と文化展、年末防犯パトロー
ルなど、都合のいい時にご
参加いただき、スタンプを
集めてくだされば幸いです。
当日以外はスタンプ出来ま
せんので、必ずカードをもっ
てきていただきますようお
願いいたします。
行事は他にも青パト乗車
（運転手、助手）月１回、
防災訓練９月、健康フェス
タ 月などがあります。
【三原台校区自治連合会】

抽選させていただく場合が
ありますのでご了解下さい。
詳しくは地域会館まで
２９２ー７０１５
【まつり実行委員会】

ご近所の笑顔を繋ぐ

ソフトボール
大会

三原台の

５月

日は 本田 照司 さん
のマジッ
クショー
です。
⒐時 分
開演。
コーヒー
を飲みな
がらお楽
しみ下さ
い。

「ふれあい喫茶」
第４金曜日の
お楽しみ

ボランティアは何時でも
受け付けています。
お問い合わせ、お申し込
みは三原台地域会館まで
０７２ー２９２ー７０１５

◎花のボランティア
第２・４火曜日の午前中、
バス道沿いの花壇、三原台
センター階段下の花壇の手
入れ。お花の好きな方
募集中

各種ボランティア活動紹介

三原台校区ではいろいろ
なボランティアの方々が活
躍しています。
皆さんの大切な時間を少
しだけ「誰かの為に…」。
ボランティアに参加するこ
とでお友達が増えるかも？
◎ボランティアみはら
校区の「高齢者ひとり暮
らし食事会」と訪問活動。
第２土曜日定例会 時～約
１時間。
◎ボランティアこぶし
第１・３・４週金曜日
「ふれあい喫茶」の運営。
高齢者宅のちょっとした用
事など。
◎陽だまり
第２木曜日
「未就園児親子のつどい」
◎青パト
小学生の登下校時、運転
者と助手２人で三原台校区
を回っています。子ども達
とコミュニケーションも有
りちょっと楽しいボランティ
アです。
運転者、助手（運転出来
なくてもよい）募集中
本年９月頃、青パト講習会
開催予定です。
◎見守り隊
小学生の登下校時、安全・
安心の為。

第３金曜日夜８時～校区
を巡回しています。夜間１
時間ほど一緒に歩きません
か。

◎青少年指導
防犯パトロール

10

みはら文化まつりイベント・文化展開催
今年度はイベントを三原台小学校、展示を地域会館で
開催します。。
幅広い世代・ジャンルからの参加をお待ちしております。・・
・イベント 開催日
月３日（日・祝）
会 場 三原台小学校体育館
・作品展示 開催日
月 日（土・祝） 日（日）
会 場 三原台地域会館
・地域住民交流の観点より、三原台在住または、在学・在
勤を含む方を優先的に選定いたします。ご理解いただき
ます様よろしくお願いいたします。
詳細については改めてお知らせします
※文化まつりのお手伝いをして下さるスタッフを募集
しています。
三原台地域会館 ２９２‐７０１５【文化部 宇都宮】

夜店出店者募集
まつりを盛り上げる夜店
の出店を募集します。クラ
ブや友達、自治会などでの
参加をお待しています。
締め切りは６月 日（月）
です。応募者が多い場合は

「ふるさとまつり」ご協力のお願い
を募集します。７月 日
（日）のやぐら建て、８月
３日（土）４日（日）のお
手伝いと後片付けまで参加
いただける方、地域会館ま
でお申し出ください。
よろしくお願い申し上げ
ます。【まつり実行委員会】

23

今年 も 校区 ソ フ トボ ー ル
大 会を 開 催す る 時 期に な り
ました。
町内 の 親睦 を 目 指し 、 コ
ミ ュニ ケ ーシ ョ ン を深 め る
為 にも 、 皆さ ん ご 参加 、 応
援 いた だ きま す よ うお 願 い
いたします。
日 時 ６月 日（日）
午前９時開始
場 所 三原台中学校校庭
（雨天中止）
申込〆切５月 日（金）
単位自治会又は地域会館へ
【健康スポーツ部】

満開のビオラ

丹精込めたゴテジャ

楽しく行事に参加

時

10

今年の「みはらふるさと
まつり」は８月３日（土）
４日（日）に三原台小学校
校庭で開催いたします。
今年も皆様にお楽しみい
ただけるよう各イベントを
考えています。
「みはらふるさとまつり」
は設営から後片付けまで、
地域の皆様にご協力をお願
いしています。
ふるさとまつりボランティ

24

今年もやりますスタンプカード
昨年初めて、校区内行事
参加スタンプカードを全戸
配布の結果、年度末の 年
３月 日には、最高のスタ
ンプ 個が並んだカードを
持ってこられた男性、景品
とくじ引きをして「来年も
ためるでー」。
反対に１～４個のスタン
プの方は、少しだけどと遠
慮がちに。いえいえどうい
たしまして。いろいろ参加
して下さってありがとうご
ざいます。スタンプは校区
の宝です。
今年のスタンプカードは
黄色です。年４回の校区内
清掃、８月の「みはらふる
さとまつり」 月の文化祭

堺市長選挙
令和元年

７時～

三原台小学校体育館

６月９日（日）

31

11

11

28

10

24

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

30

11

私たちに一番身近な選
挙です。棄権をせず責
任ある一票を！

20

16

31

29 31
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予防体操・ゲーム・脳トレ・塗り絵など

ふらっとぷらっと
８月

南区保健師によるプログラム

ふらっとぷらっと
９月

予防体操・ゲーム・脳トレ・塗り絵など

ふらっとぷらっと

１月

ディスコン・ボウリング・吹き矢

地域会館

２月

南区保健師によるプログラム

ふらっとぷらっと

３月

お茶会、１年のまとめ・次年度のお話など ふらっとぷらっと

30

ふらっとぷらっと

30

１２月 クリスマス会

30 30

ふらっとぷらっと

13

１１月 予防体操・ゲーム・脳トレ・塗り絵など

10

地域会館

10

１０月 ディスコン・ボウリング・吹き矢

使い方については各遊具の案内板に書いてあります

大橋一美先生の指導で楽
しく。無料
お気に入りは見つかりま
した？ 見学大歓迎！
お待ちしています。
問い合わせは
地域会館
☎２９２ー７０１５
【校区福祉委員会】

三原公園
健康遊具の紹介①

ジワジワ前屈
さわやかな風に誘われて
少し外に出てみましょうか。
公園で軽めな運動をして、
１日のスタートです。この
遊具は背面の大きな筋肉を
柔らかくして、姿勢の改善、
疲れにくい体にします。

こども園のお知らせ

６月のにこにこ広場は
「歯っぴー栄養クラブ」の
方々に来ていただき、「歯
の話」をしていただきます。
食事のことや口腔内のこ
となど、お子様の気になる
ことがあれば直接相談もし
ていただけます。
日 時 ６月４日（火）
～ 時（予約不要）
場 所 三原台こども園内
ホール

11

きれいな街は
三原台の誇りです

す。大きいゴミ袋は用意し
ますが、出来ればレジ袋を
ご持参ください。スタンプ
カードも忘れずにお願いし
ます。
【環境美化部】

校区内清掃
６月９日（日）
午前８時より

日（日）

三原公園入り口集合
雨天の場合

６月

親子のつどい

みんなで楽しく
子育てを

【環境美化部】
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６月 日（月）
９時 分受付
～ 時 分
ビ ッ ク バ ンで 歌 や 体 操 を
します。無料 先着１００組
主催 南区こども
ネットワーク会議

30

10

早朝から校区内清掃にご
参加いただいている皆様、
ありがとうございます。
最近ゴミがほとんど見ら
れなくなりました。きれい
にすればごみも捨てにくい
ということですね。
６月９日（日）令和元年
最初の校区内清掃を行いま

11 30

10

15

11

11

30

地域会館で楽しいひとときを

７月

◎チューブ体操
毎月第２・第４木曜日
時 分～ 時
皆さん集まって楽しく
年会費１２００円
◎ハモリーナ（コーラス）
毎月第２金曜日
時 分～１時間
年会費２０００円
◎ふれあい喫茶
毎月第１・第３・第４
金曜日
こぶしの皆さんがコーヒー
他おいしい食べ物を提供。
第４週はお楽しみ喫茶に
なる事も…
大体１００円均一
◎３Ｂ体操
毎月第３火曜日
９時 分～のりのり体操
時 分～らくらく体操

地域会館

三原台地域会館では、皆
さんで集まって出来る体操
や、コーラス、喫茶など、
楽しい時間を過ごしていた
だけるプログラムスケジュー
ルを用意しています。
お一人ならお友達作りに、
お友だちのいる方は誘い合っ
て、ご利用ください。
◎楽笑クラブ
毎月第１水曜日 ～ 時
介護予防体操・脳トレ
無料
◎元気モリモリ体操
毎月第１木曜日
時 分～ 時
指導 高井先生
介護予防体操 無料
◎いきいきサロン
毎月第３水曜日
（左記予定表を参考に）

ディスコン・ボウリング・吹き矢

12

６月

10

ふらっとぷらっと

地域のカレンダー
令和元年６／1～６／30
ジワジワ前屈

15

南区保健師によるプログラム

30

５月

６／１㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
５㈬楽笑クラブ
10～12時
６㈭元気モリモリ体操 13：30～15時
７㈮モーニング喫茶
９～11時30分
８㈯ボランティア定例会
10時～
校区自治連合会定例会19時30分～
みはらだより発行
９㈰校区内清掃
（三原公園入り口）８時～約１時間
堺市長選挙
（三原台小学校体育館） ７～20時
将棋･オセロ教室
９時30分
11㈫みなみ花咲くまちづくり作業９時
12㈬介護相談
10～12時
13㈭陽だまり
10～11時30分
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
16㈰校区ソフトボール大会
（三原台中学校校庭）
９時～
みはらふるさとまつり夜店店長会議
19時～
18㈫３Ｂ体操のりのり３Ｂ９時30分～
らくらく３Ｂ10時30分～
19㈬いきいきサロン
10～12時
21㈮モーニング喫茶
９～11時30分
青少年指導夜間パトロール20時～
22㈯大人の開放日カラオケ ９～12時
25㈫みなみ花咲くまちづくり作業９時～
27㈭チューブ体操
13：30～15時
28㈮モーニング喫茶
９～11時30分
29㈯大人の開放日カラオケ ９～12時

10

４月 日（木）は２組の
親子の参加がありました。
こども園の先生に来てい
ただき、「はじまるよ」の
手遊びや「あっぷっぷ」の
絵本の読み聞かせをしてい
ただき、「わぁお」の体操
の後は、桜の木に桜の花び
らシールや蝶々を貼りまし
た。シールを貼ったりはが
したりは手先をたくさん動
かせてよいそうです。
こども園の先生やいずみ
がおか幼稚園の先生が来て、
子育てのアイデァアをいろ
いろ教えていただけます。
ぜひ遊びに来てくださいね。
【陽だまりスタッフ】
次回の予定
６月 日（木）
未就園児親子の集い
～ 時 分
今年から男性保健師(關根
さん）が陽だまりに来てく
れるようになりました。

13

10

13

場 所
内 容
月

（無料）

いきいきサロン年間予定表
2019年度

令和元年５月号
ホームページアドレス
miharadai-rengou.com

み は ら だ よ り
第355号
（２）

