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煙は怖いねぇ 何にも見えないよ

者は６班に分かれ、班毎に
協力して備蓄倉庫からブルー
シートを持ち出し、場所作
りなどを体験した。
ＡＥＤの実演は、落ち着
いてやれば人助けが出来る
かも、という女性。水消火
器体験では大声で「火事で
す！」と云う事を。子ども
たちが毛布と竹ざおで作っ
た簡易担架に キロの男性
が乗れた事。 起震車での
地震体験者は、「ゆらゆら
ドン！と来たら何にも出来
ないね」と。煙トンネル体
験では、訓練と分かってい
ても先の見えない怖さを語っ
ていた。
車いす参加の人から、ト
イレ（体育館裏）が使用で
きなかった事、簡易トイレ
も狭くて利用できないこと
などをお聞きした。

ルルポ泉ヶ丘と愛逢いの
里・堺職員の指導で、車椅
子体験や目隠し歩行体験な
ど、日頃体験する機会の少
ない事を身をもって体験。
今回は堺市水道局の協力
で給水車体験と非常時の水
パック作りの実演＝写真。
消防自動車の展示・簡易
トイレの組み立てや、災害
マンホールの仕組み、備蓄
倉庫の開示など。
訓練は経験の先取りとい
われている。今回の訓練で
の体験が、今後起こりうる
か もしれ ない南海 東
･ 南海
地震に少しでも役に立てば
と思っている。
訓練開催にあたり、各方
面の方々、地域の皆様のご
協力をいただきありがとう
ございました。無事終えま
した事を感謝申し上げます。
【防災部・山下】

第 回南区ふれあいまつ
りが、今年も 月 日（日）
～ 時まで西原公園で開
催されます。
三原台校区からはおなじ
み名物「ふれあい餅」を出
店します。各校区も趣向を
凝らして出店しています。
抽選券付きプログラムを
各戸配布いたします ＝写真
「ふれあい餅」はお昼には
完売しますからお早目にお
越し下さい。
【三原台自治連合会】
10

70

◎ 開催日
月 ・ 日（土・日） ～ 時
◎ 場 所 三原台地域会館
只今作品を募集しています。絵画、書道、工芸 陶芸
写真、手芸など皆様の作品の発表の場にしていただけ
ればと思います。ご出展をお待ちしています。
◎ 申込み締め切り
月 日（木）
詳しくは地域会館までお問合わせ下さい。
申込用紙は地域会館にあります。 【文化部・藤原】
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住み慣れた地域で安心して
暮らせるよう、地域の民間
社会福祉事業に有効に活用
し、地域福
祉の向上を
目指してい
ます。
ご協力よ
ろしくお願
いします。
個人募金も
地域会館で受け付けていま
す。
【三原台募金委員】

31

【この機関誌は毎月１回全戸配布】 ４０００部発行しています

秋の訪れとともに「赤い
羽根」共同募金が始まりま
した。
共同募金は社会福祉の充
実を目的に募金運動を展開
し、高齢者、障がい者、児
童をはじめすべての人が、

赤い羽根共同募金

ささえあう たすけあう
そんな心を伝えます。

くお願いいたします。
【広報部】
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いつも素 晴らし い演 奏を
聞かせてくれる三原台中学
吹奏楽部は、９月 日、舞
洲アリーナで行われたマー
チング関西大会で再度、金
賞に輝き、関西地区代表と
して、さいたまアリーナで
開催される全国大会に出場
する事になりました。
おめでとうございます。
昨年は地域の皆様にご支
援をお願いし、多額のご厚
志を頂戴いたしました。
今回も支えてあげられる
といいと思います。よろし

10
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訓練は経験の先取り
日頃の心構えを大切に
月 日 （月 祝
･）三原台
小学校に給水車、はしご車、
消防自動車、救急車、起震
車が勢ぞろい、校区防災避
難訓練を行った。
当日は初秋とはいえ晴天
で暑い中、単位自治会で一
次避難所に集合、人数確認
後小学校へ参集、本部への
名簿提出、２５８人の参加
9

校区自主防災訓練
ご協力参加者表
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1㍑入りのパックが次々と出来る
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残暑で蒸し暑い日、８組
の親子が遊びに来てくれま
した。
泉丘幼稚園の先生に風船
を使って、いろんな遊びを
教えていただきました。
ふくらませた風船の口を
つまんで、少しずつ空気を
抜いて音を出したり、口を
くくってボールのように遊
びます。みんなで風船を集
めて飛ばしたりして遊んだ
あとは、ゴムをつけてヨー
ヨーのようにしてお土産で
す。【陽だまり・廣瀬】
次回の予定
・ 月 日（水）開放日
・ 月 日（木）
未就園児の集い
いづれも ～ 時 分
11 10

11
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９月 日の開放日は、ベ
ビーダンスの先生に来てい
ただいて、プチレッスンを
しました。

地域で暮らせる
安心確保！

月６日特別養護老人ホー
ム「槇塚荘」より、三原台
在住の方との交流会を企画
して下さり、 人が参加し
ました。
広々とした明るい施設で、
若い介護士さん達の寸劇や、
指を使った頭の体操などで
楽しいひとときでした。
昼食は栄養士さんの心の
こもったお料理に心は軽く
お腹は一杯＝写真。

車で 分ほどの施設に、
年を重ねる不安は解消、頼
りにしています。
槇塚荘の皆様ありがとう
ございました。【和田ユミ】

10

地域のカレンダー
10／15～11／14
まずは抱っこひもを使っ
て赤ちゃんを抱っこし、抱っ
こひもの調節から。先生に
コツを聞いて調節するとす
ごく楽になったとの声があ
りました。
赤ちゃんの抱っこが出来
たところで、音楽に合わせ
てステップの練習。ダンス
の動きは、赤ちゃんが子宮
にいたときの動きに似てい
るということで、すやすや
寝てしまう赤ちゃんも。
ステップがある程度出来
たところで、最後に「犬の
おまわりさん」の曲に合わ
せてダンスをして、レッス
ンが終わりました。
小さい子どもがいて、な
かなか自分の時間が持てな
いお母さんも、リフレッシュ
できたのではないかなと思
います。
陽だまりでは小さい子ど
もがいるお母さんの情報交
換や友達作りに利用してい
ただけたらと思います。
【陽だまり・西】

10

校区敬老大会

いね」「おいしいね」と、
よろこびの声が飛び交って
いました。
いよいよ渡辺洋子さんの
登場。素敵な歌声に乗せて、
季節や心を感じ楽しませて
いただきました。懐かしい
歌もみんなで大合唱、笑顔
いっぱいの敬老大会でした。
次は 月７日「健康の集
い」でお会いしましょう
【ボランティア・浅野】

も ４ 位 。「 三 原 台 は 強 い 」
の称賛を浴びました。
次回は１・２フィニッシュ
が で き るよ う 練 習 に 励 ん で
います。 月 日の市民フェ
ス テ ィ バル で も 、 市 内 の 精
鋭チームと対戦の予定です。
第１・３日曜日 時から
小 学 校 体育 館 で 練 習 を し て
い ま す 。ド キ ド キ ハ ラ ハ ラ
のゲームを楽しみましょう。
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10／15㈫手話サークル
９:30～11時
16㈬いきいきサロン
10～12時
17㈭チューブ体操
13：30～
18㈮モーニング喫茶
９～12時
手話サークル
９:30～11時
青少年指導夜間パトロール20時～
19㈯大人の開放日おしゃべり９～12時
20㈰子ども会定例会
16時～
体育大会準備（賞品包装）
22㈫手話サークル
９:30～11時
民生委員会
19：30～
23㈬陽だまり開放日
10～11：30
24㈭チューブ体操
13：30～時
25㈮モーニング喫茶
９～12
26㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
体育大会準備
13時～
防犯部会
19：30～
27㈰校区体育大会
９～15時
三原台小学校校庭
28㈪子育てフォーラム
９～12時
三原台中学校体育館
29㈫手話サークル
９:30～11時
11／１㈮モーニング喫茶
９～12時
２㈯大人の開放日おしゃべり９～12時
防災部会
19時～
５㈫手話サークル
９:30～11時
７㈭チューブ体操
13：30～
８㈮コーラス
10：30～１時間
９㈯ボランティア会議
10時～
大人の開放日カラオケ ９～12時
みはらだより発行
校区自治連合定例会
19：30～
10㈰南区ふれあいまつり 10～15時まで
西原公園（南区役所横）
12㈫手話サークル
９:30～11時
13㈬介護相談
10～12時
胃がん検診
14㈭陽だまり
10～11：30
チューブ体操
13：30～
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百歳も珍しくない長寿社会に
万 歳！
十六夜の月が地上を明る
く照らした翌日、地域会館
に１２６人の高齢者の方を
お迎えして、校区敬老大会
が開催した。
南区長が堺には１００歳
以上の高齢者が 人、最長
寿者は１０５歳と話され皆
様のご健康を祝福されまし
た。ちなみに１０５歳とい
うと、明治・大正・昭和・
平成と４つの時代を生きて
こられた大先輩、すごいで
すね。
保健師さんからは結核が
はやっていて、大阪はワー
ストワンであると。咳、微
熱などが長引けば注意して
ください。
泉丘幼稚園園児の「けん
玉」「歌・秋が来た他」は
真剣に取組む姿、のびのび
と歌う姿がとても可愛く、
元気の源となりました。クッ
キーと赤べこのストラップ
がプレゼントされ「うれし
27

９月 日栂文化会館で行
われた、第２回南区ディス
コン交流会。
運と技が必要なゲームで
すが、チームワークの良さ
も手伝って、またまた余裕
の大金星。全勝で優勝した
Ａチーム、Ｂチームも３勝
１敗ながら１点差で惜しく
14
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