第 回校区体育大会

月 日 （ 日）

出場申し込み締め切り
月７日（金）
※雨天の時は７時で判断

校区全員参加で盛り上がろう
第 回、校区恒例の体育
大会を開催いたします。
昨年は小学校グラウンド
工事のため、やむを得ず中
止となりましたが、今回は
どなたにも楽しんでいただ
ける種目を考えて、スポー
ツの秋を堪能していただき
ます。
ご家族で、ご近所で、お
友だちでチームを作って、
レッツ・トライ！大勢のご
参加お待ちしています。
日時
月 日（日）
午前９時
場所 三原台小学校校庭

堺市民オリンピック
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月

日（月・祝）

胃がん・大腸がん検診

胃 がん ・ 大 腸 がん
肺がん・結 核
検診のお知らせ

・グラウンドゴルフ
Ｊグリーン堺
・陸上競技
金岡公園陸上競技場
皆さん校区の代表として
出場されます。ご都合のい
い方は応援にお越しくださ
い。よろしくお願いします。
【体育部】

フレ ー フレ ー み は ら ！
堺市民オリンピックが
月 日（月・祝）金岡公園
陸上競技場ほかで開催され
ます。
組み合わせの決まってい
る競技をお知らせします。
・バレー部 １回戦
原山台東 原池公園体育館
・卓球部 １回戦
上神谷 金岡公園体育館
・ソフトボール部 １回戦
上神谷 白鷺公園運動場

槇 塚荘
ふれあい交流会の
お誘い

みはら文化祭イベント・展示作品募集

食品、アルファー米、チョ
コレート、梅干しなど。
毛布、タオル、トイレッ
トペーパー、カセットコン
ロとガスボンベなど。
生活用水として風呂や洗
濯機などへの水の汲み置き。
食品などは賞味期限を見な
がら、補給が大切。
【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。三原台校区自治連合会
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】

防災シリーズ③

非常備蓄品
ライフラインが止まった
家で、家族が被災生活を最
低３日間自活できる備蓄を
心がけたい。先ずは
飲料水（一人一日３リット
ル）乾パンなど調理なしで
食べられるもの、レトルト
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対象者
歳以上の堺市民
申込み： 月４日（火）
９時～
申込み先：南保健センター
へ電話かＦＡＸで
実施日 月２日（水） 人
月９日（水） 人
場 所：三原台地域会館
費 用：胃がん ５００円
大 腸がん３ ００ 円
（ 歳以上無料）
※大腸がん検診のみの受診
は出来ません。

子育てフォーラム

平成 年９月 日（水） 日（金）

みんなで楽しく子育てを!

チャイルドシートの正しい着用
飲酒運転の根絶
【交通指導部・是枝】

夕暮れ時と夜間の歩行者と自転車の交通事故防止
全ての座席のシートベルトと

準備よしあなたを守る反射板

秋の全国交通安全週間

21

校区防災訓練
９月 日（日）
「公助」に頼らず「自助・近助」の訓練

肺がんは年々増えていま
す。肺がんは一般的に症状
の出にくい疾患だと言われ
ています。
結核は過去の病気でなく、
大阪府は結核ワースト１位
だそうです。
実施日： 月 日（火）
時 分～ 時 分
場 所：三原台小学校ヘ
直接来て下さい。
費 用：無料

10月24日（月）
10～12時
場 所 三原台中学校体育館
内 容 グランドでミニＳＬ
館内で三原台中学吹奏楽部の演
奏、エンジェル・サポート・ア
ソシエーションのゲーム，パラ
バルーン遊び、アンパンマンも
登場。ママ友誘いあって
遊びにきて下さい。
問い合わせ
072-291-6626 村田
主催
南区子どもネットワーク会議
三原台中学校区
青少年健全育成協議会

日 時

90 40

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】
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今年も三原台の方々と槇
塚荘との交流イベントを開
催したいと思います。皆様
に楽しいひと時を過ごして
いただけるよう企画してお
ります。皆様のご参加を心
よりお待ちしています。
・日時
月９日（日）
９時 分集合
時 分終了
・集合場所
三原台地域会館前
・場所 特別養護老人ホーム
槇塚荘
☆昼食は槇塚荘でご用意い
たします。費用は無料です。
お薬が必要な方はご持参
ください。
【槇塚荘施設長・上野】
※ご参加希望の方は地域会
館に申し込んでください。
２９２‐７０１５
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10
起きてもおかしくない気象
状態になっているようです。
南海・東南海地震も心配
されています。訓練は経験
の先取りです。
多くの方に参加をお願い
して、心配を安心に変えま
しょう。詳しくは８月号を
ご参照ください。
【防災部・山下】
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９月 日（日）校区防災
訓練を行います。
住民一人一人が自分の身
を守り「公助」を待たずに
地域やご近所が相談し合っ
て、互いに助け合う事に重
点を置いた訓練です。
三原台は災害の少ない町
ですが、大きな台風や突風、
ゲリラ豪雨と、災害はいつ
25

10

13

!!

32

32

10

平成28年９月号
ホームページアドレス
miharadai-rengou.com

み は ら だ よ り
（１）第323号

26年体育大会のムカデ競走

元気モリモリ体操

筋肉を鍛えて
長寿年齢を伸ばしましょう

９月１日（木）高井逸史
先生（８月号でご紹介済み）
の第１回元気モリモリ体操
が行われました。
①椅子に座って太もも裏の
筋肉をストレッチ。

この日は大人 人、子ど
も 人の足を診てもらいま
した。【陽だまり・深井】

子 ど も会 だ より
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たこ焼きに大変身

てもいいけいけんになって
たのしかったし、たこやき
もうまくできたのでよかっ
たです。家で作りたいです。

【ヤング子ども会・

石川きらり】

男子
厨房に入ろうよ

こども園
料理セミナー

ご家庭にある身近な食材
を使って、とっても簡単に
意外なおやつを作ります。
子どもも参加していただ
けますので、親子で一緒に
お楽しみください。妊婦さ
んや大人の方のみでの参加
も大歓迎です。
日時
月１日（土）
時 分～ 時 分
こども園ＲＯＯＭ６にて
メニュー
うどんみたらし団子
麩（フレンチトースト）
持ち物 エプロン、三角巾、
マスク、飲み物、タオル
・要予約 先着 人
・申し込み期間９月 日
（月）～ 日（金）
・連絡先三原台こども園
２９２‐３８１８
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ふるさとまつりで当たった
十一会券や、百円券は９月
日迄にお使いください。
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プニングもあり、予定通り
にいかないことも多くあり
ましたが、高学年の子が低
学年の子のお世話をしたり、
教えてあげたり、ほほえま
しい一面もあり救われまし
た。
今年の反省点、改善点を
しっかり話し合って、来年
度、もっともっと子供たち
が楽しんでくれる行事を企
画したいと考えています。
【連合子ども会育成者・赤木】

男性の皆さん！料理を作っ
てみませんか。
毎月第２日曜日、三原台
地域会館厨房で先生指導の
下、男性ばかり 人ほどが
和気藹々と料理を作りなが
ら、調理のコツなどを教え
てもらっています。
時には奥さんや子どもさ
ん、お孫さんなどと一緒に
料理することで、家族の絆
がより強くなりますよ。お
父さんも見直されるかも。
初めての方大歓迎、参加
をお待ちしております。
詳細は地域会館
２９２‐７０１５まで
お問い合わせください。
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⑤お腹の奥の筋肉の強化。
深呼吸は先ず息をしっか
り吐いて、鼻から充分吸う
ことを深呼吸というそうで
す。昔から大きく息を吸っ
て～というのが深呼吸と思っ
ていたのは私だけ？
ストレッチに大切なのは
呼吸の仕方、約１時間いろ
いろなところの筋肉を鍛え
て、今日は筋肉痛。
毎月第１木曜日元気モリ
モリを続けて転ばない、躓
かない体を作りましょう。
若干名余裕がありますから、
初めて来られる方は先に申
し込みが必要、先着順です。
地域会館事務所へ
２９２‐７０１５【広報部】
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地域のカレンダー
10／1～10／31
子ども会に入って初めて
の料理教室でした。私は最
初不安だったけど、友だち
もいたのでよかったです。
たこやきときいていたの
に、もんじゃ焼きみたいに
なっていた
けど、おい
しくてたの
しかったの
でよかった
です。
それに、私の班にいる子
と友だちになりました。と
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８月 日（火）子ども
人、幼児６人、育成者 人
合計 人での夏休み連合子
ども会料理教室を開催しま
した。
今までは低学年、高学年
と分けて行っていましたが、
今年は一緒にという意見も
あって、全学年の大所帯。
メニューはたこ焼きとフ
ルーツポンチ。予想外のハ
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10／１㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
２㈰子ども会「将棋・オセロ大会」９時～
市民オリンピック出場者説明会10時～
５㈬楽笑クラブ
10～12時
６㈭元気モリモリ体操
13：30～14：30
７㈮モーニング喫茶
９～11：30
８㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
ボランティア会議
10時～
みはらだより発行
校区定例会
19：30～
９㈰槇塚荘交流会
９：45集合
体育部会
13時～
10㈪㈷堺市民オリンピック
金岡公園陸上競技場
12㈬介護相談
10～12時
13㈭陽だまり
未就園児親子の集い
10～11：30
チューブ体操
13：30～15時
14㈮コーラスハモリーナ 10：30～1時間
15㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
16㈰文化部会
17時～
19㈬いきいきサロン
10～12時
21㈮モーニング喫茶
９～11：30
青少年夜間パトロール
20時～
23㈰体育大会賞品包装
13時～
24㈪子育てフォーラム
10時～
三原台中学校体育館
26㈬陽だまり開放日
10～11：30
28㈮モーニング喫茶
９～11：30
29㈯体育大会準備
13時～
30㈰校区体育大会
三原台小学校校庭
９～15時
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②肩甲骨の運動。

③腸腰筋の強化。
④ふくらはぎの筋肉のスト
レッチ。

８月 日（水）陽だまり
開放日は、日本足育プロジェ
クト協会代表の玉島麻理さ
んをお招きし「足育」につ
いて講演と、足計測をして
いただきました。
足の骨格は６歳までが重
要だそうです。大人の方で
足の癖からの変形や、うお
の目、タコに悩んでいる方
は、靴や中敷きを正しいも
のに変えれば改善されるそ
うです。シューフィッター
さんのいる靴屋さんで相談
すれば、自分の足に合った
靴を選んでくれますよ。
24

平成28年９月号
ホームページアドレス
miharadai-rengou.com

み は ら だ よ り
第323号
（２）

