「さくら」から「あおば」へ
「桜の会」日程及び名称変更のお知らせ
毎年４月第１土曜日に開催していた、 歳以上のひとり
暮らし高齢者食事会「桜の会」が平成 年度以降、変更
となります。開催内容等につきましては、後日ご案内さ
せていただきます。
新名称「あおばの集い」
開催日 平成 年５月 日（土）
午前 時～
所 三原台地域会館
場
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ＥＫＩＤＥＮ＆マラソン大会
アラカルト
ＥＫＩＤＥＮ観戦記

どの大健闘を、６人の出場
選手たちが見せてくれまし
た。
小学生たちも、出場した
い子たちが多くいる中で、
選ばれた意欲的なメンバー
でたちまち上位に上がり、
中学生に２位でタスキをつ
なぎました。中学生の陸上
部男女の活躍でさらに１位
となり、一般につないでく
れました。
今年初めて参加させても
らった本校の先生方男女２
名は、高校・大学の現役陸
上部が居並ぶ中、大健闘の
７位入賞という結果を出し
てくれました。
応援にも力が入り、心が
熱くなった大会でした。
【三原台小学校長
西村和裕】

６区を走る三原台小
張野六貴先生

当日はものすごく緊張し
ました。全力で走ってきて
くれた４人からのたすきを
もらうと気合が入り、私も
無事６区へつなぐことがで
きました。
地域の方たちの暖かいサ
ポートがとてもうれしかっ
たです。
ありがとうございました。
【５区走者・三原台小
伊藤麻美先生】

「駅伝出て下さい！」一
般枠でオファーを受けた。
岸本会長の目力に押され思
わず「マラソンなら…」と
出場が決まった。
本番、走り出すとすぐに
息は上がるが脚は上がらな
い。苦しくてたまらなかっ
たが、地域の方々が懸命に
声援を送ってくれたおかげ
で頑張れた。顔だけ余裕を
見せたが、心と体は限界。
応援の力を感じ限界を超
える感覚を久しぶりに感じ

とても清々しい一日だった。
そしてもう若くないと実感
した一日でした。
応援ありがとうございま
した。
【三原台中学校教諭
藤井清司】

私自身が中学生の頃、持
久走に熱中していたのを思
い出す機会となりました。
この大会のことを職場で聞
いた時からとても楽しみに
していて、体育の授業を見
学がてら一緒に走ったり、
休日にはコースを試走した
りして過ごしていました。
日ごろの運動不足も解消
されて、充実した日々でし
た。はじめは半分の４キロ
で限界をかんじましたが、
練習を重ねるにつれて余裕
が出てきて、当日は楽しん
で走ることができました。
来年もぜひ参加したいで
す。
【三原台中学校教諭
山上諒】

訃報 校区自治連合会副会
長 兼会計 の松 井央 様が 、平
成 年 ２月 日 逝 去 さ れ ま
し た。 温 厚、 且 つ剛 直
な 人柄 は多 く の人
達からも人望があ
り、校区の重鎮と
して長年にわたり
幅 広く 活躍 さ れ、 校 区
を支えてくださったことは、
永 遠に忘 れる もの では あり
ません。
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当日は小雪がちらつく寒
い日でした。しかし、その
寒さを忘れさせてくれるほ

小雪が舞い散る中、疾走
する選手たちの躍動する姿
に感動！三原台校区の、子
どもたちが区間２位となる
激走を、目の前で見ること
ができ、選手の皆さんから
元気をもらいました。
運動を楽しめる健康な体
でいることの大切さを感じ、
まずはゆっくり歩くことか
ら始めようかなと考えてい
ます。選手の皆さん！お疲
れさまでした。
【三原台小学校教頭
安原 巧】

岸本会長と選手の皆さん

ゴール手前のラストスパー
ト。「あと少し」「がんば
れー」「いけー」生徒、同
僚、地域の方の声援して下
さる姿が目の前に広がる。
しかし、太ももの肉は限
界までふくれあがり、ふく
らはぎは熱を帯びた。足の
指に至っては、感覚が麻痺
している。背後から追いか
けてくるものの気配を感じ
るが、スピードは出ない。
人生で初めてのマラソン。
不安だった。生徒や同僚、
地域の方の声援はあたたか
かった。ぬくもりを感じる
ことができた。だから緑道
からの声援には「ありがと
うございます！」とすべて
返事をした。その時間はか
けがえのないもので最高だっ
た。
何と
かゴー
ルテー
プ を
切る 。
達成感 が
広がる。 完走できたこと
がうれしかった。
人とのつながりを感じられ
たことが幸せだった。
【三原台中学校教諭
長瀧健司】

惜しい人物をなくし立ち直
るには時間が必要ですが、故
人の意思に反しないよう活動
し てい く つ も り で す。 今 後
も草 葉の 陰か らし っか
りしなさいと叱られ
る気がします。
心配でしょうが心安
らかにお休みください。本
当に今までお疲れさまでした。
ありがとうございました。
合掌

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】
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立春とは名ばかりの２月
４日（日）冷たい風の中、
南区交流ＥＫＩＤＥＮ＆マ
ラソン大会が西原公園で開
催され、 校区の選手が、
６区間に分けてタスキをつ
ないだ。
当校区の森田翔大君（三
原台小６年）が２区で区間
第２位、タスキは１位１位
３位とつながれ、最後は７
位ゴールとなった。
当校区としては、旗と横
断幕をつくって応援した甲
斐があったかな？
中学校、小学校、生徒の
皆さま、ありがとうござい
ました。
【三原台校区自治連合会】
17
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横断幕で応援！ 頑張れ－
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ていただいています。
理科栽培委員会の子ども
たちは、地域花植えのボラ
ンティアの皆様やＰＴＡ生
活委員会の方々と共に、校
内での花植えや水やりに取
り組んだり、また、苗から
育てた花を地域・ＰＴＡの
方々と道路沿いの花壇に植
え替えたりしました。また
校内に「泉北ニュータウン
周年記念事業」としてレ
モンの植樹も行いました。
このように地域の方々の
お力をお借りして、様々な
取り組みをし、学習支援を
行って来ています。今後も
ますます地域連携を進めて
いき、学校力向上に頑張り
たいと思います。ご協力よ
ろしくお願いいたします。
【三原台小学校長
西村和裕】
50

２月８日（木）寒さ厳し
いこの季節、元気なお友だ
ち２組が参加。陽だまりの
おもちゃで遊んだあと、三
原台こども園から 人の先
生が来てくれました。
こども園の先生とワンワ
ン、うさぎちゃんとパン屋
さんへお買物ごっこ。手作
りお金をもってパンを買い
に行きました。サンドイッ
チ、メロンパン、ドーナツ、

おいしそうなパンがいっぱ
い。お買い物したパンを一
緒に食べました。ワンワン、
うさぎちゃんにも食べさせ
てあげました。あと手遊び
でパン作り。体操もして楽
しみました。
子ども達は陽だまりのお
もちゃに夢中、ママたちは
こども園の先生から、エル
モとふれあい遊びを教えて
もらいました。
【陽だまりスタッフ】
次回の予定
４月 日（木）
未就園児親子の集い
～ 時 分
30

ホカホカパンは
最高！

子育て中の若いママさん
たちはしばし子どもと離れ、
パン作りを楽しみました。
焼き上がったパンは子ど
もたちも一緒に「いただき
まーす」。楽しくておいし
い体験でした。
年度の陽だまりは、第
４水曜日の「開放日」はな
くなり、第２木曜日だけに
なります。何か楽しいイベ
ントを年２～３回企画しま
すので、期待して下さいね。
【陽だまりスタッフ】

歩けるしあわせに
感謝して

18

11

ポカポカ陽気となった２
月最後の 日、「お楽しみ
パン作り教室」に、６組の
親子が集まってくれました。
三原台４丁の村上多恵子
先生指導のもと、粉を手で
こね、たたいて、丸めて成
形、焼き上げとすべてをこ
なし、チョコレートパンと
チーズパンの２種類を作り
ました。

少し寒さも緩み風もない
２月 日（日）３校区合同
ウォークラリーが、三原台
中学校スタート・ゴールで
開催された。
参加人数４３０人・１２
５組が、三原台校区、高倉
台、高倉台西校区をウォー
ク。毎年少しずつ違うコー
スで、関係者の努力に感謝
しながら、今年も頑張った
「元気シニアーズ」。
春に先駆けて咲く梅や、
ろう梅をめで、坂道を登っ
たり下ったり、楽しい一日
だった。
私達は残念ながら入賞な
らず、１位オニオンズ（三
原台）２位アディダス（三
原台）３位きのこーず（高
倉台）あと、飛び賞という
ことであちこちで歓声が上
がった。
中学校では小・中学校の

400円

ごみ処理券

地域会館で取扱っています

0120 -00-840 0で 金 額 を 聞 い

ＰＴＡの方々がおいしい豚
汁を作って待っていて下さ
り、冷え切った体を温め、
吹奏楽のミニコンサートも
楽しんだ。
【元気シニアーズ代表】

て買いに来て下さい 【三原台地域会館】

楽しい演奏に疲れもとれて

出発時間を書き込んでレッツゴー

４／４㈬楽笑クラブ
10～12時
５㈭モリモリ体操
13：30～15時
６㈮モーニング喫茶
９～11時30分
８㈰校区自治連合会総会
13時～
校区福祉委員会総会
15時～
11㈬介護相談
10～12時
12㈭陽だまり
10～11時30分
チューブ体操
13：30～15時
13㈮コーラスハモリーナ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時～
みはらだより発行
17㈫ 民生委員会
19時30分～
18㈬いきいきサロン
10～12時
ふらっとぷらっと
20㈮モーニング喫茶
９～11時30分
青少年指導部夜間パトロール 20時
21㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
26㈭チューブ体操
13：30～15時
27㈮モーニング喫茶
９～11時30分
28㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
焼立てパンを囲んでしあわせ―

地域のカレンダー
平成30年４／1～４／30
30
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学校・家庭・地域との
連携をすすめています
平成 年度から堺版コミュ
ニティースクールに向けた
取り組みを堺市全体で行っ
ています。三原台小学校も
学校と家庭・地域が一体と
なって取り組むことで学校
力を高めてきました。今年
度も様々な取り組みにチャ
レンジしています。
まずは毎日の安全見守り
活動です。学校が出来る事
は限られていますので、本
当に感謝しております。
そして、秋に行われる
「みはら文化祭」に参加し、
５年生が連合音楽会で発表
した曲を地域の方々に聴い
ていただいています。今年
度はＰＴＡの方々も一緒に
参加し、担任の先生も加わっ
ての楽しい合唱となりまし
た。
また、 月には地域防災
士さんを中心に、５年生に
防災出前授業を開いていた
だき、簡易防災グッズ作り
などを学びました。
家庭科授業では、子ども
たちに「達人さん」と呼ば
れる裁縫やミシンのベテラ
ンさんに授業のサポートを
お願いし、 人前後の方々
にご指導いただきました。
放課後はマイスタディ事
業として、４、５年生希望
者が復習教材の学習指導を
してもらっています。
毎週水曜日は早朝より朝
の読書タイムに読み聞かせ
や図書室での本の修理に来
2

平成30年３月号
ホームページアドレス
miharadai-rengou.com

み は ら だ よ り
第341号
（２）

焼く前のパンに見入る親子

