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[開催テーマ ]

“ 次の世代ヘ マザータウン 泉北ニユータウン ～ 子どもたちが楽しむまちづくり ～

[事業目的]

希薄化し′てきていると言われている地域コミュニティの再生を目指 し、

ありとあらゆる角度から、市民の共通するコミュニティのつながりを見出

堺市や和泉市、大阪狭山市などを含む南大阪で活動 している市民と

活動団体 (自 治会関連団体・ボランティア・趣味・サークル・NPO
など)等が、お互いの活動を直接見聞きし、様々なコミュニティの

つながりを通して、地域のネットワークを構築する。

また、参加団体に関する情報 (分野別およびエリア別の分類一覧表作成

予定)を提供することにより、市民の方に市民活動への理解を高め、

身近に感 じて頂き参加意欲を高めます。

また、子ども達が地域の市民活動団体や留学生と触れ合 う機会を設 :す

異世代FH5ま た国際交流をはかる機会も設けます。

①市民と団体、または団体同士のネットワークを構築し、様々な協働づくりの場とする。
②同じ分野の個人と団体が集うことで、地域の課題を共有し解決するきつかけづくりの場とする。
③子ども達の古里意識(帰属意識)の向上のためのつどいとする。
④異世代間の交流。国際交流を促進する場とする。

[実施 日時]2009年 1 5月  24日 (日 )10時 ～ 16時
小雨決行、警報の発令時のみ中止

(朝 7時に実行委員長が決定 HPで 発表 します )

[実施場所 。会場] 西原公園 。西原グラウン ド

[主催]主 催 :み どりのつどい実行委員会

〔泉北ニュータウン学会 コミュニティ部会〕

[問 い合わせ先] 事務局 山下 まで

今年も “みどりのつどい"を開催しますので、参加者募集中 :

皆さん、ご参加ください !



鰈 ～総会のご報告～

燿は くこれからのすまいるセ ミナーの[予
定〉

①「健康ホーム体操」～太らない体づくり～

平成 21年 2月 24日 (日 )11時 から、NPO法 人すまいるセンターにおいて、第 6回総会が行

われました。会員の皆様にはお忙 しい中、出席いただき誠にありがとうございました。議案全てが

承認 され、無事総会を終了することが出来ましたことを報告させて頂きます。すまいるセンターも

NPO法 人を得て早くも6年が経ちました。お陰様でいろいろな関係機関の方々より、町づくりに

関する様々な協働事業や情報交換をさせていただけるようになつてまい りました。特に、昨年より

協力 してお ります泉北ニュータウン学会の防犯部会が主催で取 り組んでお ります栂美本多駅前の環

境美化事業では、 12月 に地元の小学生約 40名 に参力Eいただき、花植えをおこないました。この

事業で感 じたことは、子 どもたちが楽 しんで参加すれば、それをサポー トする地域の大人たち、

誰もが笑顔になるとい うことです。今までの多くに地域活の主役は大人ですが、その主役を子 ども

たちに担つてもらい、大人はそのサポー トにまわることで事業

の継続性 と本来のまちづくりのありかたを強く感 じました。子

供達を地域活動に巻き込むことは多くの課題や工夫が必要です

が、このような事業を増や していけば地域の大人が子供達を見

守つてくれる昔のような良い関係を築くことが出来るのではな

いかと思います。今年度からは、子供達の社会的道徳精神の育

成に貢献できるような活動も展開してまいりたいと思いますの

で御指導を賜 りますようお願い申し上げます。

②

③

④

4月 11日 (土) 午前 10時 00分～午前 11時 30分 定員 30名
講師 :エルエス ト泉北 真田氏

自宅で簡単に出来る体操をスポーツクラブのエル・エス ト泉北がご紹介します。

「ステンドグラス教室」～フィジング技法で～

6月 27日 (土) 午後 1時 30分～午後 3時 30分 定員 20名
講師 :宇佐美フサさん (城山台 在住 )

「絵手紙教室」～暑中見舞いを～

6月 13日 (土) 午後 1時 30分～午後 3時 30分 定員 20名
講師 :岡 田瑞穂さん

「鉄道模型教室」～子どもたちの鉄道模型 (全 4回コース)～

第一回目は

① 7月 25日 (土) 午前 10時 00分～午前 11時 30分 定員 8組

講師 :久保田 守彦氏

祗は 
くすまいるフォトサークルの予定〉洟蝙乙

① 5/24日 曜日に、「みどりのつどい」、が例年通り西原公園で開催されます。

スナップ写真の講習会を行います。

② 五月末から六月始めに、白鷺公園で花菖蒲などの撮影を行います。

花撮影などの講習会を行います。



躙～すまいる会員さんの紹介コーナー～ 祠
サンシャインステン ドグラスエ房の代表 宇佐美 フサさんをご紹介

『 わたしについて 』

西官で生活 していました 73歳のときに阪神淡路大震災で被災し、

泉北ニュータウン、比の地に住まわして戴くことになりました。

今になって毎日が幸せで日標を持って楽しい日々を健康に暮らさて

戴いていますが、振 り返れば、 73歳のときに主人に先立たれ、

生きて行く道を絶たれ、真っ暗闇の時 ヨーガ集中行にイン ドヒマラヤ

巡礼の旅を 2週間参加 してきました。帰つてきて泉北の生活が始まつた

のです。ゼロからの出発でした。 ヨーガと泉北が私を生き返らせてくだ

さいました。このご恩に報いる生き方を皆様のご協力を戴いて

私なりの貢献をさせていただきますことをお願いいたします。

「インドヒマラヤでび)宇佐美先生」

① 泉北シルバー ヨーガ教室

心身共に健康で社会に貢献出来る喜びを求めて、地位、経済を目標としないでFll他 の働きに徹すること。

人様の喜びを報Ollと して行為を行なうことにしています。今日一日の身調べを毎日の行いにしています。

体を柔軟に 心も柔軟に 体操 呼吸法 聖句を基本に瞑想、自分をみつめて正しく生きましょう

・美木多上 重谷文化教室 毎水曜 日9時～ 10時
・和泉市生涯学習センター 第 1、 第 3月 曜 日 10時 00分～ 11時 30分

第 2、 第 4土曜 日 18時 00分～ 20時 00分

② ステ ン ドグラスエ房

毎日、作品作 りに工房にいます。随時お越 しいただけます。

63歳から始めました、誰でもできます、作品づくりは自分づくりです、忍耐と集中力です。

作った作品で人様が喜ばれるときは 最高の幸せを味わうことができます。

10月 20日 ～ 25日 まで、88歳の記念展示会を和泉市久保惣美術館市民ギャラリーで予定しています。

ステンドグラスは難 しい、高価でガラスが危ないと思われています。其の感覚を履 して、誰にでも美術感覚を

養い、内面的成長を伸ばしていくことを願って、この度フィジングの技法を皆様にお披露日したいと勉強 して

きました。板ガラスをキャンバスにして絵を描 く感覚で色ガラスを並べて糊付↓すして仕上がりを工房の釜で焼

き付けして後 日お渡 しします。綺麗に焼けました作品を板に張つた り、額にいれてご家庭の壁や柱に飾つて

癒 しや和やかな雰囲気を味わって戴けたら嬉 しいです。

パンジョライフカレッジ

富田林くすのき塾

第 1、 第 3木曜 日

第 1、 第 3土曜 日

3時 30分～ 15時 30分
0時 00分～ 17時 00分

1

1

します。

〈フィジングの技法のステン ドグラス作品と生徒さんたち〉



眩 団体登録の募集について

南区では、まちを元気にすることをめざし、地域で活躍する人を増やす取り組みを行つてお りますが、
その一環で NPO法人すまいるセンターと南区役所は共同により、「ボランティア等の活動をしたい方と、
活動メンバーを求める団体とを結びつける事業Jを始めました。

実際に「誰かのお手伝いがしたい」と思っても、個人で直接相手を探すことはとても難しいです。そ うい
う場合に活動者を求めている団体と調整 した り、逆に 「こういう団体がお手伝いしてくれている人を探 して
おられますが…Jと い う情報提供をすることで、みなさまのお役に立ちたいと考えています。

つきましては、pllPO法人すまいるセンターでは、「ボランティアなどの市民活動をしてみたい個人の方Jの
登録の呼びかけをさせていただいてお りますので、パソコンなどの特技を生かしてみたい方だけでなく、「何
か始めてみたい方」「ボランティアにご興味のある方」は、この機会にご登録のうえ、お役立ていただければ
幸いです。事前に登録することで、実際に活動をしたくなったときの権談にもスムースにお答えできるもの
と考えています。また、今すぐでなくとも、どんなことをするのかお聞きになりたい、という方はお問い合
わせだ:すでも結構です。<お Fplい合わせは すまいるセンターボランテイア登録担当まで>

<事務局からお知 らせ >
5月 から英会議教室が始まります。

●英会話体験教室ご案内

日 時 :平成 21年 4月 24日 (金)

10100 - 12:00

● 「すまいるセ ミナー」の講師を広 く募集 してお ります !

。開講を希望される方は、事務局までに御連絡下さるようお願いします。

鯰 新入会員 口継続会員募集 !:

すまいるセンターの会員の有効期限は 1月 1日 ～12月 31日 となっていますので、更新の手続きを是非お
願いします。手続きは簡単、年会費 (一般 :¥1,000  賛助 :¥10,000/1日 )を事務局又は指定回座に振 り
込むだけ。もし、電話番号や住所、メールア ドレスが変更された、等々ありましたら事務局までお知らせ下
さい。

また、以前と同様にこの会の趣旨に興味があり、活動に参加 して下さる新会員も常時広く募集 してお りま
す。会員になって頂いた方には以下のようなメリットもございます。

●会員特典 !

。すまいるセンターの喫茶が 50円 引き。
・すまいるセミナーヘの参加特典。
・すまいるセンター (部屋)の無料貸与。
・高齢者向けハ

゜
ソコン講習を格安で受講。

。すまいる通信 (機関誌)の無料購読。
・各種イベン トヘの無料参加。
・介護や住宅改修の無料相談。
・コピーや FAX、 輪転機が格安  などなど

セ ミナーヘの参加や会員登録などのお問い合せは、
「すまいるセンター事務局」までお気軽にお電話下さい。

住  所 :丁 590-0141

大阪府 堺市 南 区 桃 山台 234
特定非営利活動法人 すまいるセンター 事務局担当 直:下

TEL:072-299-2323  FAX:072-299-2803

-
栂 美 本 多駅 |ぶ

 
至 泉ケ壼


