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三校区合同 ウォークラリー

出場者募集

45

小学生
５・６年女子 森 菜那花
男子 木寺 輝
中学生 女子 七里 綾音
男子 森田 等
一般
女子 坂口 圭子
男子 住岡 保則
準選手
小学生
５・６年女子 戸水 真帆
男子 田中 友弥
中学生 男子 瀬口 勇気
マラソン出場者
山口 透
山口 芳恵
大橋 友香子
南交流駅伝は南区役所の
西原公園で開催されます。
応援に来てください。
日 時 ２月７日（日）
開会式
９時
駅伝スタート
時
マラソンスタート 時

出場予定者

Ｅ・Ｋ・Ｉ・Ｄ・Ｅ・Ｎ
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体験してみよう！私たちに出来る事！

・日
時 平成 年２月 日（日）
・受
付 午前８時
８時 分スタート
・場
所 三原台中学校スタート・ゴール
・内
容 途中のチェックポイントでクイズ・ゲーム
をしながらゴールまで歩く。
設定時間にどれだけ近いか、クイズ・ゲー
ムの得点を加えて上位者を表彰。
・参加資格 三原台中学校区に居住する人を含めた
「２～５人までのグループ」。
ただし小学３年生以下は大人を含むこと。
・申し込み ２月４日（木）必着。
用紙（会館にあり）に記入し、 小中学生は
各学校、地域の方は地域会館
三原台中学校区青少年健全育成協議会

主催

のも日ごろからの地域の方々
のご支援、ご理解のおかげ
です。
これからもこの経験を生
かし、頑張っていきたいと
思います。
たくさんの温かい応援あ
りがとうございました。
【吹奏楽部部長 吉村柚香】

銀賞に輝いたマーチングバンド

訓練内容
近年は日本各地で大災害
炊き出し訓練見学
が発生しており、近畿地区
簡易担架組み立て見学
においても、東南海地震の
防災クイズ
発生が懸念されております。
ツナ缶ろうそく
当校区の取り組みとして、
ペットボトルろ過器
小学校４年生以上の児童を
ペットボトル食器作り
対象に、避難所生活や被災
紙パックスプーン
者の救出・救護の知識を少
ラップ皿でカレーを試食
しでも知っていただきたく、
（アレルギーのある児童は
防災意識向上を目的とした
ご注意下さい。）
防災訓練を実施いたします。
申込み
三原台小学校で用紙を配
日 時 平成 年 月 日（日）
付 し ます の で 小
時～約３時間程度
､ 学校で申
し込んで下さい。
場 所 三原台地域会館
【防災部】
対象者 ４年生以上
（保護者同伴可）
地域の皆様に感謝
28

地域会館の門松

10

毎年、会館に門松が飾ら
れます。ボランティアこぶ
しの皆さんが、大きな竹と
松、南天や葉牡丹を調達し、
半日がかりで作って下さっ
ています。
青竹の切口の潔さ、若松
の伸びやかさ、春を迎える
気持ちがたかまります。
ボランティアこぶしの皆
さんありがとうございます。

私たち三原台中学校吹奏
楽部は、関西代表として
月 日（土）さいたまスー
パーアリーナで行われた第
回マーチングバンド全国
大会に出場しました。
今年はミュージカル「屋
根の上のバイオリン弾き」
の音楽で演奏・演技しまし
た。
本番では今までの練習と
仲間を信じて自分たちのマー
チングをし、力を出し切る
ことができました。
お寄せいただいたお祝金、
カンパも練習の費用や楽器
のメンテナンスの費用に使
わせていただきました。
おかげさまで十分な準備
をして、大会に臨むことが
できました。
このような経験ができた

11 10
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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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三原台校区自治連合会
会長 岸 本 啓 司
丘プールの移転は、原山台に
決まっていますが、いつまで
使用できるのか定かではあり
ません。
「勤労者体育館」も同様であ
ります。これら全てにおいて
工事が伴う問題であり、イン
フラ整備、騒音、工事車両の
出入り、砂塵など住民に多大
なる影響を及ぼすことが明白
であります。
今後は一つ一つ真摯に話し
合い、是々非々で諸問題に取
り組んでいきたいと思います
ので、本年も校区内活動にお
いても、皆様方のより一層の
ご協力・ご理解をお願い申し
上げます。
最後に住民の皆様にとりま
して、今年が飛躍の一年とな
りますことを祈念申し上げ、
新春のご挨拶といたします。

19

謹 賀 新 年
新年明けましておめでとう
ございます。
校区住民の皆様にはご健勝
で新年を迎えられたこととお
慶び申し上げます。
日頃は自治会活動にご協力、
ご理解を賜り厚くお礼申し上
げます。
昨年を振り返れば「府営の
建替え」「近大病院に伴う諸
問題」「プール移転」「勤労
者体育館問題」など、大きな
問題が校区を取り巻く環境で
あったと感じます。
「府営」については、本年か
ら住民皆様方の引越しが本格
的に始まり、建設工事に向け
て動き出します。
近大病院はまだ設計図を作
成中とのことで具体的な構想
が明示されていないのが実情
であります。それに伴う泉ヶ
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如月
ボウリング大会

「如月ボウリング大会」を
開催します。皆様のパワー
でピンと寒さをぶっ飛ばし
地域交流の輪を広げましょ
う。
日 時 平成 年２月 日（祝）
時～ 時 分
３ゲーム
場 所 ラウンドワン泉北店
現地集合
２，０００円
会 費

多数のご参加ありがとうございました。
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30 11

歳末特別警戒
パトロール

夜回りの後くつろぐ子どもたち

住民が守る町
三原台
押し詰まった 月 ・
日、歳末特別警戒パトロー
ルに、延べ５６２人の方が
参加してくださいました。
新記録です。皆様の防犯
意識の高さをつくづく感じ
ました。
子どもたちの参加もたく
さんあり、夜回りの後、お
菓子をもらって、豚汁もお
替りして、大人の仲間入り
でした。 【防犯統括部】

校区内清掃ご報告12／13
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あけましておめでとうございます
本年もご愛読頂き､ご批評、ご意見よろしく
お願い申し上げます。
【広報部一同】

靴なし ２，３７０円
募集人数
人
申込み 会費を添えて
地域会館へ
締め切り ２月４日（木）
全員にハンディがあり
表彰もあります。
【三原台球友クラブ】

1／ 15㈮モーニング喫茶
９～12時
16㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
20㈬いきいきサロン
10～12時
21㈭チューブ体操
13：30～
22㈮モーニング喫茶
９～12時
23㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
防災部
18時～
防犯部
19時～
27㈬陽だまり開放日
10～11時30分
28㈭チューブ体操
13：30～
29㈮モーニング喫茶
９～12時
30㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
２／３㈬楽笑クラブ
10～12時
５㈮モーニング喫茶
９～12時
６㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
７㈰Ｅ・Ｋ・Ｉ・Ｄ・Ｅ・Ｎ
西原公園
子ども会定例会
10時～
10㈬介護相談
10～12時
12㈮コーラスハモリーナ
10：30～
13㈯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～
14㈰３校区合同ウォークラリー
三原台中学校
８～12時
12

三原台校区からも将棋の部
５人、オセロの部５人が出
場。成績は
・オセロ個人戦
優 勝 森本一翔
〃
井坂直人
〃
栗谷菜摘
準優勝 寺井唯人
・将棋の部
準優勝 佐々木幸大
〃
品川琥太郎
・オセロ団体戦
オセロＡ準優勝
・将棋団体戦
第４位
以上の結果で見事１月
日（日）中央将棋・オセロ
大会に出場します。
【子ども会・小松】

12

11 27
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地域のカレンダー
28年１／15～２／14
28

17

月とは思えない暖かさ
の中、クリスマス会が行わ
れました。
クリスマスオーナメント
やリース製作の後、手遊び
や絵本の読み聞かせを、い
ずみがおか園の先生にして
いただきました。
毎年恒例のハンドベル演
奏、お母さんたちにも参加
してもらい、演奏の間は子
どもたちもじっと聴いてい
ました。
待ちに待ったサンタさん、
登場にびっくりして泣く子
もいましたが、プレゼント
をもらい、記念撮影をし、
最後は笑顔で見送りました。
【陽だまり・廣瀬】
・次回の予定
１月 日（水）開放日
月 日は祝日のためお休
みです
2

料 理教室

の人たちがみせてくれたジャ
グリングもすごかったです。
すべてがじょうずだったの
で、友達と「あの人達ピエ
ロやってそうやなぁ！」と
話していました。本当にピ
エロをやってそうなくらい
じょうずで、私もおてだま
みたいなのを後でやったけ
ど、すごくむずかしくて、
ジェンガの人達はすごいな
とやってみてあらためて思
いました。私はボールを２
個までしかできなかったけ
ど、ジェンガの人は４個５
個でしていたのですごかっ
たです。
ジャンケン大会では私は
すぐに負けてしまったけど、
みんなでわいわいできて楽
しかったです。
すごく楽しかったので、
これからも三原台でこうゆ
う楽しめるイベントをして
ほしいなと思いました。
【ヤング子ども会
中川 恋】

将 棋 ・ オ セ ロ
堺市子ども会将棋・オセ
ロ大会が 月 日（日）南
区役所に於いて将棋６校区、
オセロ 校区参加で行われ、
12

今年の料理教室は、グラ
タンとお肉をコーラでにた
ものと、デザートでした。
火にかけている間にデザー
ト作りをしました。ケーキ
のスポンジをかっぷの形に
あわせたり、工夫して作り
ました。
毎年来ていた料理教室は、
今年で最後だったので、楽
しめてよかったです。おい
しかったです。
【パークシティ
６年松井好実】

23

ク リ ス マ ス 会
月 日（水・祝）に行
われたクリスマス会では、
いろいろと楽しめました。
三原台中学校吹奏楽の演
奏はすごくきれいで、とも
だちとしんけんに聞いてい
ました。聞いていて、やっ
ぱり全国大会にいったから
さすがだなぁと思いました。
大阪府立大学のジェンガ
12
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４つのお手玉を操る大学生

