この度は私たちのために、
成人のお祝いの会を開いて
いただきありがとうござい
ました。
この会で久しく会う友人
と話を交わし、今後に良い
刺激を受けました。これか
らは、社会に貢献できるよ
う、責任を持った大人にな
りたいと思います。

南交流Ｅ・Ｋ・Ｉ・Ｄ・Ｅ・Ｎ

果は残念ながら 位でした。
マラソン出場者は一般、
行政合わせて 人。当校区
の大橋友香子さんは一般女
子３位で表彰を受けました。
山口透・芳恵ご夫妻もなか
よく完走ゴールでした。
おめでとう！
【体育部・住岡】
※南区交流駅伝は毎年開催
されます．校区で走ってお
られる方は是非ご参加お願

三原台の
各種ボランティア
活動紹介

三原台校区ではいろいろ
なボランティアが活躍して
います。
皆さんの大切な時間を少
しだけ「誰かの為に…」。
◎ボランティアみはら
校区の「高齢者ひとり暮
らし食事会」と訪問活動。
第２土曜日定例会 時～約
１時間。
◎ボランティアこぶし
第１・３・４・５週金曜
日「ふれあい喫茶」の手伝
い。高齢者宅のちょっとし
た用事など。
◎花のボランティア
第２・４火曜日の午前中、
バス道沿いの花壇、三原台
センター階段下の花壇の手
入れ。募集中
◎陽だまり
第２木曜「未就園児のつ
どい」第４水曜日「開放日」
のお手伝い。
◎青パト
小学生の登下校時、運転
者と助手２人で三原台校区
を回る。
運転者、助手（運転出来
なくてもよい）募集中
◎見守り隊（ウォーキング
パトロール） 小学生の登
下校時、安全・安心の為。
◎青少年指導防犯パトロール
第３金曜日夜８時～校区
を回る。
ボランティアは何時でも
受け付けています。
お問い合わせ、お申し込
みは三原台地域会館まで
０７２ー２９２ー７０１５

10

たすきがつなぐ世代の絆
立春もすぎた２月７日
（日）ちらちら小雪が降る
中、南交流Ｅ・Ｋ・Ｉ・Ｄ・
Ｅ・Ｎが西原公園スタート・

17

ゴールで開催され、 校区
１０２人の選手がたすきを
つないだ駅伝。
小学生から中学生へ一般
人へとたすきは順位を上げ
たり落としたり。
三原台校区第２走者の木
寺君は 秒遅れで受けたた
すきを、前を走っている選
手に追いつき追い抜いて、
位から４位で次の走者に。
木寺君は何人も抜いて気
持ちがよかったそうです。
１秒差で惜しくも区間賞を
逃しましたが、来年に期待
しましょう。
ちなみに三原台校区の結
17

みみちゃんに迎えられて３位ゴール

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

運転者講習会のご案内

３校区合同新成人お祝いの会

日本の先を見据えて大人の道を
気持ちよく晴れあがった
１月 日、３校区合同「新
成人お祝いの会」が地域会
館で行われた。
人の新成人が小中学校
時代の恩師から祝福を受け、
青少年指導委員の心のこもっ
た料理に舌鼓を打ち、ビン
ゴを楽しみ大人への一歩を
踏み出した。
【青少年指導・村田】

新成人・肱元かりん

１区から２区へたすきがつながった

新成人・初鹿野里菜

新成人・脇田健史

17

17

42

４月６日～15日まで実施される「春の全国交通安全運
動」の一環として運転者講習会が三原台小学校で開催さ
れます。高齢者や子ども、自転車に関係した事故が増え
ています。運転者に限らずどなたでもご参加ください。
多数の受講をお待ちしています。
日 時 ３月８日（火）19～20時
場 所 三原台小学校
【交通指導部】

11

先日はお忙しい中、私た
ち新成人のために、お祝い
の会を開いていただきあり

三原台の選手と役員

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 170,000
堺地区募金会
10,617
計
300,617
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】

がとうございました。
久しぶりに会った同級生、
先生方と楽しい時間が過ご
せました。
これから大人として自覚
を持ち、責任ある行動をと
るよう精進いたします。ま
だまだ未熟な私たちですが、
今後ともご指導よろしくお
願いいたします。
皆様方のご理解とご支援を
いただき厚くお礼申し上げます

87

三原台中学校区新成人お
祝いの会を開いていただき
ありがとうございました。
成人と呼ばれ、面映ゆい気
持ちであります。
しかし我々新成人をはぐ
くんでいただいた泉北ニュー
タウンはもとより、少子高
齢化が進む日本は、成人式
を迎えさせていただいた、
三原台新成人がしっかりと
支え、発展させるつもりで、
大人として頑張りたいと思
います。
ご期待いただくとともに
引き続きご指導の程、よろ
しくお願い申し上げます。

歳末助け合い募金
３００，６１７円
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ピンと冷たい空気の張り
つめる中、 組の親子が集
まってくれました。
三原台こども園の先生が
遊びに来てくれて、「はら
ぺこあおむし」のお話の次
は、なんとみんなの大好き
なアンパンマンが登場！ア
ンパンマンと一緒に体操を
したり、ボール遊びで楽し
く過ごしました。
アンパンマンがフラフープ

単位自治会活動・３丁分譲新年会

た。
開催にあたり、多くのご
協力を頂き有難うございま
した。役員一同厚くお礼を
申し上げます。
【３丁分譲自治会・富本】

12

和やかに新年を寿ぐ
月 日（日）３丁分譲
自治会の新年会が地域会館
で開催されました。寒さ厳
しい中、百人を超えるご参
加をいただき、親睦を深め
ることができました。
ありま大正琴教室の皆様
による美しい大正琴の調べ
に始まり、男声カルテット
リンクスのハーモニー、そ
して幕間の楽しいクイズ。
続くお食事会では、豪華
なお弁当に、ボランティア
こぶし有志の方が準備して
くださった温かい豚汁、お
いしいコーヒーをいただき、
心も体も温かく、幸せな時
間を共有することができま
した。ビンゴ大会も大いに
盛り上がり、大盛況のもと
に終了することができまし
敗退になりました。将棋・
オセロ教室で一生懸命勉強
して次はいい結果になるよ
うがんばりましょう
【子ども会・小松】

こぶし会
グラウンドゴルフ
初打ち
新年初打ち会が１月７日
人の参加で賑やかに開催。
当日の成績
優勝 松本 安規夫
２位 中尾 トネコ
３位 平澤 公子
４位 並川 時子
５位 田畑 文雄
昨年は雨が多く実施日が
減少、今年は晴れ男、晴れ
女になって楽しくプレーを
しましょう

如月
ボウリング大会

ストライクの歓声と、ピ
ンの横をすり抜けるボール
のため息が同じなのも、ボ
ウリングのおもしろいとこ
ろ。来年もがんばろう
成 績
優 勝 柿内善継
２ 位 吉田 正
３ 位 林 良彦
ボウリング部では毎水曜
日ラウンドワンで練習をし
ています。
年齢も地域も問いません
力もいりません。ボールは
転がせば勝手にピンのとこ
ろへ行きます。練習をすれ
ば必ず行きます。
部員募集中です。
２９１ ６９９９渡邉まで

犬から

飼い主様にお願い

犬でも恥ずかしいからちゃ
んと拾って持って帰って下
さい

校区内清掃
３月 日（日）
午前８時より

３月

日（日）

郵便局横集合
雨天の場合

13

51

紅梅が美しく咲きそろっ
た２月 日建国記念日に、
三原台球友クラブ如月ボウ
リング大会を開催しました。
女性４人、男性 人が仲
良く真剣にひたすらピンを
倒すことに専念し、真っ直
ぐ投げる人、きれいな曲線
を描いてピンを倒す人さま
ざま。
13

６年生お別れ会

10

春にはねんねの赤ちゃ
んが多かったのに、今はお
座り、はいはい、よちよち。
子供の成長って本当に早い
ですね。
保健師さんからはこれか
ら流行る「ノロウイルス」
についてのお話をしていた
だきました。
【陽だまり・佐村木】
次回の予定
２月 日（水） ～ 時
美アップ講座（要予約）
３月 日（木）
未就園児親子の集い
～ 時
12

地域のカレンダー
２／15～３／14
11

ドッジボール大会
日 時 ３月 日（土）
９～ 時
場 所 三原台小学校校庭

１月 日（日）南区の大
会で優勝、準優勝の三原台っ
子 人が出場＝写真。
みんながんばったけど初戦

中央大会出場

将棋・オセロ

12

２／17㈬いきいきサロン
10～12時
18㈭チューブ体操
13：30～
19㈮モーニング喫茶
９～12時
20㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
24㈬「親子で楽しもう美アップ講座」
三原台地域会館
10：30～12時
25㈭チューブ体操
13：30～
26㈮モーニング喫茶
９～12時
27㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
28㈰子ども防災訓練
地域会館
10～13時
３／２㈬楽笑クラブ
10～12時
４㈮モーニング喫茶
９～12時
５㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
防災部会
19時
９㈬介護相談
10～12時
10㈭陽だまり
10～11時30分
チューブ体操
13：30～
11㈮コーラスハモリーナ
10：30～
12㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
子ども会ドッジボール大会
三原台小学校校庭
９時～
ボランティアみはら定例会10時 ～
みはらだより発行
校区自治連合会定例会 19：30～
13㈰校区内清掃 郵便局横 ８～９時

【環境美化・薮内】
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