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平成２８年度 すまいるカレッジ 
 すまいるカレッジは、今年は３月に開講し、１０回中４回講座まで修了しました。 

今年の特徴としては、 

 １）リピーター増加でか？受講者数が開講時とそれ以来の３０名超えとなったこと。 

 ２）過去受講者の要望に応え、ｳｫｰｷﾝｸﾞ回数が過去最大の６回になったこと。 

 ３）座学講座の 1つを一般参加も可能なオープン講座としたこと。 

 ４）出発地点まで行先未公開のミステリーウォークを設定したこと。 等であります。 

 参加の方々には、この「すまいるカレッジ」を通じ、日頃の健康づくりへの意欲向上と共に、 

更に楽しいシニアライフを満喫して頂く為、残り６回の講座をより充実させて行くよう 

スタッフ一同で取り組んで参りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜これからのすまいるカレッジ日程＞ 

・第５回（７／１２）   元気ハツラツ健康体操 （オープンカレッジ） 

・第６回（８／２）    料理教室 ： 高齢者に優しい食事について 

・第７回（９／１３）   ウォーキング NO４ ： 天野街道～泉北 NT 緑道 

・第８回（１０／１８）  ウォーキング NO５ ： 神戸灘酒蔵 と 小磯美術館見学 

・第９回（１１／１５）  ウォーキング NO６ ： 和泉市歴史街歩き 

・第１０回（１２／６）  こけない運動対策 と 親睦茶話会 

 
 

※第１～４回までの講座の様子や今後の講座詳細などの情報は、 

随時ホームページに掲載しておりますので、是非ご覧ください。 
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  みみどどりりののつつどどいい無無事事終終了了  

今年はお天気にも恵まれ、過去最高の来場者数

となり、盛大に開催することができました。 

また、当日集まった義援金、熊本地震義援金

30,582 円は熊本県社会福祉協議会に、東日本義援

金 21,426 円は昨年同様に東北の障がい者作業所

団体に寄付することになっております。 

これもひとえに皆様のご支援の賜物と深く感謝

しております。 

平成１８年から開催から今年で１０回目の開催

となり、親子連れや三世代での参加も多くなり、

このまつりが地域に浸透しつつあることを我々、

実行委員会のメンバーも実感し喜んでおります。 

みどりのつどいは、 

地域コミュニティのつな 

がりを通して、地域のネ 

ットワークを構築するこ 

とを目的とし開催してい 

ます。 

今後ともご支援ご鞭撻 

を賜りますよう何卒よろ 

しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ノノルルデディィッッククウウォォーーキキンンググ  

4 月にノルディックウォーキングスクールが無事

開校し、早や一年、1/3（1学期）が過ぎました。 

4 月、御池台の桜。5 月、庭代台のサバイバルウ

ォーキング。6 月、雨天の中でのマンツーマンレッ

スン。7 月、季節外れの猛暑の中、蓮池までのサバ

イバルウォーキング。 

毎回毎回、サプライズ？な 

レクチャー内容で参加の皆 

さんには毎回好評（酷評？） 

をいただいております。 

参加の皆さんの意見を取 

り入れつつ、愉快な笑いの 

絶えない運営を心がけて行 

きます。 

2学期は 8月 7日、9月 4日、10月は 2日に秋の

遠足と題して光明池にまいりましょう。堺市鍼灸師

会が企画サポート致します。あとは 11 月 6 日で 2

学期終了です。詳細パンフレットはすまいるセンタ

ーにご用意しております。 

ノルディックウォーキングは身体に過激な負荷

をかけないで全身の筋肉を使いながら長時間楽々

歩行できる理想的な運動のひとつです。 

ノルディックウォーキングを楽しむ一般のサー

クルが増えてきた中で「国家資格を持つ鍼灸師が開

く」スクールです。毎回座学で体の仕組みや効果的

な運動方法を学び、自分の体力がどれだけ向上して

いくかを一年にわたって 

測定、記録していきます。 

まずはお試しで参加 

大歓迎です。レンタル 

ポールも用意していま 

す。 都合のよい日だ 

け参加でも OKです。 

 

 

皆さん一緒に歩きましょう。ノルディックウォー

キングをご一緒に！ 

（すまいるセンター 担当：西田利也） 

 
今年も“光明池まつり” 

開催します！ 

実施日時 ／ 平成２８年 ８月２７日（土） 

１１時３０分～１７時３０分 ※小雨決行、 

実施場所 ／ 光明池駅前広場 

主  催 ／ 光明池まつり実行委員会 

問い合わせ／ 事務局 山下 まで 
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  撮撮影影講講座座 iinn すすままいいるるセセンンタターー  
～～くくままモモンン支支援援、、ワワンンココイインン、、中中級級者者向向～～  

一回あたりの参加費 500円を、日赤を通じて寄附

させていただきます。 

撮影実習 2回と座学 2回による講評がセットにな

った中級者向け講座です。(上級者の方はご遠慮く

ださい)・(参加費には撮影時の保険含みます) 

NPO 法人すまいるセンター会員として他の社会貢

献活動参加にも参加可能!!!  

 

[第一回座学講評講座] 

10月 3日・月曜 10時、NPOすまいるセンターで。 

[第二回撮影実習指導] 

10月 10日・月曜 10時、長居植物園現地集合撮影 

[第三回撮影実習指導] 

11月 7日・月曜 10時、大泉公園現地集合撮影 

[第四回座学講評講座] 

11月 14日・月曜 10時、NPOすまいるセンターで。 

 

◎お申込みは講座料金四回分一括二千円のお支払

でお願いします。 

◎ただし、すまいるセンター会員さんでない場合べ

つに年会費・千円が必要となります。 

<お申し込みにあたって> 

※雨天決行 ※お申し込みの受付は先着順受付、定

員になり次第締め切りとなります。 

主催、NPO法人すまいるセンター 

協力および指導、すまいるフォト、 

あかさか写楽、フォト華、 

一般社団法人関西まちづくり協議会 

のベテランフォトメンバーが担当 

お申込みは、すまいる事務局まで。 

 

  高高齢齢者者住住宅宅美美樹樹のの園園  
～～  トトイイレレももいいろろいいろろあありりまますすよよ  ～～  

 トイレという部屋を作った経験のある方は少な

いと思います。ですが、実際にトイレを設計する

となると、かなり悩みます。というのも、この「ト

イレ」は、排泄行為を行う場所としてだけでなく、

シャワーや洗面台など、体の清潔を保つ機能を持

っていたりします。またプライバシー空間として、

読書や瞑想、化粧直し、着替えなど多目的に使用

されます。このように「トイレ」の役割は結構重

要ですが、高齢者向けとして考え、作られたトイ

レは少ないです。 

 加齢などにより、心身状況や認知度の低下が起

こると、今まで普通に使っていたトイレが全く使

えないトイレに化けます。そして、このトイレを

使用し続けると悲劇が起こります。 

 まずよく聞くのが、トイレまでたどり着けな

い！ 悩みです。段差や距離、トイレ内外のスペ

ース不足が足かせになります。次にありがちなの

が、トイレがわからなくなることです。排泄欲求

が限界に達したときに悲惨な事が起こり、当人も

介護者もすごく凹みます。 

 槇塚住宅の改修におけるトイレポイントは、①

清潔を維持できるか、②利用する方が使える構造

か、③プライバシーが確保できるか、④トイレに

たどり着けるかとしました。一般に①②について

はよく考慮されていますが、障害が重度になると

③がおろそかになり、④に至ってはほとんど考慮

されません。 

 面積も資金も制限のある中で、槇塚住宅では理

想のトイレを目指していろいろ作りました。一度

興味のある方は見学にお越しください。 

304号室 まきつかハウス 

 

 

 

 

   ▲居室    ▲居室隣接のトイレ 

＜連 絡 先＞ 

「高齢者支援住宅 美樹の園」 

TEL：072-284-2012 

〒590-0114 堺市南区槇塚台 1-10-28 401号 

※ご利用をお考えの際には、先ずお問合せを。 

お部屋の見学も随時受付ております。 
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 みみんんななののママーーケケッットト「「るるぴぴななすす」」  
（（たたかかくくらら福福祉祉共共生生スステテーーシショョンン事事業業）） 

みんなのマーケットるぴなすでは、毎月第一土曜

日の午前１０時より正午まで「るぴなす こども食

堂」を行っております。 

地域の子どもの食生活の改善を図ると同時に、家

と学校以外で居場所が必要な子どもたちにとって

「居場所」となるようにしたいと思っています。 

地域とも連携し、この取り組みが高倉台の地域の中

で役に立つ取り組みになるように進めて参ります。 

毎回メニューは変わります 

が、こども１００円、おとな 

３００円で提供しています。 

少し遅い朝ごはんに、お昼ご 

はんとしてお持ち帰りで…。 

一度、遊びに来てください。 

７月３０日土曜日には、 

「高倉台ふれあい夏祭り」に、みんなのマーケット

るぴなすとして出店します！高倉台近隣のみなさ

ま、是非お越しください。 

別所 

 

 槇槇塚塚台台レレスストトラランン 

こんにちは。 

槇塚台レストランです。 

 

先日６周年を迎え、 

イベントを開催致しま 

した。 

皆様と共にこの日を迎えられる事がとても嬉しく、

心より感謝申し上げます。 

お陰様で当日は、多くの方にご来店頂き大盛況でイ

ベントを終える事が出来ました。無事６周年を迎え

る事が出来ましたのも、皆様のご支援 ご愛顧あっ

ての事でございます。有難うございます。 

これからも皆様のお役に立てるよう、又地域の皆

様に愛されるレストラン、憩いの場になる様精進し

て参りますので、今後とも宜しくお願い致します。 

７月に入り急に暑くなり、夏バテや食欲が落ちて

る方も多いのではないでしょうか？ 

そんな時に槇塚台レストランの栄養バランスが

整ったヘルシー弁当はいかがですか？ 

メインメニューは鶏肉のハーブ焼き、冷しゃぶ、

白身魚の味噌煮、豚肉ごぼうつくね、おでん、イワ

シの梅肉フライ等(８月１週目)と曜日によってお

肉やお魚メインが変わります。 

これだけしっかりしたメイン料理が入ってるの

にも関わらず、カロリーは５５０～６００カロリー

後半までに抑えられてます。 

最近では、地域の 

お年寄りの方以外にも 

子育て中のママさん、 

産後のママさん達にも 

ご利用頂き大人気です。 

レストランでご利用頂くと汁ものつき！プラス

１００円でドリンクも付きます。是非ご利用下さい。 

吉川 

 

  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開催催  
～～参参加加団団体体ととボボラランンテティィアアのの募募集集～～  

【開催日】平成２８年１１月１９日(土) 

※小雨決行、前日夕方には開催の有無を決定します。 

※中止になった場合は順延はありません。 

毎年、泉ヶ丘駅前で１１月に開催されている『ちょっく

らわくわくまつり』。このお祭りは地域の障がい者作業

所が中心となり『縁日大会』『ビンゴ大会』『ステージコ

ーナー』『バザーコーナー』を開催しています。 

 

 

 

 

 

●ボランティア募集中 

すまいるセンターでは 当日出店いただける団体や、

お手伝いをしていただけるボランティアを募集しており

ます。参加お申し込み・お問い合わせは、すまいるセン

ター事務局までご連絡ください。 
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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２８年 ６月８日（土）10：00～12：15 

「初夏の花植え」 

栂・美木多駅前のフラワーポットに花がまだ咲き

ほこっていました。この元気な花ペチュニアを破棄

するのは忍びなく、丁寧に切り戻しをしをすればし

ばらくして又きれいな花が見られるのでは、しかも

経費節減になると考えました。 

堺市公園協会から切り戻しの手ほどきを受け、花

の見守り隊が頑張りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって、三日後の花植えは延期となりました。  

こんなことが出来るのは栂・美木多駅だけとお褒

めを頂きました。暫くしたら全体が美しく咲き戻っ

た景色が見られる事を願って熱い中でしたが無事

作業を終えました。 

今回の参加者：７名＋堺市公園協会２名 

参加グループ：花の見守り隊、NPO法人ナルク、 

NPO法人すまいるセンター、 

主催：NPO 法人すまいるセンター 後援：堺市公園協会 

又、咲き誇った花をみせ

てくれる事を願って丁寧

に切り戻しがされました。 

一月後が楽しみです。 

 

 

 

 一一緒緒ににごご飯飯食食べべよよううよよ 

毎月第３木曜日の１２時１５分から 

開催中。次回は 7月 21日（木）です。 

 ままちちラライイブブララリリーー 
 毎月１回、月曜日に集まって、 

寄贈された本の整理やオーナー 

カード作りをしながら、雑談も OK、紹介したい本が

あれば、それも OK、とにかく楽しくやりましょう。

時には、他のまちライブラリー探検もあり。 

【今後のすまいるまちライブラリー活動】 

・第１回目は 7/25（月）１０時～ 

・第２回目は 8/27(土）「光明池まつり」に出展 

・いずれは、近隣のまちライブラリー「兒山邸」 

「泉ヶ丘ホープ」との交流会を開催していく。 

 

 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 ●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 

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 

堺市 
南区役所 

切り戻しの手ほどきを受け

る 

手ほどきに従い作業は順調 

 

作業中の状態 


