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  みみどどりりののつつどどいい２２００１１７７がが開開催催さされれままししたた！！  

今年は前日に大雨が降り

開催が危ぶまれましたが、

当日は清々し晴天に恵まれ

無事盛大に開催されました。

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。 

今年は泉北ニュータウンまちびらき５０周年事

業の連携事業として開催され、新しい企画としてお

洒落な雑貨屋さんが２５店舗も出現した“栂・美木

多雑貨村”や子どもたちがリサイクルの段ボールで

迷路やオブジェをみんなで創る“ダンボールわっく

わく大作戦”を開催しました。またグラウンドには

日本赤十字社の献血カーも出現。会場内は親子連れ

や三世代のご家族で賑わいました。毎年恒例の義援

金活動にも熊本地震に金 6,323円、東日本大震災に

金 5,814円の御協力を頂きありがとうございました。

それぞれ熊本県社会福祉協議会と東北の障がい者

団体に寄付させて頂きました。 

また、今年も多くの学生ボランティア１７５名

（高校生・大学生）が参加し、会場を盛り上げてく

ださいました。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。 

 

  

  

  

  平平成成２２９９年年度度すすままいいるるカカレレッッジジ  

 ピンピンころりの理想を、齢を重ねる毎に強く思

う反面、行動に陰りの出るこの年、運動する仲間が

側に居ることが本当に有り難い。そんな場所が「す

まいるカレッジ」です。今年も強弱交えたウォーキ

ングコースを皆で楽しんでいます。 

 すまいる会員さんは都度会費で特別参加も可能

です。シニアライフを新しい仲間と一緒に満喫しよ

うではありませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜これからのすまいるカレッジの日程表＞ 

第５回（7/11）料理教室「認知症予防の食事」 

第６回（8/8）「こけない運動対策」実践講義 

第７回（9/12）大阪市内めぐりウォーキング 

第８回（10/10）九度山ウォーキング 

第９回（11/14）天野山金剛寺～あまの街道ウォーキング 

第 10 回（12/5）泉北ＮＴ公園ウォークと親睦会食 
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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活活動動  
もうちょっと上手な写真が撮れない? 

なんて思われる方必見のページ 

その① 

季節感漂った幸せの被

写体を探してみましょう。

左はラベンターいっぱい

の場所にお母さんと幼子 

が。そうお花だけの撮影ではもったいないから、プ

ライバシーに配慮した人物を配置することも良い

ですね。 

その② 

自然や木々などの 

風景写真の場合には、 

人物をどこかへ少し 

入れることで、全体 

の雄大さなどを人物の大きさから想像することも

可能になる構図となります。 

その③ 

ペットブームの昨今。猫

ちゃん・ワンちゃんなど

も癒し系の作品づくりに

なり、ぜひチャレンジを。 

花の写真も良いですが、動物さんたちの可愛い姿も

良いもの。 

その④ 

旅先などで風景や有名な建物など 

も、ぜひシャッターを押せば立派な 

お土産話にも花を添えることになり 

ましょう。 

できれば広角レンズや望遠レンズを 

使いわけて、一本のズームカメラな 

ら広角と望遠の両極端で写してみま 

しょう。 

 

その⑤ 

写真はスマホやコンパクトカメラなどで、【たく

さん撮って】みられることが上達への道になります。

ぜひ楽しんでください。  文責、久家・塗田 

  ノノルルデディィッッククウウォォーーキキンンググ  
桜満開の中、今年度初めてのノルディックウォー

キングスクールは 4 月 9 日 春のノルディックウォ

ーキングピクニック。多治速比売神社を目指して楽

しくエクササイズしてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

ノルディックウォーキングスクールは、健康増進

と、一般の方と鍼灸師の交流を兼ねて、毎月第２日

曜日、すまいるセンターで実施中です。 

ノルディックウォーキングを始めてみたい方、基

礎から学びたい方、大歓迎です。お試しでも OK、都

合のいいときだけの参加も OKです。 

ちょっと足を伸ばしてあちゃこちゃを訪ねるノ

ルディックウォーキングピクニックは年 3回開催で

す。今後の予定は、10/15(日)、12/10(日)です。初

心者の方も、お一人でも是非、気楽にご参加下さい 

(^o^)／ 

（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２９年 ８月２６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／ すまいるセンター まで 
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  栂栂・・美美木木多多駅駅前前のの花花植植ええ  
栂・美木多駅前環境美化事業 

今年の春は短かった、遅咲きの桜が終わったと思

ったら猛スピードでもう初夏です。 

５月中旬を予定していた栂・

美木多駅前の花植えが雨で延期

になり、２週後の実施となりま

した。花はベゴニア、ジニアで

切り戻しが出来る花なので昨年

のように９月まで持たせたいと

目論んでいます。 

参加者のみなさん苦労様でした。読者の皆さんも

花植えに参加しませんか。 

参加者： 

9名＋堺市公園協会 2名 

参加グループ： 

花の見守り隊 

原山台シニアクラブ 

桃山台元気グループ 

すまいるセンター 

 

 ままちちラライイブブララリリーー＠＠すすままいいるる 
～～「「本本」」をを通通ししてて「「人人」」とと出出会会ううままちちのの図図書書館館～～ 

●みどりのつどいにおける「植本祭」のレポート 

毎年、泉北ニュータウン

で開催される「みどりのつ

どい」ですが、今年は「泉

北ニュータウンまちびらき

５０周年事業」としてより 

大きな盛り上がりをみせました。 

当ブースでも巣箱を作り、のぼりや旗、書道額な

ど飾り付けにも工夫をこらしました。 ブルーシー

トに絵本を並べたことで親子が休憩がてら座って

絵本を読んでくれました。 また展示する本は「話

題本」を選んで来客と話がはずむようにしました。 

午後１時からは「あなたにとって居心地の良い場

所とは？」をテーマに植本祭をおこないました。 

「みどりのつどい」には知り合いの団体や個人が

多く参加されていたので偶然立ち寄って頂けた方

もあり、昨年より多くの来客がありました。 

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

  槇槇塚塚台台レレスストトラランン  
槇塚台レストランは、今年開店７周年を迎え、６

月１０日（土）近隣センターの協力を得て、記念イ

ベントが催されました。 

テイクアウトのカレー・冷やしうどん・フレンチ

ポテト・ようかんを販売し、他店では、たこせん・

かき氷・パン・綿菓子などが準備されていました。 

子どもたちは、くじ引きで当たった景品やお菓子

をうれしそうに手にし、店前の公園は人であふれか

えりました。 

 

 

 

 

 

 

年配者向けに骨密度測定や 

健康介護相談所も設けられ、 

当店管理栄養士が主催する、 

認定栄養ケアステーション 

「ＳＡＴシステム」もお目見 

えしました。 

 

  高高倉倉台台共共生生スステテーーシショョンン  
「みんなのマーケット るぴなす」 

☆毎週木曜日はお惣菜の日！ 

★小島港直送 鮮魚販売！ 

★毎週月曜日・1４時半～ 

★地物 こころファーム 

★人気上昇中！ 

ご予約・お問い合わせは     

お気軽に 

072‐295－6173まで！ 

7月 4日（火） 8月 1日（火） 

 元気モリモリ体操講座  開催！ 
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  高高齢齢者者生生活活支支援援住住宅宅  美美樹樹のの園園  
  ～～  認認知知症症ににつついいてて  そそのの１１  ～～  

今回と次回は２回に分けて認知症と住宅にスポ

ットを当ててみたいと思います。 

認知症といえば、記憶力の低下する病気と思われ

ている方が多いと思います。しかし、最近の研究で

は周囲で起きていることが把握しづらくなる（認知

力の低下する）脳の病気とされています。誰でも約

束したことをうっかり忘れたりします。でも、約束

したことはある程度覚えています。認知症の方は約

束したことすら覚えていません。これは、約束して

いる行為が把握出来ていないために、記憶に残らな

いからだと言われています。 

反対に、感情や感性、日常生活行為などの機能は

比較的保たれています。認知症の方に対して、「約

束を破った！」と怒ると、「何で怒られなあかんの

や！」と怒りに怒りで応酬する方がいます。約束は

きれいに忘れていますが、相手の感情や行動を把握

して対応しています。他にも、世間話をしている程

度では、家族でさえそうだと分からない振る舞いを

する方もいます。「空気読めない」という言葉が世

間で使われていますが、認知症の方々は「空気の読

める」人たちです。 

最近では認知症の疾患で脳機能が低下すること

を「中核症状」と呼んでいます。現在の医療では残

念ながら中核症状を治すことは出来ません。また、

先の例で怒りに対し怒りで返すような、異常な行動

を「周辺症状」と呼んでいます。この周辺症状の悪

化は日常生活に多大な影響をもたらします。しかし、

この周辺症状はある程度抑えることが出来るよう

になりました。 

認知症の方の行動特性と周辺症状を抑える対応

を、生活や住宅に応用することで、自宅での生活を

今以上に安全で、安心出来るものに変えていくこと

ができるようになってきました。その内容を少し次

号でお伝えします。 

 

 

 

＜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。 

 

  一一緒緒ににごご飯飯ををたたべべよよううよよ  
毎月第３木曜日お昼１２時１５分～ 

すまいるセンターで開催しています！ 

７月は２０日開催。８月はお休みです。 

 

 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 


