新成人・田中真美
私は三原台に生まれた頃か
らいて、たくさんのお友達
と出会い、楽しい学校生活
を送って来ました。その中
でたくさんの大人の方に支
えられ、助けられました。
地域の方々に迷惑を掛け
てきたこともあったのに、
お祝いをしてもらいとても
うれしかったです。
手作りのお料理や、優し
い地域の方に囲まれて楽し
い時間を過ごし、小学校の
恩師にもお会いして懐かし
く語り合う事も出来ました。
ビンゴゲームで盛り上がっ
たり、久し振りのお友達に
も、成人式会場では会えな

厚生労働大臣 表彰
民生委員児童委員長
記念品が授与されました。
おめでとうございます。
今後とも健康にご留意の上、
社会福祉の充実を目指し、
なお一層のご活躍を期待し
ております。
【校区自治連合会長・岸本】

増原セチ子氏

全国社会福祉大会が 月
日（金）日比谷公会堂で
開催され、その席上で多年
にわたり、民生委員児童委
員として、社会福祉の増進
に貢献した増原セチ子氏に
厚生労働大臣より功労賞と

未来を担う
子ども防災士誕生

地域会館に入ったとたん、
美味しそうなカレーのにお
い…。午後１時、会館前に
ある「絆・あけぼの」の見
学から始まった小学生対象
の防災訓練。車いすのまま
階段が上がれる装置や、食
品を貯蔵する大きな冷凍・
冷蔵庫など、障がい者避難

所としての施設を備えてい
ると話されました。
オイルツナ缶で作るラン
プ、ペットボトルで作る食
器、ペットボトルに小石や
砂、炭を詰めて作る泥水ろ
過装置など、興味津津の訓
練でした。数々の体験をし
て子ども防災士の誕生です。
最後はカレーの試食、大
きな羽釜で炊いたご飯はお
いしそうなお焦げがたっぷ
り。５キロのご飯と 人分
のカレーは、お代わり自由
で見る間になくなりました。
【防災部・山下】

防災教室では，ペットボ
トルに砂や炭、綿などをつ
めて作る泥水の濾過の仕方
や，福祉避難所の説明、ツ
ナ缶から作るろうそくなど，
地域の方々がおもしろく教
えてくれました。防災につ
いて色々と学べてよかった
です。
僕は中学生なので，災害
が発生したら、たくさんの
人を助けたいと思います。
【三原台中１年
高橋悠希】
※高橋悠希君は妹と弟の３
人で参加してくれました。
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法務大臣感謝状

久保泰男氏保護司退任
【校区自治連合会長・岸本】
久保氏談「保護司として
少しでもお役にたてる境遇
に恵まれ、諸先輩、関係諸
氏のご指導、ご鞭撻により
多くを学び、大過なく終え
る事が出来、ありがたく幸
せを感じています。今後は
当校区在住の保護司として
前川佳子氏、幡田二郎氏、
宇都宮敏子氏のますますの
ご活躍をお祈りいたします」

走＝写真。
今年から西原公園の外に
出てバス通りを走ることに
なり、程よい開放感を感じ
ながら楽しく走る事が出来
ました。
来年こそは優秀な選手を
揃えて、駅伝もマラソンに
も参加できるよう頑張りま
す。
【体育部・住岡】

ツナ缶ランプ点火成功

車いすでも階段らくらく

11

１月 日（金）シェラト
ン都ホテル大阪に於いて、
退任保護司に対する法務大
臣感謝状伝達式が開催され、
この度退任される久保泰男
氏に、法務大臣感謝状と全
国保護司連盟及び大阪府保
護司連合会から記念品が贈
呈されました。
いろいろとご苦労もあっ
たと存じます。長きにわた
りありがとうございました。

56 45

23

三原台新成人お祝いの会

39

21

かった子にも会えて、みん
なの成長した姿に、自分も
この先の人生を責任ある行
動をして、地元を誇りに思
い温かい人になろうと感じ
ました。
来年成人を迎える方にも
このような会があればいい
なと思います。
お祝いをしていただいて
ありがとうございました。

冬日和の２
月１日（日）
南交流駅伝大
会が、西原公
園周辺で行わ
れました。わ
が三原台校区
は選手がそろ
わず、残念な
がらやむなく
棄権。
因みに駅伝１位赤坂台
分 秒、２位御池代 分
秒、３位庭代台 分 秒で
した。
合わせて行われた８㌔マ
ラソンに私が参加。無事完
14 45

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

46

みなみ交流
ＥＫＩＤＥＮ

39

誇りをもって大人の道を
新成人・橋本圭太
１月 日三原台地域会館
に三原台中学校 期卒業の
新成人が集まりました。
懐かしい友達と思い出話
に花を咲かせながら、手作
りのお料理をいただき、ビ
ンゴゲームでは、景品が出
るという事で妙な一体感が
あり、ワイワイ盛り上がり
ました。
また、小学校６年生の時
の先生たちも来て下さって
お祝いの言葉をいただきま
した。「期待、責任などこ
れから君たちにはたくさん
背負っていかなければなら
ないものがある」というお
話が自分の中で一番印象に
残りました。改めて成人と
しての自覚が芽生えました。
このような成人パーティ
を開いていただきありがと
うございます。
この日成人パーティーに
向け道を歩いていたら、僕
が袴を着ているのを見て
「おめでとうございます」
と云って下さった地域の方
がいました。とても素敵だ
なと思いました。この三原
台にうまれてよかった！
12
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て も 楽し い 時 間 を 過 ご す こ
とが出来ました。
大 勢の ご 参 加 と 、 開 催 に
あ た り沢 山 の 方 々 の ご 協 力
を 頂 き、 あ り が と う ご ざ い
ま し た。
【３丁分譲自治会・大潮】

単位自治会新年会

１丁東自治会
１月 日（日）三原台地
域会館に於いて、１丁東自
治会の恒例行事となってい
る「新年懇親会」を開催し
ました。
当日は大人と子ども合わ
せて総勢 人が、テーブル
を囲んで弁当やぜんざい、
お菓子を談笑しながらいた
だき、食事の後には、ビン
ゴゲームやカラオケもあり、
和やかで楽しいひとときを
過ごしました。
また来年の懇親会も、み
んな元気で顔を合せましょ
うと約束し、散会となりま
した。
【１丁東自治会・中西】

の注意とがん検診促進のお
話もありました。
南区役所から依頼の陽だ
まりポスター作りに、親子
一緒にマジックで色を塗り
仕上げました。
張り出されるのが楽しみ
です。【陽だまり・廣瀬】

陽だまりからの
お知らせ

『３Ｂ体操体験』
音楽に合わせて身体を動
かしたり、ダンスをしたり、
遊び感覚で様々な運動が楽
しめる健康体操です。
日時 ３月 日（水）
～ 時 分
場所 三原台地域会館
予約不要 親子参加
動きやすい服装でお越し下
さい。
問い合わせ
三原台地域会館
２９２ー７０１５
30

ドッジボール大会

11 25

６月より順延になってい
たドッジボール大会を開催
します。今年度最後の行事
です。皆さん参加して下さ

いね。
・日時 ３月 日（日）
・
９時～ 時
場所 三原台小学校校庭
・事前に申込みが必要です。
雨天中止
【連合子ども会育成者】

南保健センター
沼田保健師のコラム
11

３丁分譲自治会
寒さが本格的になり底冷
えのする日、 組の親子が
遊びに来てくれました。
おもちゃ遊びの後、いず
みがおか園の先生方の指導
で、ふれあい体操や紙皿で
作ったカスタネットで、お
もちゃのチャ・チャ・チャ
をしました。
保健師さんから動脈硬化

10

地域のカレンダー
２／15～３／14
月号に続いて
塩分を控える食べ方の工夫
１．鮮度の良い食材を使う
とれたての野菜や魚は、素
材そのものでおいしく、旬
のものは栄養もうまみも十
分、薄味でどうぞ。
２．香辛料を利用する
香辛料は味にメリハリがつ
き、素材の味を際立たせま
す。香を楽しんで
３．旨みをいかす
こぶやカツオなどのだし汁
は天然の材料から取りましょ
う。独特な香りや風味が塩
味の代わりに豊かなうまみ
を感じさせてくれます。

穏やかな１月８日（木）
恒例の「初打ちコンペ」を

新春初打ちを
楽しむ

グラウンドゴルフ会

４．酸味を利用する
薄味の料理には酸味がアク
セントとして使えます。酢
のほかにかんきつ類も使い
ましょう。酸味が苦手な人
はだし汁や酒を混ぜて。
５．香味野菜を利用する
生姜、ニンニク、ネギ、シ
ソ、みょうが、パセリなど
は独特な風味で薄味をカバー
します。
６．種実類の利用
ゴマやナッツなどの種実類
の独特な香りと濃厚な旨み
はコクがプラスされて満足
感がアップ。
７．焼き味、焦げ味を利用
料理の仕上げに醤油を鍋肌
に回し入れて材料に絡ませ
ると、風味が増し少量でも
味が濃く感じられます。
以上薄味に慣れて高血圧
の予防に役立てましょう。

日（日）

【環境美化・薮内】

３月

郵便局横集合
雨天の場合

校区内清掃
３月８日（日）
午前８時より

田園公園にて 人参加で楽
しんだ。
終了後地域会館で食事会
と成績発表があり、大いに
盛り上がった。
個人
優勝 飯塚 妙子
２位 針村 明志
３位 林
守
４位 戸知 達子
５位 松本安規夫
団体
１位
針村・戸知・宮本・是枝
２位
飯塚・大森・金尾・三国
３位
林守・加藤・富本

２／15㈰ウォークラリー
８時～
三原台中学校集合
子ども会定例会
15
17㈫手話サークル
９：30～11時
18㈬いきいきサロン
10～12時
12
民生委員会
19：30～
19㈭チューブ体操
13：30～
20㈮モーニング喫茶
９～12時
青少年指導夜間パトロール 20時～
21㈯大人の開放日おしゃべり ９～12時
24㈫手話サークル
９：30～11時
25㈬陽だまり開放日
10～11：30
26㈭チューブ体操
13：30～
27㈮モーニング喫茶
９～12時
28㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
防犯部会
19：30～
３／１㈰子ども会将棋・オセロ
９時～
３㈫手話サークル
９：30～11時
５㈭チューブ体操
13：30～
６㈮モーニング喫茶
９～12時
７㈯大人の開放日おしゃべり ９～12時
防災部会
19時
８㈰校区内清掃郵便局横集合 ８～10時
10㈫手話サークル
９：30～11時
11㈬介護相談
10～12時
12㈭チューブ体操
13：30～
50
13㈮コーラス
10：30～１時間
14㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
ボランティア会議
10～
みはらだより発行
校区自治連合定例会
19：30～

15

金岡瀧子様の日本舞踊

愛逢の里・堺
30,000
ルルポ泉ヶ丘
30,000
槇 塚 荘
20,000
絆・あけぼの
20,000
泉北園百寿荘
20,000
校区福祉委員会 180,000
堺地区募金会
20,627
計
320,627
上記のように分配させていた
だきました。
ありがとうございました。
【校区福祉委員会】

13

皆様方のご理解とご支援をい
ただき厚くお礼を申し上げます

18

１月 日（日）に３丁分
譲の新年会を行いました。
お楽しみタイムには、金
岡瀧子さまの堂々と舞う、
人々を魅了してやまない日
本舞踊。草薙ご夫婦さまに
はオペラ～ＪＰＯＰまで 、
幅広い歌声とサックス演奏
はとても聴き応えがあり素
晴らしいものでした。
お食事タイムには、こぶ
し有志の方々による手作り
料理のバイキング。どれも
本当に美味しく堪能いたし
ました。子供達にはカルボ
ナーラのパスタがとても人
気で、あっという間になく
なりました。
皆様から「美味しい！」
という声が飛び交う中、お
しゃべりも盛り上がり、と

歳末助け合い募金
３２０，６２７円

24

25
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