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行われるのは、参加して下さる多
くの住民の方はもちろんのこと体
育委員さん、賞品係の皆さん、三
高ソフトの皆さんはじめ、たくさ
んのボランティアの方々の協力が
あってのものだと思います。
皆さま本当にありがとうござい
ました。【体育部】

大玉でつながる笑顔 地域の和
素晴らしい天気の中、 年ぶりに
第 回の体育大会を開催しました。
小さなお子さまから元気いっぱい
の壮年の方々まで、今年もたくさん
の方に参加していただき、よーいド
ンから最後の大玉送りまで 種目が
大盛り上がり。
このような素晴らしい体育大会が

20時～

12月26・27・28日

みはら文化祭

見事な切り絵
した演
奏に始
まり、
三原台
小学校
５年生
有志の
爽やか
な合唱
や、南
区唯一
の男声合唱団、懐かしい音
色のサックス演奏、チアリー
ディングとミュージカルの
ミニレビューが花を添えて
くれました。特に人気が高
かったのは、マジック笑と
和太鼓の演奏でした。
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パトロール後は日替わりで温かい豚汁とぜんざい、子どもさん
にはおやつを用意しています。何かとお忙しい時ですが大勢のご
参加をお願いします。
【防犯統括部】

年末の交通事故防止運動
平成 年 月１日（土）～ 月 日（月）

三原台中学校区
新成人を祝う会

2

運動の重点
◎夕暮れ時と夜間における高齢歩行者の交通事故防止
ド ライバーや自転車は 早めに点灯。歩行 者は明るい
目立つ服装で、反射材を身につけましょう
◎飲酒運転の根絶
飲酒運転は犯罪です。絶対にやめましょう
【交通指導部】

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

宅配便でーす
中身は何かな？ぐらぐらしてる

格調高いアーティストたち
今回初めて生花のギャザリ
ング（寄せ植え）が出展さ
れ、その豪華さが目をひき
ました。
工作ひろばでは、ドング
リで作る人気者のミニオン、
風船で作るクリスマスリー
ス、アートフラワーのテー
ブルフラワー、お
点前体験も好評で
した。
小 学校 体育 館 で
行った舞台発表は、
おなじみ三原台中
学吹奏楽部の充実

歳末特別防犯パトロール
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月 ・ 日（土・日）
「みはら文化祭」を開催い
たしました。
作品展には述べ３００人
余り、舞台発表には約２０
０人ほどの方がお越しくだ
さいました。
地域会館での作品展示に
は、今年も
子ども達を
はじめ、１
００人近い
皆様の素晴
らしい作品
が出展され、

お父さんもバトンを繋いで

12

出演者の皆様、文化委員
並びにサポートスタッフの
皆様に感謝です。【文化部】

子ども初参加 ムカデ競走

三原台地域会館で「新成人を祝う
会」を開催します。ビッグアイの
式典終了後、三原台・高倉台・高
倉台西の新成人の皆様、お友だち
と誘い合わせて来て下さい。軽食
とビンゴゲームを用意してお待ち
しています。恩師と共に楽しいひ
と時を…
平成31年１月14日（月・祝）
12：30～14：00
三原台地域会館（近隣センター）
車でのご来場はご遠慮ください
主催 三原台中学校区
青少年健全育成協議会

12

25

松本安規夫さん
樫木有起子さんに感謝状
20

14

みんなで力を合わせて落とさないで
風船割り足元の紙風船が主役

会場を魅了した飛翔の和太鼓
5年生有志のさわやかなハーモニー

24

月 日（火）堺市総合
福祉会館において堺市社会
福祉フォーラムが開催され、
三原台校区「ボランティア
みはら」の樫木 有起子さん

と「ボランティアこぶし」
の松本 安規夫さんに堺市長
より感謝状が贈られました。
お二人とも 年以上ボラン
ティア活動に参加されて、
熱心で明るくてきぱきとし
た行動には校区でも感謝し
ています。
これからも健康にご留意
の上ますますのご活躍をお
願い致します。
この度はおめでとうござ
いました。
【増原】
10

11
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３丁分譲自治会

ない“生原酒”の試飲も楽
しむ事が出来とても楽しい
バス旅行となり、会員の皆
様とも親睦を深めることが
できました。
ご参加された皆様、大変
お疲れ様でした。来年のバ
ス旅行も楽しみにしていて
ください。バス旅行に参加
されたことがない方は、来
年度是非参加してみてくだ
さい。【３丁分譲・田中】

秋の日帰りバス旅行
月 日（土）３丁分譲
自治会員 名にて、神戸方
面へ秋の日帰りバス旅行に
行ってきました。
当日は暖かくすばらしい
秋晴れに恵まれました。ま
ず、最初に訪れたＵＣＣコー
ヒー博物館では、コーヒー
の起源や豆のこと、焙煎方
法などコーヒーにまつわる
さまざまなモノや情報を、
「見て、聞いて、触って、
香って、味わう」体験をい
たしました。
須磨海岸での食事の後は
砂浜を散策。砂浜から望む
明石海峡大橋が秋晴れに映
えすばらしい景色でした。
源平合戦で有名な須磨寺で
お参りの後は、お楽しみの
沢の鶴資料館。
昔ながらの酒造り道具な
どを工程に沿って見学。最
後は日本酒酒蔵でしか飲め

終活＝これからをどう生きるかが問題

月８日（木）秋晴れの
中、９組の親子に参加して
いただきました。
いずみがおか幼稚園の先
生による手遊びの後、小さ
なヨーグルトドリンクの容
器にシールを貼って、その
中にドングリを入れマラカ
スを作りました。「おもちゃ
のチャチャチャ」の音楽に
合わせてマラカスを鳴らし、
楽しく遊びました。
保健師さんから風疹の予
防接種のお話を聞きました。
最後に「子育てひろばみ
はら」からお借りしたリサ
イクル品（本、洋服、おも
ちゃなど）を見て気に入っ
た品物は持って帰っていた
だきました。
【陽だまりスタッフ】

大活躍
将棋
オセロ
南ブロック
大会
☆将棋 村上一真君の感想
初めに個人戦がありまし
た。去年は、１回戦で負け
てしまいました。今年は、
優勝できました。その調子
で団体戦も、優勝できまし
た 。チ ー ム で 、 ５ 人 中 人
が入賞できました。次は、
中央大会です。

オセロ出場者
小野亮太
和田望夢
佐々木恵愛
庄司悠太
藤木裕月

勝できて嬉しかったです。
戦目は、初めてだった
ので緊張しました。
戦目は、角を取ってか
ら、差をつけて勝ちました。
戦目は、相手の置き場
を限定させて勝ちました。
優勝は、嬉しかったです。
将棋出場者
佐々木幸大
村上一真
北田瑛一朗
大江寿飛
原口尚士

「みはら子ども育成部
クリスマス会」
小学生のみなさん、お友
達・ご兄弟と一緒に遊びに
来てください。（未就学の
方も保護者の方と一緒にど
うぞ）
日時
月 日（日・祝）
～ 時
（８時 分受付）
場所 三原台地域会館
内容
三原台中学校吹奏楽部演奏

大阪府立大学奇術部の
ジャグリングショー
ビンゴ大会
【子ども育成部・中川】

赤い羽根共同募金

万９３４８円

今年も皆様のご理解とご
協力をいただきありがとう
ございました。
引き続き地域に還元され
福祉施設に配布されます歳
末助け合い募金もよろしく
お願い致します。
【校区福祉委員会】
青パト募金

４万９１３６円

月４日（日）三原台小
学校参観日に１８８０８円、
ふるさとまつり売上金から
３０３２８円を募金してく
ださいました。
ありがとうございます。
無駄にすることなく、大切
に登下校時の見守りと、校
区の安心・安全のために役
立てます。
【防犯統括部青パト】

急募

青パトに乗って
下さ る方

小学生の登下校時に運転
者と助手２人で、子どもの
見守りに校区を走っている
青パト、乗車して下さる方
を急募しています。運転が
出来なくってもかまいませ
ん。よろしく！

こども園からの
お知らせ

１月のにこにこ広場のテー
マは「お買物ごっこ」です。
５歳児が店員さんとなり、
園児が製作したものを販売
して遊びます。園活動を一
緒に楽しみましょう。
お時間のある方はぜひ、
お越しください。
（予約不要）
日 時 １月 日（木）
～ 時頃
場 所 三原台こども園内
ホール
【三原台こども園】

11 17

32

1

2

3

1／ ９㈬楽笑クラブ
10～12時
介護相談
10～12時
10㈭陽だまり
10～11時30分
チューブ体操
13：30～15時
11㈮コーラスハモリーナ10：30～１時間
12㈯みはらだより発行
新年互礼会
19時～
13㈰将棋・オセロ教室
９：30～
14㈪㈷新成人を祝う会
12：30～14時
16㈬いきいきサロン
ふらっとぷらっと
10～12時
18㈮初モーニング喫茶
９～11時30分
19㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
20㈰将棋・オセロ教室
９：30～
24㈭チューブ体操
13：30～15時
25㈮モーニング喫茶
９～11時30分
「お薬との上手な付き合い方」
喫茶の会場で
10時～10：45
26㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
防犯統括部
18時30分～
防災部
19時～

10

11

☆オセロ小野亮太君の感想
オセロ大会の個人戦で優

40 12 23

3

26

地域のカレンダー
平成31年1／1～1／31
11

穏やかな海と心地よい潮風最高です
終わりを目標にどう生き
るかが大切で、リレーの選
手が、運動会当日までに何
に取り組むか、そのことが
充実した運動会を迎えるこ
とになる、と具体的に話さ
れたのでよくわかりました。
今をふりかえり、充実さ
せたいことは「何か」を考
え「終り」に繋げたいと思っ
た講演会でした。
【ボランティア・金森】

9 12
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月 日（金）ふれあい
喫茶の会場で、大西龍心導
師の講話「今よりもっと豊
かに輝いて過ごすために」
を聴きました。
お坊様から説教を聞くこ
とはあっても、講演会は初
めてでした。日々の生活の
中で「終活」の話題が多く
「終活」＝身辺整理と思っ
ていた私にとって、タイム
リーなお話でした。
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