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  第第１１６６回回  南南区区ふふれれああいいままつつりり  
 

 今年はグランドに隣接する西原公園に場所を

移して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、楽しいこどもひろばなど、催し盛

りだくさんです。 

 

【開催日】２０１２年１１月１１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  
【開催日】２０１２年１１月１７日(土) 

 雨天順延１８日（日）  

【時 間】１０：００～１５：００ 

【場 所】泉ヶ丘駅前 ビッグアイ広場前 

 
 

 

 

  

  泉泉北北ニニュューータタウウンン  ままちちびびららきき４４５５周周年年  
～２０１２年１２月１５日(土)～ 

○歴史講演会（当日先着８０名） 
10:00～12:00／ビッグ・アイ（中研修室） 

主催／泉北ニュータウン学会 歴史部会 

○泉北スタイルセミナー（当日先着６０名） 
14:00～16:00／ビッグ・アイ（中研修室） 

主催／NPO 法人すまいるセンター、大阪府、堺市 

協力／大阪市立大学、槇塚台校区自治連合会 

○泉北ニュータウン写真展 
開催時間中／ビッグ・アイ（エントランスホール） 

協力／泉北コミュニティ 

○みなみふれあいコンサート 

午前の部 10:30～11:30 

午後の部 13:00～15:00 

／ビッグ・アイ（多目的ホール） 
※詳細は別紙チラシを 

      ご覧ください。 

  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 10 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』 
※今年は開催しません。 

『忘年会』 
日 時：12 月 15 日（土）18 時～ 

場 所：すまいるセンター 

上記のイベントのお手伝いをしていただける

ボランティアを募集しています 
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  パパソソココンン講講習習とと  
              写写真真講講座座ののごご案案内内  

すすままいいるるセセンンタターーでではは、、１１１１～～１１２２月月にに「「パパソソココンン講講

習習」」とと、、「「写写真真講講座座」」のの２２つつのの開開講講をを予予定定ししてていいまますす。。  

  

「「パパソソココンン講講習習」」はは、、１１１１月月６６日日かからら４４回回ににわわたたっってて、、

パパソソココンン操操作作のの基基礎礎とと年年賀賀状状作作りりをを学学んんででいいたただだききまま

すす。。時時期期的的ににもも、、興興味味ののああるる方方がが多多いいとと思思いいまますす。。おお

早早めめににおお申申しし出出くくだだささいい。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

９９月月にに全全３３回回のの日日程程でで開開講講ししたた「「写写真真講講座座」」はは、、大大変変

ごご好好評評ををいいたただだききままししたた（（ごご報報告告はは次次項項ににてて））。。  おお申申

込込みみいいたただだききななががらら定定員員ののたためめにに受受講講いいたただだけけななかかっっ

たた皆皆様様へへ、、１１１１月月ににもも開開講講いいたたししまますす。。・・・・・・とと、、ごご案案内内しし

ななががらら、、今今回回もも定定員員いいっっぱぱいいでで既既にに締締切切ずずみみでですす。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

今今後後もも、、たたくくささんんのの皆皆様様ににごご参参加加いいたただだけけるるよよううなな、、

魅魅力力的的なな講講習習、、講講座座をを提提案案ししてていいききたたいいとと考考ええてていいおお

りりまますす。。ここれれかかららもも、、すすままいいるるセセンンタターーのの情情報報ははおお見見逃逃

ししなないいよよううおお願願いいいいたたししまますす。。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃油回収ステーション 
すまいるセンターでは、廃油の回収支援として、 

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（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、紙パック、ビニール袋入りは 

回収できません。 

●灯油・エンジンオイル・水・洗剤・ラードは 

混ぜないでください。 
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  すすままいいるるフフォォトトササーーククルル  
          「「写写真真講講座座」」をを終終ええてて  

すまいるフォトサーク

ルの活動として、平成 24

年 9月から初心者の方を

対象にしたワンクール 3

回 (9/3 、 9/10 、 9/24)の

「写真講座」を開催いたしました。１０名の募集に対して

１５名の受講申込みがあり、その後も数名の申込みが

ありました。 

講師は、すまいるフォトサークルの世話役４名。共に

アマチュアカメラマンですが、日頃から写真等が生活

の一部としている者ばかりです。 一眼レフデジタルカ

メラ、コンパクトデジタルメラ、今、流行りのミラーレスカ

メラと色々。また、レベル(？)の差があり少々難しい部

分があったかもと、反省しています。受講生の皆さんに

分かりやすくを心がけ、

一つでも理解され今後

の写真撮影等々に活か

せて頂けたらと思ってい

ます。  

 

なお、引き続き「写真講座」(平成２４年１１月度)の開

催を予定しています。 すまいるセンターの会員の皆様、

ご家族、お友達にお声をかけて頂き、ご参加の程よろ

しくお願いいたします。 

 

  すすままいいるるカカレレッッジジ報報告告  

５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、全８回コースのスケジュール

で行われ、９月２５日の堺市出前講座『若々しさは

姿勢から』で最終となり日程を終了しました。 

第７回の泉北ウォーク「小谷城址コース」が、唯

一の予定変更（荒天中止により１０月２３日に振替

え）となりましたが、その他は滞りなく終えること

ができました。講師先生方の楽しいお話、泉北地区

の史跡巡り、緑豊かな公園でのウォーキングは、参

加された皆さん全員の心身をより健やかな生活に

導くことと思います。 

 

① ５月２２日 栂文化会館 
健康講座のオリエンテーションと、体力測定でした。

自分の体力を知るチャンスに、皆さん一生懸命に取り

組んでいらっしゃいました。 

 

 

 

 

 

② ６月１２日 栂文化会館 
食生活や運動、休養など７つのテーマをもとに、生

活習慣の見直し方を勉強しました。運動の実践指導も

あり、健康維持のコツを教えていただきました。  

 

 

 

 

 

③ ６月２６日 美多彌神社コース 
ウォーキング１回目。歴史スポットを巡りながら、梅

雨の合間の貴重な晴間、５ｋｍほどのコースを２時間あ

まりかけて、ゆっくりと楽しみました。  

 

 

 

 

 

④ ７月１０日 御池台コース 
夏に差しかかる強い日差しの中、南区福祉センター

や御池公園などを歩きました。意外な発見や、地域の

方々とのふれあいなど、新鮮な喜びがありました。 
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⑤ ７月２４日 栂文化会館 
シニアの食生活指導ということで、高血圧予防の料

理の実習です。料理初心者の方も、みじん切りに大奮

闘。たのしい試食でわきあいあいでした。  

 

 

 

 

⑥ ８月７日 栂文化会館 
ウォーキングには理想的な歩き方が重要です。また

腰痛などで体を痛めないためにもストレッチで筋肉を

やわらかくすることも大切です。為になる講座でした。  

 

 

 

 

⑦ ９月１１日 小谷城址コース 
※１０月２３日（火）に振替え開催予定です。 

⑧ ９月２５日 栂文化会館 
最終回は、若々しさを保つ姿勢の勉強と、筋肉量低

下を抑える運動の勉強でした。 

今後も皆さんに“新しい発見”を見つけていただける

ようにスタッフ一同、健康講座を企画してまいります。 

すまいるカレッジスタッフ 

すまいるサポーターさんのつぶやき 

○今、楽しんでいること 

毎年９月、１０月になると、年齢

も顧みずお祭りや踊りに胸躍らせて

おり、特に、参加するわけでもなく

一人はしゃいでいます。情報が近郊

であれば、気持ち半分見物人、カレ

ンダーとにらめっこです。 

○すまいるカレッジ感想と近況 

すまいるカレッジもだいぶ板につ

き定着しつつあるように思います。ス

タッフの皆さんの熱心さ・パワーに頭

が下がる思いです。頑張らねばと思い

つつ皆さんに頼る 頼りない私です。 

ふれあい祭りに グループとひと

踊りさせてもらいまーす♪ 

○すまいるカレッジへの思い 

 高齢者の役割で一番重要なことは

家族や社会のお荷物にならない事に

尽きると思います。 

老いは生きて来た長さでなく、体力

と気力の低下で老いがやって来ます。 

そんな老いと戦い老いを楽しむ「す

まいるカレッジ」を目指し、共に満喫したいと思っ

ています。 

○いつも楽しくお手伝い 

乗り遅れ組でいつもご迷惑をかけて

います、が受講生の方より私が一番楽

しませてもらっているような気がしま

す。楽しい会を心掛けていきたいです。 

短期の限定のコーラスで声を出し、

健康につながっています。 

○すまいるカレッジネタ探し 

今春、琵琶湖一周一筆書き乗車の

旅に出かけました。新今宮～天王寺

間を330キロ強、7時間余りかけて

120円で楽しんで来ました。夏には

青春 18 切符を利用して倉敷方面と

若狭方面に別々に日帰りでの遠出、 

これらの旅は、私にとっては初めての体験でした。 

日常では味わえないイベントを通じ、スタッフ間

の親交を深めながら、すまいるカレッジの活動に活

かせる題材は無いかと検討を重る今日この頃です。 

○サポーター復帰に向けて 

今年度は、心臓僧帽弁の閉鎖不全症

に伴う、体調不良で、入院、7月下旬

に手術、8月初旬に無事退院し、お陰

様で体調も順調に回復してきており

ます。そんな訳で、健康講座をはじめ、

諸々のサポート活動に余りお役に 

立てておりませんでしたが、HP のメンテナンスや

PC サポート、各種行事の企画サポート等、体調を

整えながら、参加（復帰）していきたいと思ってお

ります。今後とも宜しくお願い致します。 

○すまいるカレッジの感想 

根が「大体よし」の性格なのでき

め細かいお世話はできませんが、明

るくて前向きな皆さんの元気に触れ

られるのが楽しみです。 

Ａさん 

Ｓさん 

Ｔさん 

Ｍさん 
Ｕさん 

Ｔさん 

Ｈさん 
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  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  

【開催日】平成２４年 ９月 ８日（土）１０：００～１１：００ 

「秋に向う花」 

 9 月に入りやっと暑かった夏にも変化が見えてき

ました。栂美木多駅前のフラワーポットに、秋の花

を地域グループの皆さんで植えました。若干雨の心

配をしましたが良いお天気の下で、快適に花植えが

出来たと思います。植える花の段取りを皆さんに工

夫をしてもらいバランスよく配置して植えてもら

いました。 

 じつは、いつも花を植える数日前に、古い花を撤

去し新しい花を植える為の準備を数名の地域の方

にしてもらっています。古い花といえどこの方たち

が水遣りをし、夏の暑さから守ってくれていた花は

まだ元気でした。今回は、このまま抜くのは忍びな

いと花を植える当日まで、花を抜かないでおいたそ

うです。 

 

 

 

 

 

お忙しい中ご苦労様でした。 

今回の参加者：２１名 

参加グループ：Ｉ ＩＯＶＥ 花、原山台シニアク

ラブ、NPO ナルク、桃山台元気グループ、花の見守

り隊、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 

 

 

 みみななみみかかぜぜ  ススママイイルル  ねねっっとと 

ＰＰｏｏｕｕｒｒｖｖｏｏｕｕｓｓ三三原原台台店店（（泉泉ヶヶ丘丘ププーールル管管理理棟棟３３FF）） 

ホームページアドレスが変わりました。

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

今月のメニュー、教室・講座、自分カフェなどの 

情報満載！別紙 Pour vous 通信 10 月号をご覧くださ

い。 

 

 

 

ＰＰｏｏｕｕｒｒｖｖｏｏｕｕｓｓ旭旭ヶヶ丘丘店店（（健健康康福福祉祉ププララザザ１１ＦＦ）） 

好評営業中！ ヘルシーランチ、ヘルシーカレーなど、

魅力的なメニュー充実！是非ご来店ください！ 

槇槇塚塚台台レレスストトラランン 

只今、槇塚台レストランは地元産のお米を募集中！！ 

 大阪市立大学の研究の中で生まれたヘルシーレシ

ピのお弁当を、あなたのお米が彩ります！ 

是非ご協力ください！ お待ちしております！ 

注文お問い合わせ 

電話 072-289-9377 FAX072-289-9388 

日祝除く 9:00～15:00 にお電話ください！ 

 

 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)の郵送 

●各種講座への参加特典 ●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 ¥1,000  賛助 ¥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 


