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今年も恒例 南区の祭典 開催!!
開催日：平成２５年６月８日（土） 予備日：平成２５年６月９日（日）
時

間：１０：００～１６：００

会 場：西原公園

泉北コミュニティさんより『みどりのつどい』を復活して欲しいと依頼を受け平成１８年に復活開
催し、年によってはインフルエンザ流行による中止や雨の中での開催など、いろいろなトラブルに見
まわれながらも、昨年度の開催をもって無事６回目を盛大に終了することが出来ました。過去にない
最高の晴天に恵まれた昨年度のみどりのつどいは、子どもの参加者も過去最高を記録し、このまつり
が地域に認知されはじめたことを、我々実行委員会のメンバーもひしひしと感じております。
近隣の高校生が５月の末では試験で参加出来ないとうこれまでの反省から本年度の日程は、
６／８（土）開催日、雨天の予備日９（日）と決まりました。
すでにご覧の方もいらっしゃるとおもいますが、泉北コミュニティ３／２８号には募集案内を掲載
し、実行委員会に高校生の参加を募っております。実行委員会の会議には第２回から高校生にも参加
してもらう予定です。本年度も、地域の子どもたちが楽しんで参加し、地域愛・郷土愛を育むことを
テーマに掲げ「みどりのつどい」を開催します。皆様のご参加をお待ちしております。
○本年度のスケジュール
第１回 実行委員会 ３／２８（木） １９時～
第２回 実行委員会 ４／１１（木） １９時～
第３回 実行委員会 ４／２６（金） １９時～
第４回 実行委員会 ５／

９（木） １９時～

第５回 実行委員会 ５／２３（木） １９時～
☆出店者説明会

６／２（日）１０時～１２時 栂文化会館

第６回 実行委員会 ６／

６（木） １９時～

☆開催日 ６／８（土）１０時～１６時
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すまいるセンター１０周年
記念式典と本年度総会報告
第１０回総会が栂文化会館にて開催されました。
当日の会員出席者は４１名、欠席者５６名から委
任状の提出を受けて司会は副代表理事西尾、議長は
代表理事西上により、平成２４年度事業報告、会計
報告、平成２５年度の役員の選任について、事業計
画書、予算書の説明、報告がされました。今年度の
役員については理事、岩井美智子氏が退任となり、
新にすまいるフォトサークルから安積利範氏、すま
いるサポーターから高橋喜久子氏が理事に就任さ
れました。会員の皆様、本年度もよろしくお願い致
します。（事務局 山下）
神戸学院大学の今西幸蔵教授

******************************************

続いての懇親会は、場所をすまいるセンターに

NPO 法人すまいるセンターは設立 10 周年記念を、
2 月 15 日日曜日 2 時 30 分よりに栂文化会館で行い

移して、代表理事・西上、副代表理事・西尾によ

ました。ひとえに会員および関係各位のご支援に

る司会進行によって、あたたかい交流を進めてさ

より盛大に行うことができましたことを感謝申し

せていただきました。どうか今後とも NPO 法人す

上げます。

まいるセンターを、末永くご愛顧をたまわります

来賓の方々を一部ご紹介させていただきますと、
竹山市長・戎野南区長を始め行政職員の方々が多

ように、会員のみなさま関係各位のみなさまに、
こころよりお願い申し上げる次第です

数。また議会から地元選出の岡下府議・みつぎ府
議・小堀市議・高木市議・西林市議・源中市議・
吉川市議の方々。校区自治連合会から森口会長・
奥田会長・西野会長・瀬尾会長・小川会長・池田
会長などの方々。学校関係からは小田名誉教授・
小股教授・森教授方々の皆様方。そして関係分野・
部門からも多数のご出席をいただきの総勢 100 名
の参加者をお迎えしました。
第一部の記念講演は、今西教授が「NPO と市民活
動の役割」について講演をしてくださいましたが、

記念撮影

今後わたしたち NPO 法人すまいるセンターも担う
〔文責・理事塗田〕

役割が大変重要だと痛感しております。
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平成２５年度
すまいるカレッジ開講のご案内

参加費

いつまでも元気に活躍しながらＰＰＫ（ピンピン

申込先

\2,000(全 3 回)※参加費は返却致しません

募集人数 先着 10 名
締切日 平成 25 年 5 月 17 日（金）
NPO 法人すまいるセンター

申込み詳細は、別紙「写真講座のご案内」にて。

コロリ）をテーマに開講しているすまいるカレッジ
の本年度受講生募集とスケジュールのご案内です。

すまいるフォトサークル、
あかさか写楽、からのご報告

体力測定をしたり、健康食を勉強するだけではな
く、歴史や文化にふれながら楽しく町を歩くウォー
キング講座も予定しています。スケジュールや講座
内容、申し込みは別紙「Ｈ25 年度すまいるカレッジ
「健康づくり講座」受講者募集のご案内」をご覧の
上、是非ご参加ください。
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２１ 和泉中央駅
9：00
(火)
11 栂美木多駅
6月
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(火)
9 すまいるセンター
7月
9：00
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栂文化会館
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(火)
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9月
(火)

7

10
月

会です。今年で同じく 10 年の活動を迎えます。会

オリエンテーション

示会と充実した会活動を展開しています。室内勉強

堺市出前講座「若々しさは姿勢から」

は、すまいるセンターを主たる会場としていますの

和泉市まちなみウォーク
’ 久保惣美術館／松尾寺
天王寺7坂めぐり
’
＜ 10:30 ～ 12:00 ＞
泉北ウォーク（小谷城址コース）
’
＜ 9:00 ～ 12:00 ＞
高血圧予防の食事を作ろう
料理実習と試食会

11km

で、ぜひとも NPO すまいるセンターの会員登録の上

６km

で、お気軽にご参加ください。年会費は二千円〔す

７km

まいるセンター会費とは別〕。
とくに両会のポリシーとして、贅沢なほどの講師

１５：００

泉ヶ丘駅

歴史ウォーク
富田林市／寺内町散策
’
＜ 10:00 ～ 15:30 ＞

9：00

８km

8 すまいるセンター 1部：こけない運動対策
１０：３０～ ’
(火)
２部：親睦ミーティング
’

ンターが設立されたと同時に発足をした写真愛好
員も毎年増加してまいり、撮影会・室内勉強会・展

スケジュール
1

すまいるフォトサークルは、NPO 法人すまいるセ

１３：３０

陣の参画により、初級者から上級者まで、「楽しい
写真」をとの合言葉で歩んでおります。加えて対外
への作品応募なども、全国版の写真専門雑誌・カメ
ラメーカーの作品会・都心部の会場での展示などと、
積極的・広範囲な参加を行っております。
また兄弟サークル・あかさか写楽は今年も、5 月
10 日から 28 日までの期間で、泉北高速鉄道・泉ヶ

昨年度の様子

丘駅の壁面へ 55 作品を展示することになっており
ます。これは総数 200 作品の応募数の中から選考さ

すまいるフォトサークル、
第 4 回 写真講座のご案内
講座日程

れた写真です。ぜひともご覧いただければ幸いです。
会活動は春夏秋冬で、赤坂台の自治会館で行ってい
ます。参加は紹介制をとっていますので、詳しくは
事務局担当者に確認してください。

第１回 平成 25 年 5 月 28 日（火）
（座 学）
第２回 平成 25 年 6 月 8 日（土）
（撮影会）
第３回 平成 25 年 6 月 18 日(火）
（座 学）
講座内容
「みどりのつどい」会場でのスナップ写真の撮り方
対象者
「写真講座」を受講された方(優先)・初心者の方

文責〔両会の世話役、安積・久家・塗田〕
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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

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。

【開催日】平成２５年 ３月３０日（土）10：00～11：00
「春が来た春が」
お待ち遠さまでした。確かな春がやって来ました。

※注意※

栂美木多駅前の花壇に、地域グループの皆さんで花

●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。

のアリッサム、ナデシコ、ビオラ等を追加して植え
ました。元気そうな花をそのまま使ったり、配置を
変えたり一工夫を加えた花壇が出来上がりました。
気持ちよく汗ばむ感じの作業になりました、ご苦労
様でした。

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

今回の参加者：１９名
参加グループ：
原山台シニアクラブ、I LOVE 花、NPO 法人ナルク、
桃山台元気クラブ、NPO 法人すまいるセンター、
泉北ニュータウン学会、花の見守り隊

主催：泉北ニュータウン学会

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

後援：堺市公園協会

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 ●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 \1,000
賛助 \10,000／１口

Pourvous 三原台店閉店
プールヴー三原台店は、平成 25 年 3 月 16 日（土
曜日）をもちまして、営業を終了いたしました。永
らくのご愛顧、本当にありがとうございました。
プールヴー三原台店スタッフ一同

Pourvous 旭ヶ丘店
好評営業中！ヘルシーランチ、ヘルシーカレーなど、

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

魅力的なメニュー充実！是非ご来店ください！

すまいるセンター

槇塚台レストラン

事務局担当 山下

堺市
南区役所

好評営業中！メニューやイベント等、詳しくは別紙
「槇塚台レストランだより」をご覧ください。
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