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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
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すまいるカレッジ開講中
すまいるセンターで開催の「健康づくり講座」も３年目を迎えました。南区に在住のシニアの皆さんと一緒
により楽しく健康づくりに取り組みたいと、今年も下記の内容で計画致しました。健康づくりと仲間づくりに、
是非皆様のご参加を心からお待ちしております。
●

受講料

：

３５００円（弁当代１回含む）

※小谷城資料館入館料２００円は自己負担です。
※欠席及び途中リタイアされても、受講料の返金は出来ません。
●

募集人員

： ２０名程度（年齢不問、南区在住優先）

●

各講座を実行の都度、参加者全員の「行事保険」に、すまいるセンターにて一括加入致します。

●

募集期間

●

不明点等講座詳細は、下記までお問合せください。

： 平成２４年４月２日

ＮＰＯ法人

～ ５月１０日（先着順）

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

メール：info@smile-center.jp
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平成２４年度 すまいるカレッジ
開催日

回
数

月

1

5

2

日

開催場所（集合）

『 健康づくり講座 』 日程表

講 義 名

内 容

時 間

オリエンテーション
２２日 栂文化会館
（火）
１0:00～12:00 体力測定と運動指導

本講座の狙いと概要説明 と お願い事項

見直そう生活習慣
１２日 栂文化会館
（火）
「新健康さかい２１」
１0:00～12:00

堺市生涯学習まちづくり出前講座:NO.Ｇ-01

測定種目：柔軟、敏捷性、握力等、と運動指導

生活習慣病とその対策

6
3

泉北ウォーク（美多彌神社コース）
２６日 すまいるセンター
＜約５km＞
（火）
9:00～13:00 親睦ミーティング

すまいるｾﾝﾀｰ→行者堂→新檜尾台公園→美多彌神社→和田邸→
すまいるｾﾝﾀｰ（昼食懇親会）

4

１０日 すまいるセンター 泉北ウォーク（御池台公園コース）
＜約５km＞
（火）
9:00～12:00

バスにてｰ→御池台5丁→周辺散策（堺市老人福祉センター）→御
池台公園→庭代台公園→原山台公園→栂・美木多駅（解散）

シニアの食生活指導
２４日 栂文化会館
（火）
１0:00～12:00 料理教室・試食（実習なし）

高血圧予防食事メニュー

7
5

6

8

７日
（火）
１１日
（火）

7

栂文化会館
腰痛予防ストレッチ

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）

泉北ウォーク（小谷城址コース）
＜約７km＞

栂美木多駅→西原公園→伏見稲荷大社→
多治速比売神社→小谷城資料館（見学）→
若竹大橋→泉ヶ丘駅(解散）

１3:30～15:30
すまいるセンター
9:00～12:00

9
若々しさは姿勢から！
２５日 栂文化会館
（火）
１0:00～12:00 親睦ミーティング

8

堺市生涯学習まちづくり出前講座：NO.G-05
本講座での思い出話しで更に親交を深めよう！！

注） １）ウォーキングは小雨決行（中止時のみ当日ＡＭ８時までに連絡いたします）
２）ウォーキングコースは、当日の都合によりコース変更があります。
３）欠席されても参加費は返金できません。

＜平成２３年度

写真講座＞

昨年１２月から今年の３月まで、デジタルカメラ初心者を対象とし開講した「写真講座」は、おかげさまで
好評のうちに無事終えることができました。受講者の皆様、本当にありがとうございました。
日程

場所

講座内容

参加人員

① 12/13

すまいるセンター

基本的なデジタルカメラの扱い方

１９名

② 12/20

すまいるセンター

構え方やピントの合わせ方など、撮影の基本

１８名

③

1/17

すまいるセンター

写真の構図と撮影モードの使い方

１８名

④

2/21

荒山公園ほか

ウォーキングと梅の花撮影

１８名

⑤

2/28

すまいるセンター

写真をデジカメからパソコンに取り込む基本操作

２０名

⑥

3/6

すまいるセンター

パソコンの中の写真整理と印刷の仕方

１８名

写真講座の様子
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Pourvous（プールヴー） 旭ヶ丘店（堺市健康福祉プラザ内）オープン！

４月１１日（水）にオープンします！
有償ボランティアさん募集
カフェの厨房作業などを手
伝って頂ける有償ボランテ
ィアさん を募集していま
す。４時間程度で交通費と
して５００円お支払いさせ
て頂きます。接客が好きな
方、料理が好きな方、お待
ちしております！！

【所在地】…〒590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号（旧大阪府立身体障害者福祉センター跡地）
堺市立健康福祉プラザ内１Ｆ
【電

話】…072-245-2828

【アクセス】…JR 阪和線「百舌駅」または「上野芝」駅下車

徒歩１５分

南海高野線「堺東」駅より南海バス泉ヶ丘駅行き乗車、「旭ヶ丘」バス停下車すぐ

みなみかぜ スマイル ねっと
２年間に渡って皆様のご愛顧に支えられてまいりましたコミュニティカフェ「プールヴー」は、平成２４年
４月より、新たな出発をすることになりました。セルフサービスの導入、一部メニューの変更と、定休日も月
曜日から日曜日へ変更になりました。シンプルかつ充実したサービスを目指して、尚一層がんばってまいりま
す。皆様、今後ともご愛顧お願い申し上げます。詳細は別紙のプールブー通信４月号をご覧の上、是非一度ご
来店ください！

→
→

すまいるセンターの活動予定
『大阪城ウォーク』

日

時：４月１０日（火）午前９時

集合
場 所：大阪城（集合は栂・美木多駅改札）

『

日

時：４月１０日（火）午後６時半～

場

所：西原公園（集合はすまいるセンター）

花

見

』

廃油回収ステーション
廃油回収を実施しています。すまいるセンターに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。
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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
お正月の準備

平成２４年３月２４日（土）１０：００～１１：００

主催：泉北ニュータウン学会

後援：堺市公園協会

栂美木多駅前のフラワーポットに、春の花を地域グループの皆さんで植えました。
若干寒い日でしたが前日までの豪雨の予想が嘘のような良いお天気の下で、快適に花植えが出来たと思いま
す。植える花の数量が不足気味の様でしたが、皆さんに夫々工夫をしてもらいバランスよく配置して植えて
もらえました。皆様、お忙しい中ご苦労様でした。
参加者：２１名
参加グループ：Ｉ ＩＯＶＥ 花、みなみ花咲くまちづくり（竹城台校区）、豊田菜園クラブ、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：堺市公園協会

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)の郵送●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。

