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特定非営利活動法人
(NPO 法人)すまいるセンター

代表理事 西上 孔雄
副代表理事 西尾 正敏

e-Mail：info@smile-center.jp

HP：http://www.smile-center.jp

〒590-0141
堺市 南区 桃山台 2-3-4
TEL：072-299-2323
FAX：072-299-2803

東日本大震災で、被災された方にお見舞い申し上げますとともに、
犠牲になられた方に謹んでお悔やみ申し上げます。
また、被災地の一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
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[開催目的］
①東日本大震災の復興支援イベントとして開催
②市民と団体、または団体同士のネットワークを構築し、様々な協働づくりの場とする。
③同じ分野の個人と団体が集うことで、地域の課題を共有し解決するきっかけづくりの場とする。
④子ども達の古里意識（帰属意識）の向上のためのつどいとする。
⑤異世代間の交流・国際交流を促進する場とする。

すまいるカレッジ第２弾 募集のご案内！
昨年度から開催して好評のすまいるカレッジを今年も開催します
いつまでも元気に活躍しながらＰＰＫ（ピンピンコロリ）が理想です
よね。この講座では、皆さんの健康状態を測定しながら、専門家と一
緒に健康づくりについて学んでいきます。そして、緑あふれる南区内
でウォーキングを楽しみながら、自分にあった健康づくりを体得して
いただきます。健康づくりと地域活動を体験することで、皆さんの中
にあるいろいろな可能性を引き出して、これからの人生を生き生きと
すごせるよう後押しすることが、この講座のねらいです。
次ページからスケジュール詳細です。
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『 健康づくり講座 』 日程表

平成２３年度 すまいるカレッジ
回
数
1

集合場所
講座名
時

間

エルエスト泉北

(月)

10:30〜12:30
南区役所

(火)

泉ヶ丘駅

7/19
(火)

オリエンテーション
体力測定チェック
ウォーキング(1)

9:30〜11:30

2

内

（荒山公園コース）

◎

エルエスト泉北

(月)

未定

未定
泉ヶ丘駅

(火)

ウォーキング(2)

4

9:30〜12:00

（南区公園巡りコース）

南区役所→西原公園→埋蔵文化センター→
荒山公園→竹城公園→プールブー→泉ヶ丘駅
泉ヶ丘駅→槙塚公園→逆瀬川ｸﾞﾗﾝﾄﾞ→

ウォーキング(1)

8/1

オリエンテーション、体力測定と運動指導（Ⅰ）

○

○ あまの街道分岐→陶器山ﾄﾝﾈﾙ→三都神社分岐→

9:30〜15:00 （陶器山コース）

9/6

岩室観音院→晴美台 BS〜バス〜泉ヶ丘駅
「若々しさは姿勢から」

◎

〜実技を通してカラダを知ろう〜
泉ヶ丘駅→三原台公園→高倉公園→

○

晴美台センター→かもしか公園→槙塚公園→
泉北すえむら資料館→泉ヶ丘駅
栂美木多駅〜バス〜霞ヶ丘 BS→履中陵→

栂美木多駅
9/20

ウォーキング(2)

(火)

容

Ａ Ｂ

6/20

7/5

3

コース

日程

9:30〜15:00

○

（百舌鳥古墳群コース）

いたすけ古墳→御廟山古墳→仁徳陵→
堺市博物館→茶室「伸庵」→日本庭園→
自転車博物館→御陵通 BS〜バス〜栂美木多駅

5

10/18 栂文化会館
(火)

筋肉と骨の構造と働きの説明と、改善指導

◎

（シニアに合った優しい運動）

13:00〜15:00
光明池駅

11/1
(火)

ウォーキング(３)

9:30〜11:30

6

栂美木多駅

11/15
(火)

7

腰痛予防ストレッチ

栂文化会館

(火)

13:00〜15:30

○ 千利休屋敷跡→蘇鉄山→旧堺燈台→堺刃物会館→

（堺環濠内歴史コース）
体力測定チェック
発表と懇親会

光明池守護神社→光明池駅
栂美木多駅〜バス〜御陵通南 BS→南宗寺→

ウォーキング(3)

9:30〜15:00

12/6

（光明池コース

光明池駅→野鳥の森→光明池大橋→

○

菅原神社→堺市役所→堺東〜バス〜栂美木多駅
体力測定と運動指導（Ⅱ）、

◎

グループ討議と発表＆懇親会

＊ 諸般の都合により、日程、内容など変更する場合がありますのでご了承ください。
定

員：

Ａコース

２４名 ・

受講料：

Ａコース

３５００円（７回講座） ・

Ａ、Ｂの両コース受講

Ｂコース ２４名
Ｂコース

３５００円（７回講座）

５０００円（１０回講座）

※講座当日の交通費等実費は都度自己負担となります。
※通年受講のみの受付のため、各コース一括払いでお願い致します。
お申し込み、お問い合わせ先：
すまいるセンター 事務局

電話:072-299-2323

FAX:072-299-2803
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平成２３年度

総会のご報告

２０１１年２月１３日（日）１１：００〜：ビッグアイ（泉ヶ丘）
第７回総会が行われました。会員の皆様にはお忙しい中、出席いただき
誠にありがとうございました。議案全てが承認され、無事総会を終了する
ことが出来ましたことを報告させて頂きます。
尚、総会終了後、「泉北高速鉄道の利便性と価値を高めるために」をテ
ーマに市民公開シンポジウムを開催しました。

すまいるセミナー活動報告
①「わらもじ講座」
開催日時：１月８日（土）午後１時３０分〜３時３０分
講
師：清水 藁水（しみず こうすい）氏（わらもじ発案者・宗家）
小学生から、年配の方までわら文字を楽しみました。

すまいるフォトサークルご案内
すまいるフォトサークルは、NPO 法人すまいるセンターの文化・芸術分野で年間を通じて活躍をしているメ
ンバーです。所属する人数は約 50 名。会運営はすまいるセンターの規則に従い、春夏秋冬の撮影会とすまい
るフォトコンテストや南区役所会場で写真作品展示などを行っています。お世話役として、安積・久家・岡本・
宇野・矢野川〔敬称略〕などが指導。今年も参加者が楽しめるような自由参加での撮影と作品展示場所を増や
せるように取り組んでおり、４月１６日には基礎写真講座と「Ｈ２２年度すまいるフォトコンテスト」表彰式
が行われました。
Ｈ２２年度すまいるフォトコンテスト受賞作品
<プラチナ賞>

写真撮影やまち歩きにご興味のある方は、気軽にすまいるセンター事務局・山下までお問い合わせください。

みなみかぜ

スマイル

ねっと

ホームページはこちら →

http://www.minasumanet.jp/

今月のメニュー、プールヴーカレッジなど情報満載！

別紙 Pour vous 通信 4 月号をご覧ください。
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花うえで、心やすらぐまちづくり、合わせてすすめるひとづくり
春を待つ花に（平成２３年 １月２２日（土）１０：００〜１０：３０

質問会 10：45〜11：45）

新春を迎える花の葉牡丹を、寒さの中で咲く春を待つ花に植え替えました。区役所側は桃山台小学校の 4 年
生が、種から育てた苗を植える予定でしたが、苗が植え替えが出来るまでに育っておらずロータリー側と同じ
く公園協会さんからの花を植えました。今回は花植えの作業後、公園協会の講師に来ていただき、自由参加と
言う形ですまいるセンターで植物全般にわたる質問会を行いました。
尚、講師の野入（のいり）先生は南区役所１階で「みどりの相談コーナー」を毎月第四月曜日に開いておら
れ、誰でも来て下さいとの事です。（参加者：３１名）
春を感じる花（平成２３年 ３月２６日（土）１０：００〜１１：００）
東日本大震災により被害を受けられました方々に対して、心よりお見舞い申し上げます。
栂美木多駅前のフラワーポットに、心を明るくする春の花を地域グループの皆さんに植えてもらいました。
お忙しい中ご苦労様でした。（参加者：２７名）
参加グループ（Ｉ ＩＯＶＥ 花、エルエスト泉北、みなみ花咲くまちづくり（竹城台校区）、豊田菜園クラブ、
花ネットたけしろ、サンシャインステンドグラス工房、原山台シニアクラブ、NPO ナルク、桃山台元気グルー
プ、すまいるセンター、泉北ニュータウン学会）

主催：泉北ニュータウン学会／後援：堺市南区役所

すまいるセンター会員募集!!（継続・新規）
すまいるセンター会員の有効期限は、1 月 1 日〜12 月 31 日となっています。更新手続きは簡単ですので、是非お
願いいたします。下記の年会費を、事務局か指定口座でお支払いいただくだけです。もし電話番号や住所などに変
更のあった方は、事務局までご連絡ください。同時に当会の趣旨に興味があり、活動にご参加いただける新規会員
も常時募集しております。会員の方には特典としてさまざまなメリットがございますので、是非この機会にご入会
ください。
会員特典！

●喫茶コーナー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
●イベントへの無料参加●コミュニティスペースの無料貸与●介護や住宅改修の無料相談
●高齢者向けパソコン講習をお得に受講●コピー、ＦＡＸ、輪転機利用がお得 などなど

年 会 費：一般会員

¥1,000

、賛助会員

¥10,000／１口

振 込 先：ゆうちょ銀行 口座番号 ００９９０−０−２４０４４６
加入者名：特定非営利活動法人
事 務 局：〒590-0141

すまいるセンター

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
TEL:072-299-2323

山下

FAX:072-299-2803

※既に会員継続手続きがお済みの方は、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
※年会費は 1 年単位です。年度途中の入会でも月割りいたしません。また、一度入金された会費は脱会等が生じた場合で
も返金いたしませんので、ご了承願います。

