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新年のご挨拶を申し上げます
明けましておめでとう御座います。みなさまにおかれましては健やかに輝かしい新春を迎えられた事とお喜び申
し上げます。すまいるセンターも設立から１２年目を迎えることとなりました。これも皆さまによる御支援の賜物と深
く御礼を申し上げます。
私たちの住む泉北ニュータウンは、まち開きから４８年が経ち、いまやオールドタウンとなり、急速な少子高齢化
とともに、人口減少・空き家・空き店舗の増加等数多くの課題を抱えています。
そんな中で、泉ヶ丘エリアでは、近畿大学の医学部と同大学堺病院が三原台に移転することが決まり、また駅前
の商業施設を大阪府タウン管理財団から南海電気鉄道が買い取り、再開発を進めて行くこととなりました。これに
伴い泉ヶ丘プールの移転計画もあり、泉ヶ丘駅周辺が大きく様変わりしようとしています。
泉北ニュータウン・堺市南区は、市民活動がとても盛んな地域です。特に団塊世代のアクティブシニア層が活発
に地域で活躍されています。泉ヶ丘駅前の再開発では、単なる商業機能のみが入った施設では無く、このようなア
クティブシニアや、また子育て世代や若者など多世代の地域住民が活用出来る駅前広場や市民が交流出来る拠
点が泉ヶ丘駅前には必要だと感じております。
ＮＰＯ法人すまいるセンターでも、平成２５年度から泉ヶ丘駅前にて、泉北ニュータウン府市等連携協議会から、
委託を受け泉ヶ丘駅前交流広場“プールヴー”を運営しております。プールヴーは、泉ヶ丘駅前の空き店舗を活用
し、駅前地域の賑わい創出と地域住民等の交流・活動の場を設けることを目的に開設され、今では近隣の約６０も
の市民活動団体と駅前商店街・近隣の大学とも協力しながら様々な活動を行っております。
この取り組みが駅前の再開発にどれだけ寄与できるのかわかりませんが、泉ヶ丘駅前だけでなく、泉北ニュータ
ウン・堺市南区全体が活性化出来るように、今後も様々な活動を行ってまいりますので、更なる御指導を賜ります
よう宜しくお願い申し上げます。最後にみなさまの御健康と御多幸を心からお祈り申し上げます。
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すまいるカレッジ健康づくり講座

平成２６年度の健康講座も、ご参加いただいた皆

【日時】平成２６年１０月２１日（火）

様のご協力のお陰で大きなトラブルも無く、無事に

【場所】堺旧市内北部

終えることができました。この場を借りまして、ご

堺市庁舎の２１階展望台への集合で始まった第

協力いただきました講師をはじめ多くの方々と、サ

７回は「旧堺市内歴史散策」。妙国寺、本願寺堺別

ポートスタッフ、そして受講生の皆様に厚く御礼申

院や顕本寺など史跡をめぐり、内田家住宅では町屋

し上げます。本当にありがとうございました。

を見学。水野鍛錬所の刃物や梅栄堂での線香など堺

すまいるカレッジ「健康づくり講座」
企画始まる

の物作りにも触れました。トラブルも無く、歴史と
伝統を存分に味わう盛り沢山な一日でした。

～今年は益々バージョンアップ！～
去る１月１３日、今年第１回目のミーティングの
議題は、健康作り講座の企画で始まりました。年初
から全員が熱く燃え、３０を越える案が出されまし
た。議論の末に厳選１１講座の素案が完成。期間は
【日時】平成２６年１１月１１日（火）

４月から１２月までの９ヵ月間で、過去５年間の講

【場所】堺自然ふれあいの森

座を、更に充実させた内容になっております。
３月初旬には受講受付を開始予定ですので、是非

ＮＰＯ法人いっちんクラブさんに講師をお願い
した第８回は、ふれあいの森の保全や草木の詳しい

皆様のご参加をお待ちしております。

説明等受けながら散策を楽しみました。遊びに来て

よりアクティブな「スマートシニア」への変身の実

いた幼稚園児一行とのささやかな交流もあり、自然

現へ、一緒に取組んで行こうではありませんか。
来年度も益々充実した内容で皆様にお目にかか

とふれあいを満喫できる一日でした。

れることを楽しみにしております。

お正月の寄せ植え講習会
【日時】平成２６年１２月１２日（金）
【場所】すまいるセンター
毎年好評で、今年は参加者からリクエストがあり、

【日時】平成２６年１２月９日（火）

急遽開催となりました。講師の大和先生のセンスの

【場所】すまいるセンター、栂文化会館

よい寄せ植えはぴかいちです。

最終の第９回は２部構成。第１部はすまいるセン
ターで今年１年のおさらいと会食を兼ねた親睦会、
第２部は西田鍼灸院の西田先生を講師に迎えた「こ
けない運動対策」講座でした。自己診断テストも交
えた第２部では、実践的で興味深い内容に、みなさ
ん熱心に聞き入っていました。
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ノルディックウォーキング

槇塚台クリスマスイベント報告

【日時】平成２６年１２月２１日（日）

【日時】平成２６年１２月２０日（土）

【場所】西原公園～ハーベストの丘

【場所】槇塚台近隣センター
大阪市立大学生活科学部森研究室の学生さん企

今年のノルディックウォーキング最終回は「御池

画、泉北ほっとけないネットワーク主催にて開催。

台～ハーベスト編」
。
栂・美木多の西原公園から御池台までのびる遊歩
道をめぐり、少し足を延ばしてハーベストの丘まで

当日はあいにくの雨で、公園で予定していた催し

（４ｋｍ）初冬の泉北ニュータウンの景色を楽しみ

の一部は中止、一部はレストラン内にと予定変更が

ながら、のんびりウォーキングを楽しみました。

ありました。
それでも開始の１５時になると何人かの子ども

普段は車での移動ばかりで緑道を歩くのは２回目。
ゴールのハーベストの丘は思っていたより、遠かっ

達が遊びに来てくれ、まちかどステーションでは大

た。参加者全員無事にゴールまで到着出来ました。

阪市立大学の学生たちと一緒にキャンドル作りを

解散後、ハーベストの丘園内でバイキングと地ビー

楽しんだり、１６時過ぎにはレストラン前のわたが

ルで懇親会！

しに行列ができたり。そして締めは総勢２０名によ
る大阪市立大学生によるアカペライブラリー！

寒い中、ご参加頂いた皆様ありがとうございまし

観客も一緒に歌ったり、踊ったりと楽しい時間を締

た。次回は３月に浜寺公園で開催します。

めてくれました。
催し物は、槇塚台近隣センター内４ヶ所にて行わ
れ、すまいるセンターはわたがしとミルクせんべい
を販売しました。
槇塚台レストラン：ドライポットづくり、から揚
げ・クッキー・わたがし販売、アカペライブ等
まちかどステーション：キャンドルづくり体験

ちょっくらわくわくまつり

愛のケア工房はるか：絵本読み聞かせ、ハーモニ

【日時】平成２６年１１月１５日（土）
・１６日（日）

カ演奏会

【場所】泉ヶ丘ビッグバン交流広場
平成２６年度は「共に生きる」との合同開催とな
りました。
みかん狩りで収穫したみかん販売はお昼過ぎに
は完売しました。縁日コーナーはボランティアさん、
総勢２０名の皆様にお手伝い頂き無事に２日間開
催出来ました。ありがとうございました。
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なんと面白いフォト活動だ!!!

大変冷え込んだ土曜日の夜の忘年会でしたが、とて

泉北ニュータウン内で写真を楽しむ会はいくつ

も心が温まりました。参加してくださった皆さん、
ありがとうございました。

もある。
だが初心者だって楽しみながら、セミプロ写真家
に打ち勝つことのできる写真講座が、人気のすまい
るフォトサークル。
『この写真構図は抜群。プロがシャッターを切っ
たような作品に仕上がります』と懇切丁寧な指導が
世話役たちの誇り。コンパクトカメラも高級一眼レ

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

フ愛好者だって、『みんな、いらっしゃーい』が信
条の世話役たちには、国内外の写真展示・コンテス
トなどで表彰を受け続けている証が実力を裏付け

【開催日】平成２６年１２月６日（土）１０：００～１１：００

ている。

「春

待ち遠し」

春夏秋冬を目安として年間を通して三回一講座

今冬はやはり異常気象なのか、突然の冬将軍が来
を展開していますので、会員のみなさまはもちろん、 てしまいました。
お友だちもお誘いくださって、愉快で楽しい写真講
お正月を迎える花と春に咲く花に入れ替えまし
座へ参加してください。

た。公園協会さんが皆のアイデアを取り入れて菜の
花（桃小生徒が育てた苗）、芝桜を用意してくれま
した。チョットユニーク！雪こそ降らなかったが激
寒の中、負けずに仕上げてもらいました。
次回も体調を整えお元気で冬を乗り切り参加し
てください。。

平成２６年１２月すまいるフォト「写真講座」での
会員撮影作品

すまいるセンター忘年会
【日時】平成２６年１２月１３日（土）
【場所】すまいるセンター
毎年恒例の忘年会、今年も参加者の皆さんがご自
参加グループ（７グループ、２０名）
：

慢の逸品をご持参して参加してくれました。

原山台シニアグループ、桃山台元気グループ、

お寿司とワイン、ビール、日本酒、カレー味のお
こわ、鶏＆豚挽肉の磯部まき、おふくろの味の煮物、

NPO 法人ナルク、
‘I LOVE 花’
、駅前花の見守り隊､

手作りピザ、たこ焼き、滋賀名産川魚の佃煮、お菓

すまいるセンター、泉北ニュータウン学会

子等々、美味しいものばかり、そして楽しい会話。

主催：泉北ニュータウン学会
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泉ヶ丘駅前交流カフェプールヴー
交 流会 開 催

第１２回 すまいるセンター総会
【日程】平成２７年２月１５日（日）
【時間】総 会 １０：００～、懇親会 １２：００～
【場所】すまいるセンター

【日時】平成２７年１月１７日（土）
【場所】泉ヶ丘駅前交流カフェ

プールヴー

平成２５年８月にオープン当時は、利用団体も少

会員の皆様、ご参加くださいます様、
よろしくお願いいたします。

なかったのですが、徐々に登録団体も増え、６０余

すまいるセンター会員募集!!
（継続・新規）

りの団体に登録頂いてます。毎月のスケジュール表
からはすまいるサロンが減り、沢山の団体にご利用
頂くようになりました。初めての試みとして交流会

すまいるセンター会員の有効期限は、1 月 1 日～12

開催しました。
各団体の参加者の皆様からより良い駅前の再開
発について幅広いご意見とグループ運営について
のご意見を頂き、交流会を通じて各団体同志の親睦
を深めることが出来ました。
ご参加いただきました皆様ありがとうございま

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

した。

方には特典としてさまざまなメリットがございます

プールヴー旭ヶ丘
閉店のお知らせ
プールヴー旭ヶ丘店は、平成 27 年 了 い
たします。突然のご報告で大変申し訳ありま
せんが、何卒ご了承くださいますようお願い
申し上げます。
長きにわたり、多くの皆様の愛顧を賜り、
厚くお礼申し上げます。
尚、営業終了の日までは平常通りの営業を
続けて参ります。残りわずかではあります
が、スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお
待ちしております。

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 ●イベントへの無料参加
●コミュニティスペースの貸与優遇 ●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

プールヴー旭ヶ丘店スタッフ一同
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