「ふるさとまつり」安全
対策の一環としてバイク置
き場については、いずみが
おか幼稚園の駐車場をお借
りすることができました。
自転車置き場は、児童門横
になりますので、それ以外
のところに止め無いように
お願いいたします。
【まつり実行委員長・森】
昨年は皆様に多額のご寄
付をいただきありがとうご
ざいました。今年も校区の
皆様にまつりの賛助金とし
て、ご寄付をお願いいたし
たく思っております。まつ
りの賛助金を地域会館また
は、まつり当日、本部受付
までお届けいただきますよ
うお願い申し上げます。
【自治連合会長・岸本啓司】
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ちょぴり悲しいクマモンです
した。
堺市では被害の大きさを
考えて、募金
の期間を平成
年３月末ま
で延長するこ
とになりまし
た。いま一層
のご愛念をお
願いいたします。募金箱は
地域会館に設置しています。
よろしくお願いいたします。
【自治連合会長・岸本】

よろしくお願いします。
熊本大震災からはや３か
月。まだまだ復興につなが
らない日々を送っ
ておられる方がた
くさんいらっしゃ
います。
５月号で皆様に
震災募金をお願い
いたしましたとこ
ろ、 万３９６４円のご厚
志が集まりました。ありが
とうございます。６月 日
南区役所に届けてまいりま

リサイクル
資源募金

30

校区の皆様からのリサイ
クル資源募金は、地球環境
や資源の保全、地域福祉お
よび病気や事件事故に巻き
込まれた子供たちを支援す
るための大きな力となって
います。
ペットボトル、ペットボ
トルキャップ、アルミ缶
（プルタブを含む）、植物
性廃食油などのリサイクル
にこれからもご協力くださ
い。
リサイクル募金累計額

２５，７４２円

みはら文化祭イベント・展示作品募集

スリッパかサンダル（人数
分）をまとめて、枕元から
手の届くところに置いてお
きましょう。
非常持ち出
し袋には、タ
オル、ポリ袋、
ウエットティッ
シュ、軍手、油性マジック、
乾電池など生活用品。
飲料水、乾パンやビスケッ
ト、レトルト食品、箸とス
プー ン 、 紙皿
や紙 コ ッ プな
ど非常食品。
常 備 薬 、傷
薬や 消 毒 薬、
絆創膏など救急用品。
現金（小銭）権利書、有
価証券、印鑑など貴重品。
ベビー用品として粉ミル
ク、紙おむつ、離乳食品、
ガーゼなど。袋を持って走
れる重さにしましょう。次
回は非常備蓄品の話です。
【防災部】

今年度の「みはら文化祭」は、昨年度以上の趣向を凝ら
してイベントと作品展示を日替わり開催致します。
展示作品については幅広い年代からの参加をお待ちして
おります。イベントも様々なジャンルでの参加をよろしく
お願い致します。
詳しくは「みはらだより６月号」をご覧ください。
申込用紙は地域会館にあります。三原台自治連合会のホー
ムページからも文化祭申込書が印刷できます。
詳しくは地域会館にお問い合わせください。
三原台地域会館 ２９２―７０１５ 【文化部 富永】

ソフトボール大会

６月 日予定していまし
たソフトボール大会は、前
日からの雨で、やむを得ず
中止になりました。
今年こそは優勝をと練習
に励んでこられた チーム
の皆様、次回を楽しみにし
ています。
【体育部】

防災シリーズ②

熊本大震災は夜間に起こ
りました。停電で真っ暗な
中家具や建具が倒れ
ガラスが割れ、
家 の中 で も 大 変
危険です。
外に出る際の防災セット
は、懐 中電 灯、
ローソ ク、 ライ
ター、 携帯 ラジ
オ、笛 、靴 下、

運転者講習会のご案内

８月 日（日 ）９時 分受 付 時より 泉ヶ丘 センタ ー
ビル３階大集会室にて行われます。【交通指導部・是枝】

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

10

青色パトロール
講習会のお知らせ

方が減少しています。
校区の安心安全、子ども
たちの見守りなどの取り組
みにご理解をいただき、ぜ
ひこの機会に受講、校区内
を青パトで巡回して自分の
町を知ってください。
青パトは２人か３人で回
ります。運転しなくてもい
いのですが、同乗するには
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。
日時 ９月 日（木・祝）
午後８時から１時間
場所 三原台地域会館
※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。南堺警察署より
生活安全課の方が、青パト
に関する説明をしてくださ
います【防犯統括青パト班】

.

30

10

約２年に一度青パト講習
会を実施していますが、最
近青パトに乗っていただく

19

28

踊りの練習
みはらふ るさとまつ りに
向けて踊りの練習をします。
日時 ７月 日（土） 時
場所 三原台地域会館
曲目 河内おとこ節
炭坑節ほか
大勢のご参 加お待ち して
います【まつり実行委員会】
15

29

22

みはらふるさとまつり
三原台小学校で 開 催
今年の「みはらふるさと
まつり」は８月６日（土）
７日（日）に「のびのびルー
ム」移設工事が終了した三
原台小学校グランドで開催
します。
東大谷高校バトン部と吹
奏楽部、三原台中学吹奏楽
部、３Ｂ体操、南大阪チア
リーディングクローバー、
いずみがおか幼稚園の和太
鼓、琉球エイサー、夏木美
衣さんやオトガオカのライ
ブと色々な楽しいイベント
を予定しています。
恒例のガラポン抽選会の
賞品に加えて、今年は「びっ
くりポン賞」もあります。
商品は当たってのお楽しみ！
抽選券付プログラムは、
７月 日（土）以降に各戸
配布いたします。プログラ
ムについている抽選券に住
所・氏名をご記入のうえ、
会場内の赤いテントにお越
しください。
手作り夜店も多数出店予
定で、準備も着々と進んで
います。ご家族、ご近所お
揃いでご来場くださいます
ようお待ちしています。
30
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夏休み子ども
料理教室

水分をしっかり摂って、熱
中症にお気をつけ下さい。

熱中症になった時の
処置は？
１、涼しい場所へ避難させ
る。
２、衣類を脱がせ体を冷や
す。
３、水分、塩分を補給する
自分で水をのめない、
意識がない時はただち
に救急隊を要請する。
【厚労省抜粋】

先月号で花の気持ちをお
伝えしましたが、ちょっと
悲しい事件がおきました。
会館前の植木鉢に珍しい
日日草が大きく育って、目
を楽しませてくれていまし
たが、突然大きな穴を残し
てなくなってしまいました
＝写真。花盗人は許される

と いい ます が、 やっぱ り許
せません。
【広報部】

８／３㈬楽笑クラブ
10～12時
６㈯みはらふるさとまつり
三原台小学校グランド17～21：30
７㈰みはらふるさとまつり
三原台小学校グランド 17～21時
８㈪まつり後かたづけ
８時～
12㈮みはらだより発行
13㈯～16㈫地域会館休み
19㈮モーニング喫茶
９～11：30
20㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
23㈫子ども会料理教室
10～13時
24㈬陽だまり開放日
10～11：30
「足育講座」
26㈮モーニング喫茶
９～11：30
27㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
28㈰体育部会
19時～
運転者講習会
泉ヶ丘センタービル
９：30～

花はどこへ
行ったかな

地域のカレンダー
８／1～８／31

チューブ体操再開
しばらくお休みをいただ
きましたが、９月から始め
たいと考えています。毎月
第２と第４木曜日に決めま
すが、９月は祭日がありま
すので第２と第５週目の木
曜日です。また皆さんと楽
しく体操が出来る事を喜ん
でいます。ご参加よろしく
お願いします。
【チューブ体操・並川】

足育講座開催の
お知らせ

30

お友達と色々考えてお料
理づくり、楽しいですね。
８月 日（火） ～ 時
メニューはお楽しみです。
エプロン、三角巾を持って
きて下さい。
事前申込みが必要です
地域会館事務所まで
【子ども会】

11

三原台こども園から
お誘い

赤ちゃんの時にはまっす
ぐに伸びていた足指が、成
長するにつれ丸くなったり、
浮指になったり、お話を聞
いてみませんか。講座と足
のサイズを測るのは無料。
個人相談は５００円です。
どなたでも参加出来ます。
講師 日本足育
プロジェクト協会の方
日時 ８月 日（水）
～ 時 分
先着 人 無料です
地域会館で申込受け付
２９２‐７０１５
11

暑中お見舞い
申し 上げます

10 24

13

日差しが強くなり、水浴
びが気持ちいい季節になり
ました。
地域の友だちと一緒に水
遊びでふれあい、楽しい時
間を過ごしましょう！
７月、８月の園庭開放
（にこにこ広場）は、ビニー
ルプールで水遊びを行いま
す。
日時 ７月 日（水）
８月 日（水）
両日とも ～ 時
持ち物 タオル、水着（小
さなお子様は水遊び用の紙
ぱんつでも可）
飲み物
※予約は不要ですので、お
気軽に園にお越しください。
天候不良時はホールで体を
動かして遊ぶプログラムに
変更いたします。
問い合わせ先
三原台こども園
２９２‐３８１８まで
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三原台３丁分譲交流講演会

ろうとも、起床は一定時刻
に保つことです。さらに起
床と合わせ朝日を浴びる事
も大切で、一日のスタート
を快調に過ごすことになり
ます。皆さんも眠りについ
て考えてみてはいかがでしょ
うか。 【３丁分譲・針村】

24 27
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眠りを科学する
６月 日（日）講師に大
阪府立大学淺田博先生をお
迎えし「眠りを科学する」
と題して講演会を開催しま
した。
人生の３分の１を占める
睡眠、日本人は乳幼児から
老人に至るまで、世界で最
も睡眠時間の短い国民とい
われています。
私たちはなぜ眠り、いっ
たい何時間眠ればいいので
しょうか。科学の目から質
のいい睡眠とは何かを教え
ていただきました。
いろいろの研究の結果、
私たちの日常でいちばん身
近な方法があります。つま
り睡眠にもリズムが大事な
ようです。就寝は何時にな
ぱいシールを貼りました。
シール遊びの後は先生の
紙芝居を見ました。
保健師さんからは「暑く
なったので食中毒には気を
つけましょう」という事で、
食中毒を防ぐ方法を聞きま
した。【陽だまり・西】
次回の予定
７月 日（水）開放日
８月 日（水）
開放日「足育講座」
子育て中のママが、食育
のように足育を知り意識を
していないと、足は健やか
に育たないのです。お話を
聞いてみませんか。内容は
下段「足育講座開催」を参
考にしてください。

17 20

10
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６月９日（木）の「陽だ
まり」には 組の親子の参
加がありました。
いずみがおか幼稚園の先
生と一緒に、少し体を動か
した後、長靴と傘の形をし
た色画用紙に、シールを貼っ
て遊びました。
「台紙からシールをはがし
て貼る作業は、小さいこど
もにとっては難しい作業な
ので、お母さんは温かく見
守ってあげて下さい」と先
生からのアドバイス。子ど
もたちは静かに集中していっ
11
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