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President:Yoshio Nishigami / Vice -President:Masat oshi Nishio

みどりのつどい
開催日：平成２９年５月１４日（日） 予備日：５月２１日（日）
時

間：１０：００～１６：００

テーマ：“次の世代へ

会

場：西原公園

マザータウンせんぼく”

毎年恒例「みどりのつどい」を本年も開催いたします。
みどりのつどいは、子どもたちに“ふるさと”の大切さと泉北ＮＴ
に将来住みたくなる気持ち育み。また子供からお年寄りまでの共同作
業の中で、異世代間交流や相互理解などの経験を積み、地域コミュニ
ティをはぐくむことを目標に開催いたします。

本年度は泉北ニュータウンまちびらき５０周年の協賛事業として、
新コーナー「段ボール大作戦」・「雑貨村」などをはじめ、恒例の縁日
コーナーでは、射的・ジャンボだるま落とし
・ジャンボ輪投げ・丸太きり・ヨーヨー・
スーパーボール・綿菓子・ポップコーンなど
遊び心満載。その他にも、ダンスや歌のステ

ージ、子どもバザーなど楽しい企画が盛りだく
さんです。
また、東日本および熊本地震復興支援
コーナーではみみちゃんによる募金活動を
行います。
みどりのつどいの運営には地域のみ
なさんや学生さんなど、ボランティア
スタッフの皆さんの協力が不可欠で
す。当日のボランティアさん大募集中
ですので、よろしくお願いします！

協賛金募集中！詳しくは別紙をお読みください。
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平成２９年度
すまいるカレッジ開講!!

「長期臥床後の運動機能低下」「高頻度転倒」の予
防、治療に非常に効果的と報告されています。
また、今深刻な問題として「サルコペニア」「フ

平成２９年 「すまいるカレッジ」は
今年度も元気にスタートしました！！

レイル」という言葉があります。小さいころから運
動をせずに筋肉が少ない状態で壮年期を過して 60

桜の開花と前後し、８年目のすまいるカレッジは、
受講者２７名で３月２８日スタートです。

歳位から急に激しい運動を始めても筋肉がつくど
ころか反対に筋肉が壊れてしまって逆効果になる

「何時までも元気で活躍 」は、すまいるカレッジ

ようなことをいいます。

のモットーですが、一人一人が幾ら思い続けても夢

こどもの遊びの形態が変わった。交通の便が良く

は叶いません。自らの行動するスマートシニアは今

なった。結果国民総運動不足になり、今後ますます

年も挑戦。年度末の「回顧と親睦会食」の講座まで、

増加することが懸念されています。

１０回の講座を受講者の皆さんと、サポーター共々
ノルディックウォーキングは身体に過激な負荷

楽しんで行きたいと思っています。

をかけないで全身の筋肉を使いながら長時間楽々

（受付は終了しました。
）

歩行できる理想的な運動のひとつです。

☆講座内容は以下の通り

スクールのスケジュールは同封チラシをご覧く

1）健康・運動・骨格等についての座学：２回
2）認知症予防食事の調理実習講座：１回

ださい。まずはお試しで参加大歓迎です。レンタル

3）堺市と近隣地域の自然と歴史ウォーキング：７回

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）

すまいるフォトサークル活動
初級者向撮影講座 ｉｎ ＮＰＯ法人すまいるセンター

ノルディックウォーキング

【２０１６年度

記念キャンペーン】

2017 年もノルディックウォーキングスクールが

28 年度の『すまいるフォト』活動として野外撮影実

開校しました。みんなで楽しみながら日頃の運動不

習が富田林駅前観光案内所前で集合して 3 月 12 日

足解消、体力作りしてみませんか？

行われました。参加者総勢 23 名。

あたりまえのことですが運動は何歳から始めて

過去の初級講座から

も悪いことではありません。ノルディックウォーキ

中級講座へとクラスの

ングを楽しむ一般のサークルが増えてきた中で「国

内容も面白くなってき

家資格を持つ鍼灸師が開く」スクールです。毎回座

ました。3 月 27 日は年

学で体の仕組みや効果的な運動方法を学び、自分の

度最終の『すまいるフ

体力がどれだけ向上していくかを一年にわたって

ォトの座学』です。ちなみに姉妹サークルの『あか

測定、記録していきます。ワイワイガヤガヤ、みん

さか写楽の座学』は 3 月 19 日に行われ、どちらも

なで「貯筋」に励みましょう。

増々盛大な『まち歩き・撮影会』となってきました。
29 年度の新しい写真講座にもチャンスがあれば

ノルディックウォーキングはロコモーティブ症

チャレンジをしてください。講師役のみなさまもよ

候群、いわゆる筋力低下に伴う「変形性関節症」
「骨

り楽しい内容で参画してまいります。詳しくは別紙

粗鬆症に伴う猫背」
「変形性脊椎症」
「脊柱管狭窄症」

をご参照ください。
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高 齢者 生 活 支援 住 宅 美 樹の 園

＜連 絡 先＞
「高齢者支援住宅

～ 冷暖房について ～

美樹の園」

TEL：072-284-2012

春爛漫。窓を開放してすがすがしい風を部屋に取

〒590-0114

り込んで、深呼吸したくなります。なんて言うと、

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。

花粉症の方には寒気の走る話しになってしまいま

お部屋の見学も随時受付ております。

すね。そんな風に、同じ条件でも人によっては感じ
方が違うというお話をします。

槇塚台レストラン

支援住宅の設計時に、
意外と苦労したのが

槇塚台レストランでは、現在、お昼のお弁当を各

「エアコン」の位置です。

家庭や施設に配食させていただいています。

昔の住宅ならいざ知らず、

買い物や食事の準備に苦労

いまどきの住宅にエアコン

されている方に、管理栄養士

用の配管用の穴が「ない」

が監修するヘルシーで健康に

ということは少ないと思います。でも、どこにでも
取り付けられるかというと、そうでもありません。
部屋のドアや窓の位置や大きさ、コンセントの位置
によって、取り付け可能な所はそう多くありません。
では、エアコンの何が問題なのかというと、吹き
出し口から出る風が「体」に当たるかどうかです。
高齢になってくると暑さや寒さに対する感覚が鈍

配慮したお弁当が大変喜ばれ
ていて、たくさんの方に食べ
ていただいています。
この度、以前より要望のあった夕ご飯の配食の実
現に向けてアンケート調査を実施しています。
地元の野菜や上神谷米を使用した手作りお弁当
を、ぜひご賞味ください。

くなって、それに合わせるように体の体温調整機能
も低下します。高齢者の方が熱中症になりやすいの

高倉台共生ステーション

は、暑さが気にならず、汗もあまりかかなくなるた
めに、体温が気づかないうちに高くなるからだと言

「みんなのマーケット

るぴなす」

われています。反対に、寒くなると体温を逃さない

4 月 22 日 たかくらキッズフェスタ開催！！

ように、血管は収縮するのですが、それが出来ずに

無料でも十分遊べます！

体温が下がりすぎることがあります。

（豪華商品多数！）
ジャンボ紙相撲大会、

しかし、温度には鈍感でも風当たりに関しては敏
感で、気温が高くても、温風が出ていても、風が当

ペタンクもあるよ！

たると「寒い！」と感じる方が多いのです。部屋が

★小島港直送 鮮魚再開！★

暑くても、風が当たると寒く感じてしまったり、逆

4 月 3 日（月）～

に温風が直接肌に当たると寒く感じて、エアコンを

☆毎週 木曜日 11 時～は

止めてしまったりします。それではエアコンの意味

4 月 20 日（木）

がありませんので、風がヒトに当たらないように、

⇒チキンカツ（1 個 198 円）
・季節のお任せメニュー

部屋に置く家具やエアコンの取り付け可能な場所

4 月 27 日（木）

を合わせて考えると、取り付けられる場所が「無い」

⇒ポークカツ（1 個 248 円）
・季節のお任せメニュー

手作り惣菜

の日！

13 日～27 日のメニューは

事もしばしば起こります。高齢者支援住宅の改修で

油で揚げていないのでヘルシー！

も、四苦八苦して取り付けてもらいました。
皆さんのご自宅はいかがでしょうか？

毎週月曜日・15 時～

ご予約・お問い合わせは 072‐295－6173
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栂・美木多駅前の花植え

一緒にご飯をたべようよ

栂・美木多駅前環境美化事業

４月の声が聞こえたのでしょうか！？西原公園

もうすぐ春と待ちわびていたのに気が付けば周

の桜も一気に咲き始めました。

りはすでに春がいっぱい、自然は凄い。

今月の「一緒にご飯を食べようよ」は４月２０日

例年ですと駅前の花の

(木)お昼１２時１５分からすまいるセンターで開

植替えの時期なのですが、 催しました。皆さんと一緒に昼食を食べた後、簡単
今年は少し新しい工夫を

手作りおやつの講習と試食会を開催しました。講師

考えています。５月初旬

は和（やわぎ）会さん。おいしい手作りおやつで楽

まで今の花を保ち、その

しい会でした。（参加費無料、但し飲み物代別途）

後ペチュニアなど切り戻
３月２５日撮影

毎月第３木曜日の１２時１５分より、すまいるセ

しが出来る花を植えます。 ンターで開催中です。お気軽にご参加ください。

切り戻しなど手入れしながら駅前を花で飾って

すまいるセンター会員募集!!
（継続・新規）

いこうと計画しています。
毎月１・２度の会合です、知恵を出し合い楽しく
花で駅前の美化に参加しましょう。参加等の問い合

すまいるセンター会員の有効期限は、1 月 1 日～12

わせは、すまいるセンター事務局まで。

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

まちライブラリー＠すまいる

定口座でお支払いいただくだけです。もし電話番号や

～「本」を通して「人」と出会うまちの図書館～

住所などに変更のあった方は、事務局までご連絡くだ

●「みどりのつどい」会場内で植本祭を開催します

さい。同時に当会の趣旨に興味があり、活動にご参加

「あなたにとって居心地のいい場所は？」をテー

いただける新規会員も常時募集しております。会員の

マに各自持ち寄った本で自己紹介＆交流会を開催。

方には特典としてさまざまなメリットがございます

まちづくりに関連する本であれば、ジャンルを問
わず OK。お持ちいただいた本は、

ので、是非この機会にご入会ください。

ひお越しください！

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

日

年 会 費

一般 \1,000

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

まちライブラリー＠すまいるに
植本していただければ嬉しいです。
５月は「みどりのつどい」へ出張しますので、ぜ
時：５月１４日（日）
、１０時～１６時
雨天の場合は２１日(日）に順延
場

所：西原公園

参加費：無料（お飲み物は各自ご用意ください）

賛助 \10,000／１口

特定非営利活動法人
すまいるセンター
事務局担当 山下

堺市
南区役所

まちライブラリー公式サイト：http://machi-library.org/
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TEL

072-299-2323

FAX

072-299-2803

