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12 月からすまいるカレッジ（写真講座）がはじまります。 

    初めてカメラを持った方もぜひ気軽に申し込んでください！！ 

 

楽しい写真教室のご案内 

 

 講座日程 
前期【ゼロから始める写真の撮り方】（4回） 

日程・・・・平成２３年 12月１３日(火) １２月２０日(火) 

平成 2４年  １月１７日(火)  ２月２１日(火) 

後期【撮った写真をパソコンで整理してみよう！】(２回） 

日程・・・・平成2４年  ２月２８日(火)  ３月６日(火) 

＊時間は、前期、後期共 ９時３０分～１１時３０分（講座により変更有り） 

 会場・・・・・「すまいるセンター」 
 講座内容(詳細カリキュラムは後日別途) 

     前期講座・・・●コンパクトデジタルカメラで写真の撮り方 

●ウォーキングをしながらの撮影（荒山公園の梅の花などを撮影の予定） 

     後期講座・・・●撮った写真をパソコンに取り込む 

            ●写真の整理、印刷 

 対 象 者・・・コンパクトデジタルカメラの初心者の人 
               パソコンの入力・使用経験多少ありの人 

 参 加 費・・・初回講座時にお支払いください 
   前期講座・・・・￥3,000 
   後期講座・・・・￥1,500 
   全期講座・・・・￥4,500 

 募集人員・・・10名（先着順） 
 締 切 り 日・・・平成23年 11月 20日 

 

 ― 申し込み先 ―  ＮＰＯ法人 すまいるセンター  

 〒590-0141  堺市南区桃山台 2-3-4  ツインビル桃山西側 1階 
            ＴＥＬ  ：  072-299-2323     FAX ：  072-299-2803 
            ＭＡＩＬ ：  info@smile-center.jp 

      ＨＰ   ：  http//www.smile-center.jp 

【発 行】 
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 

 
〒590-0141 
 堺市 南区 桃山台 2-3-4 

TEL：072-299-2323 

FAX：072-299-2803 
e-Mail：info@smile-center.jp   HP：http://www.smile-center.jp 

参加費に含むもの 

① 講座時の飲物代 

② 参加者全員の行事保険 

《途中リタイアをされても返金は出来ません》 
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  すすままいいるるカカレレッッジジ開開講講中中  
６月からはじまった本年度の「すまいるカレッジ 健康づくり講座」は、天候の影響を受けながらも順調に

日程を消化しています。８月は、エルエスト泉北でＡ・Ｂコース合同の室内講習。皆さん始めてのバランスボ

ールエクササイズを楽しんでおられました。９月には、各コースそれぞれのウォーキングが開催されました。まず６

日は、泉北を中心に活動中の「すこやかウォーク水曜会」のお二人にご指導いただきながら南区公園巡り。秋のかろ

やかな晴天の下、黄花コスモスや栗などを鑑賞しながらの楽しい一日でした。２０日の陶器山コースは、７月１９日の雨

天振替日。この日も台風１５号の影響を感じる曇り空で、途中雨に降られながらも何とか開催。足元の悪い中でも、彼

岸花の咲くあまの街道を散策し、三都神社や槇塚台高齢者モデル事業の宿泊施設見学など、充実した一日でした。 

さて、いよいよ秋本番でウォーキングにぴったりの季節になってきました。また、皆さんに“新しい発見”を見つけてい

ただけるようにとスタッフ一同、開催日を楽しみにしております。 

<これまでのすまいるカレッジの様子> 

 

 

 

 

 

 

 

 

<これからのすまいるカレッジ> 

⑥10/18(火)：腰痛予防ストレッチ（合同) 

⑦10/25(火)：ウォーキング(２Ｂ)（百舌鳥古墳群コース）（７ｋｍ） 

⑧11/ 1(火)：ウォーキング(３Ａ)（光明池コース）（５ｋｍ） 

⑨11/15(火)：ウォーキング(３Ｂ) (堺環濠内歴史コース）（７ｋｍ） 

⑩12/ 6(火)：体力測定チェック，発表と懇親会（合同) 

  ここれれかかららのの  すすままいいるるセセンンタターー活活動動予予定定  
 

『みかん狩り』 
日 時：１１月１２日（土）午前１０時～午後１時（雨天時は翌週平日に順延） 

場 所：特別養護老人ホーム 美樹の園 

 

『餅つき大会』 
日 時：１２月１７日（土）午後１時～ 

場 所：すまいるセンター 

 

『 忘年会 』 
日 時：１２月１７日（土）午後１時～ 

場 所：すまいるセンター 

 

8/1(月)バランスボール 

   エクササイズ 
9/6(火)南区公園巡り 9/20(火)陶器山散策 
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スタッフの自己紹介 

ここでは、すまいるカレッジの準備や受講生のサポートなどの活動をはじめ、すまいるセンターが関わっている、さま

ざまな活動を裏から支え、がんばってくださっているボランティアスタッフの皆さんを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自己紹介■ 

大阪市阿倍野区生まれで、何にでも興味を持ち特に、大の鉄道(乗り鉄)好きです。 

■すまいるカレッジの印象■ 

受講生の皆さんの中には、高齢者の方もおられ、また、年齢差もあり同じカリキュラムではかな

り無理が有るのではと、自分ながらに考えていました。なんのなんの、受講生皆さん私よりも、

ずっと元気で健康的でした。受講生の皆さんに、元気な力を頂きました。 

■自己紹介■ 

年齢は、現在のサポーターの中では最年少ですが、スタッフ経験では最古参かも？主に HP掲

載など IT 関連や、記録写真撮影と掲載等の業務サポートに従事しています。 

■すまいるカレッジの印象■ 

 実施直前で、諸般の事情で予定変更等が発生した際に、電話や書簡などで講座参加者に、

細心の注意を行って連絡しているつもりですが、参加者からクレームを受けるケースもあり、

双方向での最終確認の徹底方法をどうすれば良いか？に苦慮しております。講座終了後に参

加者相互の交流の輪が広がり、グループを作りサークル活動を行っているとの報告も戴いて

おります。今後も受講終了後の、参加者の交流の輪の広がりを期待しております。 

Ａさん 

Ｕさん 
■自己紹介■ 

すまいるセンターでのパソコン教室を水曜日、金曜日の午前中（10～12 時）やらせてもらっています。 

■すまいるでのこと■ 

すまいるセンターのスタッフの一員になって４～５年になりますが、アクティブカレッジのお手

伝いと言うことで気軽に引き受けました。お蔭様でいろいろな人と出逢い又色々なボランティア

団体のあることを知り勉強になることばかりでよかったと思っています。あまりお役にたててな

いと思いますがお声をかけて頂いたことに感謝しています。 

Ｓさん 
■自己紹介 と すまいるのこと■ 

泉北ニュータウン外に在住のスタッフです。すまいるセンターの会員＆スタッフとしてお世話に

なって２年余り、私の人生の第２ステージの仲間活動の中で、一番大きな柱となり、その中心が「す

まいるカレッジ」となっています。今後もこの恵まれた泉北ニュータウンの住環境が、「灯台下暗

し」とならない様、更に南区民の交流の高度化を目指したいと思っています。  

Ｔさん 
■自己紹介■ 

好奇心がいっぱいで、楽しいことが大好きです。が、年々、パワー不足を感じています。大勢の

孫たちから元気をもらっています。（お守りも大変ですが。） 

■印象に残ること■ 

参加できる時は、真っ先に自ら楽しんでいます。昨年の料理のときは、準備不足を露呈してしま

いましたがいい経験をさせていただきました。みんなで作り、みんなで食べる事は一番楽しく、

生活の基本を確認しあって、教えて頂く事も多く又できたらいいですね。 

Ｔさん 
■自己紹介■ 

・泉北ニュータウンに住んで 35 年  ・60 年に及ぶ「虎」ファン 

・すまいるセンターとの出会い･･･すまいるセミナーの講師をしていた友人との繋がり 

■すまいるでのこと■ 

・すまいるセンターのお手伝いするようになって、早いもので 2年半になります。「アクティブ

カレッジ」や「すまいるカレッジ」の運営のお手伝いを通じて、未知の分野の方々との出会い

があり、その出会いを大切にしたいと思います。 

・日常の業務で苦労していることは、パソコンの扱いが不慣れで、サポーターの皆さんに常に

教えていただきながら、こなしているのが現状です。 

Ｈさん 
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以上７名のスタッフの皆さんが、すまいるカレッジの企画運営の中心となって、日ごろから意見を出し合い、話し合っ

たり、また、他にもすまいるセンターのさまざまな仕事をお手伝いくださっています。 

 

  花花ううええでで、、心心ややすすららぐぐままちちづづくくりり、、合合わわせせててすすすすめめるるひひととづづくくりり  
秋の花に（平成２３年 ９月１０日（土）１０：００～１１：００） 

    東日本大震災の復興が一日でも早いことを心からねがっています。 

栂美木多駅前のフラワーポット花を地域グループの皆さんに植え変えてもらいました。 

今回の参 加 者：１９名 参加グループ：Ｉ ＩＯＶＥ 花、サンシャインステンドグラス工房、 

原山台シニアクラブ、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：堺市公園協会 

 

 今年の７月、桃山台小学校の生徒さんが花植えに来てくれました。そのとき、花の苗をポットから出して 

土の上に置き、上から土をかけ、花を植えたと思っている小学生がいたことに吃驚しました。 

今どきの小学生は花の植えかたも知らないのか？これからは花の植え方から教えなくてはいけないな！ 

と痛感したのは私だけでしょうか？ 

今年の夏も花の見守り隊の方々が週三日、夕方に水遣りをしてくれたおかげで花壇の花は本当に綺麗にさき

ました。今回は『花の見守り隊ボランティア』の方々のコメントを紹介します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■自己紹介■ 

趣味はゴルフと愛犬との散歩です。 
■すまいるでのこと■ 

 会社を引退後、「泉北ニュータウン学会」に入会したのがきっかけとなり、すまいるセンターの 
イベントのお手伝いをするようになりました。３年前のアクティブカレッジで事務局のお手伝い

をして現在にいたり、今回のすまいるカレッジのお手伝いをしております。 

■Ｋさん■ 

私は仕事以外何も出来ないので何か、出来ることが無いかと老人大学に入学、すまいるセン

ターに入会でき色々と勉強になり、花のボランティアが出来るようになり楽しい日々を送っ

ています。栂駅の花壇（区役所前）に小学生が植えてくれる花は立派に育てたいと思って？ 

花は正直です。今年の夏は日照りが強かったので水遣りをサボると萎れています。でも通る

人から『ご苦労さん』の言葉は嬉しいですね。又頑張ろうと思います。 

■Ｔさん■ 

花の水遣りを体験して少しでもお手伝いが出来ればと参加しました。駅前の水遣りは大変で

す。近くに水栓があれば大分楽になるのにと毎年感じます。来年は少し改善される事を期待

します。皆さんの努力のおかげで花は毎年美しく咲いています。 

■ Ｙさん■ 

夏の暑い夕暮れ時、水遣り中の美男子達に『手伝いましょうか？』と声をかけたのがきっか

けで三度目の夏の水遣りが終わりました。週三度の水遣りは大変ですが花が綺麗に咲いてく

れることが喜びですし、無料でジム通い代わりのダイエット効果もあるかも・・・ 

本音は夕立があること期待しながら来年も、また、参加したいと思います。 

Ｍさん 
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  第第１１５５回回  南南区区ふふれれああいいままつつりり  
 

今年もグランドに市民活動ブースが設置されます。楽しいクラフト 

コーナーのある区民交流ひろばや、南区各校区の模擬店、ふわふわ遊

具が楽しいこどもひろばなど、催し盛りだくさんです。 

 

【開催日】２０１１年１１月１３日(日) 

 

【時間】１０：００～１５：００頃（雨天の場合は中止） 

 

【場所】西原公園グランド 

 

 

  ちちょょっっくくららわわくくわわくくままつつりり  
 地域の障がい者作業所が中心となり、バザー･リサイクルマーケットを開催し 

ます。縁日大会、大抽選会、ステージやバザーコーナーなど催しいろいろです。 

昨年と同様、第 2会場がコミュニティカフェ「プールヴー」（泉ヶ丘プール）に 

なり、みなみかぜスマイルねっとのスタッフも PR活動に参加。すまいるセンター 

では、毎年好評のみかん販売ブースを出店します。 

【開催日】２０１１年１１月１９日(土) 雨天順延２０日（日）  

【時間】   １０：００～１５：００ 

【場所】第１会場 泉ヶ丘駅前 噴水広場／第２会場 プールヴー 泉ヶ丘プール 

 

 
 

  

 

  すすままいいるるフフォォトトササーーククルルごご報報告告  
 

〔すまいるフォトサークルとあかさか写楽〕の兄弟サークルが、 

NPO すまいるセンターに所属をして、春夏秋冬年四回の活動を目指し屋外

撮影と室内勉強会を各々行っています。写真歴 30 年以上で各賞に輝く実

績をもつベテランのみなさまが指導を担当。 

NPO すまいるセンターの年会費千円を事務局に支払い会員登録します

と、初心者から老若男女を問わずにサークル活動に参加でき、泉ケ丘駅構

内展示や HP 上で作品公開も。ぜひお気軽に参加をして、自由に写真を楽

しみや地域コミュニケーションを満喫してください。 

〔世話役、安積・海野・久家・志摩・塗田〕 

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。 
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  みみななみみかかぜぜ  ススママイイルル  ねねっっとと  

１０月２８日（金曜日）～１１月６日（日曜日） 

Pour vous 文化祭 開催！ 
↓その他、今月のメニュー、プールヴーカレッジなど詳しくは別紙 Pour vous 通信 10 月号をご覧ください！↓ 

 

 

 

 

◇ 

 

  すすままいいるるセセンンタターー会会員員募募集集!!!!（（継継続続・・新新規規））  
 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 すまいるセンター 

事 務 局：〒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 

※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。 

廃油回収ステーション 
９月から すまいるセンターでも廃油回収を始めました。回収ボックスを設置してます。 

回収期間は毎月１日～第２水曜日まで。毎月第２水曜日、ＡＳＵの会さんが回収します。 
※注意※ 
＊回収できる油は食用油（使用済み・期限切れ）です。 

＊使用済みてんぷら油を油が入っていた容器、 

又はペットボトルに入れて出してください。 

＊ビンや牛乳パック、ビニール袋に入っているものは回収できません。 

＊灯油・エンジンオイル・水・洗剤・ラードは絶対にいれないでください。 


