい歯科クリニッ 連盟
校区自治連合定例会 19時30分～
【各種団体】
ク▽笑福整骨院
17㈫３Ｂ体操のりのり体操 ９時30分
▽公園愛護委員有志▽堺市中国帰国者交流会
【会社・商店】
らくらく体操 10時30分
▽青木松風庵▽泉ヶ丘メモリアルホール▽大阪トヨタ ▽白百合会▽ボランティア「こぶし」▽ボランティ
18㈬いきいきサロン
10～12時
ア「みはら」▽民生委員児童委員会▽ハモリー
自動車㈱▽大仲商事㈱リースキン泉北▽沖上スポー
ふらっとぷらっと
ナみはら▽三原台小学校校庭開放運営委員
ツ▽キリン薬局三原台店▽ケイ・エイチ工業㈱▽
20㈮モーニング喫茶
９～11時30分
会▽三原台中学校校庭開放運営委員会▽南
㈱堺工務店▽サンプラザ三原台店▽㈱シマノ▽ス
青少年夜間パトロール
20時～
ポーツサクライ▽㈱誠千▽泉北高倉台郵便局▽泉北 堺防犯協会三原台支部▽三原台府営美化部
22㈰ありがとう泉ヶ丘プール10～17時
三原台郵便局▽高倉台理容美容泉ヶ丘▽大一商事 有志
24㈫みなみ花咲くまちづくり作業９時
▽校区自治連合役員有志
㈱▽中華料理大珉軒▽津田電器▽㈲長田商店▽南
26㈭チューブ体操
13：30～15時
【個人・校区外】
28㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
海リフォームプラザ▽日産大阪販売(株)▽㈱阪南ビジ
▽井上正治▽大塚寛久▽長野聖▽ 走井秀子
運転者講習会
ネスマシン▽晴美電器商会▽三杉屋ジョイパーク泉ヶ
▽芦田三雄▽土井生資▽松尾裕司▽岡本康
泉ヶ丘センタービル
10時～
丘店▽ヴィックスカンパニー▽ハーベストの丘▽三 成▽山本浩史▽早川泰史
防犯部会
18時30分～
原台第1期工事協力会
【校区内個人】
防災部会
19時～
【組合・商店街】
▽大橋勇▽岡野ミヨ子▽小澤健▽釜谷登代
29㈰青パト講習会
▽三原台近隣センター駐車場管理組合▽三原台商 子▽久保泰男▽柴田正光▽沼田康子▽野口
三原台地域会館
10時～1時間
店街・十一会
須美子▽三好岑子▽安友昭子▽山川正法

