
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

皆様 新年明けましておめでとうございます 
みなさまにおかれましては健やかに輝かしい新春を迎えられた事とお喜び申し上げます。 

ここ泉北ニュータウンは１９６７年のまちびらきから４２年が経過し、人口減少と少子・高齢化が急速に進んで

います。特に２０代～３０代の若者が転出し、次世代のまちの担い手が戻ってこないことが大きな課題となって

います。堺市ではＨ２０年度よりニュータウン活性化のため、市民、自治会、ＮＰＯ、事業者、行政などが共に

取り組むための再生指針の検討委員会を立上げ、私もＮＰＯ法人すまいるセンターの代表として、この会議に参

画させて頂いております。この３月には「泉北ニュータウン再生指針」が発表される予定ですが、この指針の中

には「泉北ニュータウンのまちの価値を高め、次世代に引き継ぐ」ための新しい暮らし方に関する取組が提案さ

れています。 

若者世代が、どんどん都心部の利便性の良い場所に移住している・・・“街の帰属意識の低下”彼らにとって街

の価値＝生活の利便性となっているようです。泉北ニュータウンにおける２０代～３０代というのは、この街で

始めて生まれた世代であり、この街が故郷でもあるのです。 

しかしながら多くの若者にとって、この街に利便性以外に魅力を感じる部分がないようです。この街の歴史は

浅いですがニュータウン周辺には重要文化財や豊な自然環境などの多くの有益な資源を有しています。また、み

なさまも御存知の通り、この地域では福祉や子育て、環境、自然、歴史的遺産、音楽・美術などのありとあらゆ

る分野での地域活動が最近特に盛んになってきています。 

これらの有益な地域財産を子どもたちと共に地域知材として生かすことが出来れば、若者の帰属意識低下に歯

止めがかかるのではないかと私は確信しています。 
“この街で生まれた若者が将来もこの街で暮し続けたい。ここで子育てしたい”と思えるまちづくり。シニア世

代が自分達も楽しく生きがいづくりをしながら、様々な角度から地域の子どもたちと一緒に、まちづくりに取組

んで行く。 
それがまちの価値を高め、次世代に引き継いでいく・・・そんなまちになればと思い、これからも様々な活動支

援を行ってまいりますので、更なる御指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。最後に皆さんの御健康と

御多幸を心からお祈り申し上げます。 
 

ＮＰＯ法人すまいるセンター 代表理事 西上孔雄 
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『今年度すまいるセミナーのご案内』 
 

 第 13回 南区ふれあいまつり  
２００９年１１月８日(日)  １０：００～：西原公園グランド・堺市南区役所 

NPO 団体、市民活動団体の PR コーナーに加えて参加費無料の子供向けのク
ラフトコーナー（折り紙、紙粘土の野菜つくり、似顔絵、木の実の小物）、「ASU
の会」によるのアロマキャンドル作りと市民の方々が参加したくなるブースが 
設けられ 多数の方々に楽しんでいただけました。 
すまいるセンター(フォトサークル)＆泉北ニュータウン学会もＰＲブースで
参加しました。 

   第８回 ちょっくら わくわくまつり 

  ２００９年１１月２１日(日)  １０：００～泉ヶ丘駅前 噴水広場（茶山台 1丁） 

地域の障害者作業所が中心となり、障害者バザー･リサイクルマーケットを開催しています。 

 当日はすまいるセンターにてボランテイア登録いただいている方々にお手伝いいただき、みかんの販売を 

しました。ボランテイアの皆様、お疲れ様でした。 

   すまいるセミナー活動 
  「花束の寄せ植え」       「詩吟教室」♪竹城詩吟会♪     「フォトサークル撮影会」 
  10月 17日(土) 講師：岡本 加寿絵氏 10月 24日（土） 講師：鍵谷 鷹隆氏 10月２４日（土）綿業会館撮影会 

                                                

 

 
 
 
 

「クリスマス＆新春の寄せ植え」   「手作り年賀状教室」    「クリスマスツリー＆干支(トラ)」 
   11月 14日（土）講師：大和 豊子氏 11月 28日（土）講師：中井 孝子氏 12月 22日（火）講師：山中氏（堺千年の森クラブ） 

 

 

 

 

 

 

   堺っ子環境フェスティバル    

 
第１回 フォトサークル勉強会  

         日時：3月６日（土）午後 2時～ 
         講師：塗田 敏夫（すまいるフォトサークル） 
  

    第２回「相続ってどうなるの？遺言ってどう使うの？」  
         日時：３月１３日（土）午後 2時～ 
         講師：樋口 聡氏（あい司法書士法人） 

 
 

 

（グリーンアドバイザー） （吟道鷹詠館総師範、竹城吟詩会講師） 

（花・華・はな教師） 

11月 28日（土）泉ヶ丘駅前ビッグアイ広場 



 

    ～すまいる会員さんの紹介コーナー～ 
 

堺市南部丘陵における里地里山保全の取り組み 
ＮＰＯ法人 いっちんクラブ 副理事長 松弘 茂 

   
堺市の「緑のシンボルエリア」の一つである南部丘陵に位置している「堺自然ふれあいの森」は、堺市の

最南端に位置し、北側に泉北ニュータウンが隣接している堺市で唯一豊かな自然環境が残された場所であり、

周囲の営農環境と一体的に自然環境の保全と市民のレクリエーションの場として活用されています。 
  ＮＰＯ法人 いっちんクラブ は、「堺自然ふれあいの森」で、人々と里地里山とのつながりを回復し里山
文化の継続発展を図り、里地里山を「緑の財産」として保全し、人と自然、人と人が触れ合える場として次

世代に継続していくことを目的とした活動を行っています。 
  又、公園に訪れる子ども達や大人の方々にも、里地里山体験活動や環境学習を通して、生物多様性の意義

を学ぶ機会を提供し、地域住民との交流を推進し、自然と共にあるまちづくりに寄与することを目的に活動

しています。 
  具体的には、季節に応じた子ども対象のイベントを企画し、樹木や花、農作物、昆虫等の生きものに触れ

る（触ってみる）機会を提供して、興味を持つことからスタートし、それが楽しみや喜びとなることを目指

しています。最初は怖々だった子ども達も時間とともに慣れて目が輝いてきます。 
  堺市は、平成 21年 1月に国より環境モデル都市に認定されました。いっちんクラブも「堺市環境都市推
進協議会」に参加し、南部丘陵の自然環境の整備と保全の取り組みに微力ながら協力したいと考えています。 
この活動により森林や農地の整備を行うことで、隣接する泉北ニュータウンの活性化につながるような仕掛

けを模索しています。 

   
      環境学習 小学 5年生                木登り 体験  

 
 
 
 
 
 



 <栂美木多駅前緑化活動><桃山台小学校生徒の花壇> 

前回この紙面で紹介しました、桃山台小学校の生徒が種から育ててくれた花苗を植え付け、ゴールドクレスト

（背の高い緑色の樹）をこどもたちが牛乳パックを利用して作ったクリスマスの飾りで飾りつけました。 

当日は地域の方（府営桃山台元気クラブ、原山台シニアクラブ）が一緒に植えつけのお手伝いにかけつけて 

くれました、多くのボランテイアの方々のご協力のお陰で四季折々の花々が楽しめる駅前広場となってきて 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「協力し合ってフラワーボットに花植」             「栂美木多駅前北側ロータリー」 

 

 

 

            ＜みなみかぜスマイルねっとだより＞ 

 
 

 

 

名前はプール ヴー（pour vous）。英語の for you をフランス語にしたもの。 

 意味はもちろん、親しみやすい音とプールの横という立地を連想させるところ 

 も気に入って名づけました。  

   飲み物と授産品スイーツの提供からスタートです。若者や主婦層や南区の 

     皆さんに親しまれる場、そして障がいを持つ人たちとの接点をもつことでみな 

が自然に融和できる場所になることを目指しています。 

                     目標を現実にと夢を描いてスタッフ一同邁進していきますのでご協力のほど 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

中井 公亮 

 

 

1月からみなスマねっとで働く様になりました 
「みなさんがいて私がいる」をテーマに、いろん

な人を巻き込んで仕事がしたいと思っています。 
常に明るく前向きに精一杯頑張ります。 
よろしくお願いいたします。 

3月末泉ヶ丘プール横に 

カフェをオープンします 



プラチナ賞 5名 

                                          

 

 
泉北ニュータウンや周辺地域の「まちづくり」活動を推進している、泉北ニュータウン学会〔小田 章・会長〕と NPO 法人すまい

るセンター〔西上孔雄・代表理事〕が共催して行いました、2009 年すまいるフォトコンテストには、173点の作品が集まりました。

審査員〔久家雅彦・安積利範・塗田敏夫など〕が厳選な選考を行いました結果。 

下記のその他 20作品が〔ゴールド賞〕となられました。 

表彰は2月14日の土曜日に行われる、NPO法人すまいるセンターの総会席上で 、表彰状と記念品などの贈呈が行われます。

および作品は、泉北高速鉄道の泉ケ丘駅構内で、2 月 25 日から 4月 2日までの間に一般公開されます。なお、3 月 6 日の土

曜日・2時から、すまいるセンターで基礎写真講座が開かれます。どちらも参加者は事務局〔NPO法人すまいるセンター・担当・

山下、072-299-2323〕へ事前の申し込みが必要です。 5 作品に〔プラチナ賞〕が、氏名・住所・作品題名は下記の通り。 

  

 

       岡本 司（北区金岡町） 装い        志摩 拓郎（南区赤坂台）泉北 

津川千代子（河内長野市）初夏の頃        矢野川英子（東区菩提）  

鹿児島良夫（中区福田）嵯峨野散策 

 

      

  宇野英子（思い出のサンフランシスコ）       吉本秀一（僕が一番） 

 坂本明子（夕暮れの街）         大澤 明（青い秋） 

 根来伸之（赤い帽子の子）    稲田照美（ムギマキ♂） 

 折越きぬえ（潔白）     久住利男（延命寺） 

 景井信太郎（檜扇ひおうぎ）    上井和子（スイレン満々） 

 北西敬子（聖夜の雪だるま）    藤川梅義（蝶々と彼岸花） 

 藤川佳子（お勤め）     東山洋司（まつり前） 

 平原有啓（花と蝶）     檜本 隆（もう大丈夫） 

 矢田多加恵（さわやかな秋）    大江達彦（航跡） 

 高橋紀美子（主人と孫）    池  清（晩秋） 

 

  

 海野正孝（御手洗峽）    津川伊佐雄（ぶなの小径） 

 野矢 正（時の歪み）    久冨 文隆（花代公園） 

 和田ミチ子（秋の入口）    久家 雅彦 

 手拝康子（霧島連山の初雪）   安積利範 

 杉本 恵（光明池の朝）    塗田敏夫 

 

＜花ネットたけしろ オープンガーデン＞ 

第１３回 堺市「景観活動部門」に選ばれました。「花の輪づくりは 地域の和（なごみ)」をモットーに 

「美しい街並み」   「3 世代コミュニケーションの場」  「地域活性化」 を 花みどりを通じてのまちづくり活動が 

市民投票 ・ 書類審査 ・ 現地審査 など 数々の審査を経て選ばれました。おめでとうございます！ 

今年で 公開９回目となりましたオープンガーデンは ４月１７、１８日の土曜日、日曜日に開催されます。 

公共 ２個人、１６の庭が公開される予定です。 

 

順不同 

ゴールド賞  20 名 

無鑑査 



 

＜H 21 年度 南区 アクティブカレッジについて＞ 

昨年に続き南区役所から業務委託受け、Ｈ２１年度の南区アクティブカレッジ（活動体験コース）を（自然・

農業・歴史）の体験の３コースを。座学から飛び出し、地域を学び体験する講座は受講生の総数は３７名となりました。 

オリエンテーション後、2 ヵ月間各々のコースに分かれて体験。１２月１日に、受講生の方々が模造紙に内容を纏め報告

会を開催し無事終了しました。 

 

＜農業体験コース＞ 

 8 回の体験は土・畝作り、種まき、除草・病害虫対策等の基本学習。 

 

＜歴史体験コース＞ 

「須恵の村と上神谷の歴史を巡る」 

「栂美木多近辺の歴史探索」 

「泉ヶ丘の近現代史を観る」 

「泉北の歴史ロマンに夢を馳せる」 

  

＜自然体験コース＞ 

 
南区の里山ウオーキング、 

ふれあいの森の 

里山保全体験とともに 

草花・樹木をウオッチング。 
 

   
すまいるセンターの会員の有効期限は1月１日～12月31日となっていますので、更新の手続きを是非お願いします。手

続きは簡単、年会費（一般：¥1,000  賛助：¥10,000/1 口）を事務局又は指定口座に振り込むだけ。もし、電話番号や住

所、メールアドレスが取れた、等々ありましたら事務局までお知らせ下さい。 

 また、以前と同様にこの会の趣旨に興味があり、活動に参加して下さる新会員も常時広く募集しております。会員にな

って頂いた方には以下のようなメリットもございます。 

 ●会員特典！ 

  ・すまいるセンターの喫茶が 50円引き。    ・すまいる通信（機関誌）の無料購読。 

  ・すまいるセミナーへの参加特典。       ・各種イベントへの無料参加。 

  ・すまいるセンター（部屋）の無料貸与。    ・介護や住宅改修の無料相談。 

  ・高齢者向けﾊﾟｿｺﾝ講習を格安で受講。     ・コピーやＦＡＸ、輪転機が格安  などなど 

 

 セミナーへの参加や会員登録などのお問い合せは、 

   「すまいるセンター事務局」までお気軽にお電話下さい。 

 

住 所：〒590-0141 

      大阪府 堺市 南区 桃山台 2-3-4 

      特定非営利活動法人 すまいるセンター 

            事務局担当  山下  

         TEL:072-299-2323 FAX:072-299-2803 


