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９月 日（土）

②１丁府営 棟集会所前
③ マスターズステージ駐車場
側出入り口前
定 員
人
申込〆切 ９月 日（日）
申込先 三原台地域会館
費 用 無料
★昼食は槇塚荘でご用意い
たします。お薬の必要な方
はご持参ください。
【特別養護老人ホーム
槇塚荘】
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９月のにこにこ広場は
「クッキング＆昼食試食会」
を行います。
園の昼食メニュー『カレー
ライス』を親子で作って、
試食をしてみませんか。
日 時 ９月 日（金）
～ 時 分
場 所 三原台こども園内
持ち物 エプロン、三角巾、
マスク、スプーン、水筒
（お茶）
先着 組
必ず９月 日（火）までに
ご予約下さい。（当日不可）
２９２ー３８１８

こども園からの
お知らせ
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45

『みはらふるさとまつり』を終えて
７月豪雨災害支援は、子ど
も達の小さい財布からの協
力も有り１３，４４７円の
募金がありました。『みは
らふるさとまつり』のニュー
スは２面に続きます。
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ソフトボール部

待望の優勝を果たす！

７月８日 （日） 猛暑 の
中で行われたソフトボール
大会、暑さとの戦いで始まっ
た。

朝一番の試合となり、リー
ドを許す展開となったが、
少ないチャンスを生かして
勝ち２回戦に。体も慣れて
きたのか、好守、好打で決
勝に進むことができた。
惜しくも準優勝に終わっ
た昨年の雪辱を晴らすため、
チーム一丸となって戦った
結果、優勝することができ
た。
試合後のみんなの嬉しそ
うな顔が印象に残った。
【ソフトボール部・西】

バレーボール部

第 回南ふれあいスポー
ツ大会に、三原台校区バレー
ボール部として参加しまし
た。
大雨の後の暑い中でした
が奮戦しました。３戦、６

富永】
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セットを戦い、１勝２敗で
なんとかブロック準優勝で
した。
日頃仕事、家事、育児で
忙しいメンバーですが、バ
レーボールを通じてリフレッ
シュしています。
次は優勝を目指して練習
に励みましょう。
【バレーボール部】

南区ふれあいスポーツ大会
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時

みはら文化祭
展示作品募集中

日 時
月 日（土） 日（日） ～
今年は地域会館で二日間作品展示

24

申込〆切
月 日（水） 時まで
申込用紙は地域会館にあります。
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
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槇塚荘から
ふれあい交流会のお誘い
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 日（日）
集合時間①②③とも
９時 分
①三原台地域会館前
14

散々迷って選びました。
割り箸やピンセットで細
長い瓶に入れてオイルを注
ぎます。フワッと浮き上がっ
たお花がとてもきれい！
最初に先生から、色彩の
基礎のお話があり、皆さん
思い思いのハーバリウムを
楽しまれ、素敵な作品に仕
上がりました。
保健師さんからは、子ど
ものための防災グッズの用
意などのお話がありました。
【陽だまりスタッフ】
次回の予定
９月 日（木）親子で楽し
む「リトミック」。お友達
も誘って参加してください。
申込み 地域会館まで
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８月４日・５日、三原台
小学校をお借りして開催し
たまつりは、酷暑にもかか
わらず大勢のご来場で賑わ
い楽しんでいただきました。
会場でお願い致しました
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９月21日～30日まで実施される「秋の全国交通安全運
動」の一環として運転者講習会が開催されます。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 ９月２日（日）10～11時
場 所 南図書館3階ホール
【交通指導部】

記
◎日時 ９月 日（土）
午前 時
◎費用 無料
（お赤飯付き）
◎場所 三原台地域会館
◎申 込 〆切
９月５日（火）
（雨天決行）

７月 日暑さ厳しい中、
６組の親子が参加してくれ
ました。
お花の新谷先生に来てい
ただき、ママ、一般の方、
スタッフ含め 人の参加で、
今大人気のハーバリウムを
教えていただきました。
バイキング方式で、テー
ブルに並んだブリザーブド
フラワーやビーズなどを、
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運転者講習会のご案内
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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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敬老大会
全国的に大雨、酷暑、台
風と大変な夏になりました
が…。三原台に住んでいる
幸せを感じた夏でもありま
した。
９月 日（土）敬老大会
を開催します。「工房・ド
ルチェ」グループの大樹な
るみさん・真嶋由佳さんに
歌と体操で楽しませていた
だきます。
大樹なるみさんは、演歌
からシャンソンと広いジャ
ンルの持ち主なので、皆さ
んの好きな歌が出て来るか
も。
いずみがおか幼稚園年長
組の出演もあります。
敬老大会は 歳以上の方
ならどなたでも参加できま
す。電話でお申し込みの上、
ご夫婦で、ご近所誘い合わ
せてお越し下さい。
ボランティアがお誘いに
行っている方は、連絡は必
要ありません。
地域会館２９２ー７０１５
月～土 ９～ 時
（日・祝休み）
【校区福祉委員会】
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面 より 続き ま つり は各
単位自治会長、防犯、防災、
交通指導、民生、ボランティ
アみ はら と、 多く の一 般の
人に 支え られ て成 り立 って
1

出番を待つチアの子ども達

暑い中やぐらと看板立てのお手伝いをして下さった皆さん

初めての盆踊り、河内音頭かな

夕日と共に集まる人々

どれにしょうかな

ルルポ入所104歳の来場者

て下さる方があり、たくさ
んの写真が出来ました。何
らかの方法で披露します。
【まつり実行委員長 森･】

三原台校区の
みなさまにご厚志お礼

今年も皆さまから温かい
お言葉と、ご厚志をいただ
き心よりお礼申し上げます。
皆様のご芳名は会館前に掲
示させて頂き、ご挨拶とさ
せて頂きます。
【 校区自治連合会会長 岸本】
【まつり実行委員長 森】

黄昏せまる会場鳥瞰図

います。近隣の皆様には毎
年ご迷惑をおかけしていま
すが、ご理解に感謝し、お
礼を申し上げます。
今年は写真班を引き受け

迫力のある演奏 東大谷吹奏楽部

みはらふるさとまつり
地域のカレンダー
ご支援ありがとうございました （敬称略・順不同）
平成30年9／1～９／30

校区内清掃
９月９日（日）
午前８時～

郵便局横集合
雨天の場合
９月 日（日）

９／１㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
【教室】
防災部会
19時～
▽ありま大正琴教室▽英会話クラブ▽公文式三
５㈬楽笑クラブ
10～12時
原台教室▽吟遊会▽新墨彩画研究会▽誠道志
６㈭モリモリ体操
13：30～15時
館▽園村書道院▽田中珠算教室▽極眞空手田
７㈮モーニング喫茶
９～11時30分
中道場▽布花教室「彩」▽松本ヨーガ教室▽啓
８㈯ボランティア会議
10時～
道館空手道▽YUKOバレエ教室▽三原台３Ｂ
みはらだより発行
体操教室▽泉北数学教室▽ＥＣＣジュニア
校区定例会
19寺30分～
三原台教室▽▽コーラスサタデイ▽空手道
９㈰校区内清掃
郵便局横８時～1時間
正修会▽泉北太極拳クラブ▽囲碁同好会
将棋･オセロ大会 ８時30分～12時
【施設】
12㈬介護相談
10～12時
▽泉北園百寿荘▽愛逢の里・堺▽ルルポ泉ヶ丘
13㈭陽だまりリトミック10～11時30分
▽絆あけぼの▽特別養護老人ホーム槇塚荘▽
チューブ体操
13：30～15時
特別養護老人ホームゆーとりあ▽グランド
14㈮コーラスハモリーナ10：30～１時間
オーク百寿
15㈯敬老大会
10～12時
【スポーツクラブ】
19㈬いきいきサロン
10～12時
▽三高ソフトボール連盟▽泉北ニュータウン野球
21㈮モーニング喫茶
９～11時30分
連盟
青少年指導部夜間パトロール20時～
【各種団体】
22㈯防犯部会
18時30分～
▽公園愛護委員有志▽堺市中国帰国者交流会
23㈰校区防災訓練
９時～12時
▽白百合会▽希望会▽ボランティア「こぶし」▽
三原台小学校校庭＆体育館
ボランティア「みはら」▽民生委員児童委員会▽
27㈭チューブ体操
13：30～15時
ハモリーナみはら▽三原台小学校校庭開放運
28㈮モーニング喫茶
９～11時30分
営委員会▽三原台中学校校庭開放運営委員
29㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
会▽南堺防犯協会三原台支部
【個人・校区外】
▽井上正治▽大塚寛久▽小郷一▽長野聖▽
走井秀子▽森恵一▽戸井雅弘▽上畑浩三▽
16
芦田三雄▽山本浩史▽土井生資▽森口巌
【校区内個人】
地域会館に掲示しています
【環境美化 小･松】

【自治連合会他】
▽南区自治連合協議会▽高倉台西▽高倉台▽茶山
台▽庭代台▽晴美台▽福泉中央▽槇塚台▽御池台
▽宮山台▽美木多▽若松台▽高蔵寺自治会▽高
蔵寺実行会▽御池台校区民生委員児童委員会
【単位自治会】
▽三原台ＡＣ団地▽コーポタウン▽三原台府営
【幼稚園・学校】
▽いずみがおか幼稚園▽東大谷高等学校▽東大
谷高等学校ＰＴＡ東泉会
【医院】
▽伊東皮膚科▽井上クリニック▽いらは歯科▽岡田
歯科▽近畿大学医学部付属病院▽小池眼科▽しま
だ耳鼻咽喉科▽たなか鍼灸整骨院▽筒井歯科▽土
井クリニック▽中野医院▽能田胃腸科・外科▽はな
まる耳鼻咽喉科▽三原台動物病院▽みはらだい
歯科クリニック▽笑福整骨院
【会社・商店】
▽青木松風庵▽泉ヶ丘メモリアルホール▽大阪トヨタ
自動車㈱▽大仲商事㈱リースキン泉北▽沖上スポー
ツ▽キリン薬局三原台店▽ケイ・エイチ工業㈱▽
㈱堺工務店▽サンプラザ三原台店▽㈱シマノ▽ス
ポーツサクライ㈱▽㈱誠千▽泉北高倉台郵便局▽泉
北三原台郵便局▽高倉台理容美容泉ヶ丘▽大一
商事㈱▽中華料理大珉軒▽津田電器▽㈲長田商店
▽南海リフォームプラザ▽日産大阪販売(株)▽日米
礦油㈱▽㈱阪南ビジネスマシン▽晴美電器商会▽三
杉屋ジョイパーク泉ヶ丘店▽ヨシダデンキ▽ヴィックス
カンパニー
【組合・商店街】
▽三原台近隣センター駐車場管理組合▽三原台商
店街・十一会

