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今年も みどりのつどい 開催 
開催日：平成２８年５月１５日（日） 予備日：５月２２日（日） 

時 間：１０：００～１６：００   会 場：西原公園 

毎年恒例「みどりのつどい」を本年も開催いたします。 

これは泉北ニュータウンを中心とした堺市や和泉市、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（ボランティア・趣味・サークル・ＮＰＯなど）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ことを目的とした年一回の

お祭りです。  

開催テーマ 

“次の世代へ マザータウンせんぼく” 

開催目的 

・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。 

・世代間の交流・国際交流を促進する場とする。 

・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。 

・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っかけづくりの場とする。 

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。 

具体的に今年は、子供向けに科学実験コーナー・竹とんぼづくり教室・キックターゲット・子ども

バザー、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。 ステージコーナーでは Hanna Bunｙa ｓpecial 

live、市民や地元高校生による踊り、合唱、軽音楽部演奏や市民活動団体による PR・バザー・フリー

マーケット・食べ物販売、また、東日本復興支援コーナーではみみちゃんによる募金活動を行うなど、 

子供から大人まで楽しんで頂ける企画も盛りだくさん準備しております。 

そして、みどりのつどいの運営には地域のみなさんや学生など、ボランティアスタッフの皆さんと

「共同作業」を共に考えながら取り組むことを目指します。当日のボランティアさん募集中です！ 

みどりのつどい協賛金募集中です。詳しくは別紙参照ください。 
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  平平成成２２８８年年度度  

すすままいいるるカカレレッッジジ開開講講ののごご案案内内  

「いつまでも元気で活躍したい」を理想に掲げ、

本講座を始めて今年７年目、ひとりではなかなか継

続できない運動も皆でやれば何とか続くものです。

強弱取り混ぜたウォークコースや運動講座に今年

も仲間と楽しく取り組み、“スマートシニア”への

変身を目差そうではありませんか !! 

（受付は終了しました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ノノルルデディィッッククウウォォーーキキンンググ  
ノルディックウォーキングスクールが開校しま

した。みんなで楽しみながら 

日頃の運動不足解消、体力作 

りしてみませんか？ 

あたりまえのことですが 

運動は何歳から始めても悪い 

ことではありません。 

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。ワイワ

イガヤガヤ、みんなで「貯筋」に励みましょう。 

 

ノルディックウォーキングはロコモーティブ症

候群、いわゆる筋力低下に伴う「変形性関節症」「骨

粗鬆症に伴う猫背」「変形性脊椎症」「脊柱管狭窄症」

「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

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

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

ようなことをいいます。 

こどもの遊びの形態が変わった。交通の便が良く

なった。結果国民総運動不足になり、今後ますます

増加することが懸念されています。 

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。 

スクールのスケジュールは同封チラシをご覧く

ださい。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！ （チラシ同封） 

（すまいるセンター 担当：西田利也） 

月 日

１部：ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ と 体力測定・運動

２部：親睦会食

「元気ハツラツ健康体操」
　～関節の痛みを和らげる秘伝～

10 １２月
6

(火)
こけない運動対策&茶話会 ・ 茶話会

9 １１月
15
(火)

ウォーキング(６)　／　７㎞
’ 和泉市 ： 歴史の街歩き

8 １０月
18
(火)

ウォーキング(５)　／　３㎞
’ 神戸 ： 灘の酒蔵＆小磯美術館見学

7 ９月
13
(火)

ウォーキング(４)　／　１１㎞
’ あまの街道 ～ 槇塚台 ～ 泉ヶ丘

6 ８月
2

(火)
料理教室
’　 高齢者に優しい食事について

5 ７月
12
(火)

4 ６月
7

(火)
ウォーキング(３)／A：12㎞、B：6㎞
’ 泉北NT公園巡り

3 ５月
17
(火)

 ウォーキング(２)　／　７㎞
’ ミステリーハイキング
’　（大阪北東部：川と山と公園ｺｰｽ）

2 ４月
19
(火)

 ウォーキング(１)　／　5㎞
’ 奈良： 當麻の里

1 ３月
29
(火)

回
数

開催日
講 座 名 ｏｒ 行 先

平成２８年度スケジュール 

昨年度の活動風景 

名所巡りと体力作り 
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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  
初級者向撮影講座 ｉｎ ＮＰＯ法人すまいるセンター 

【２０１６年度 記念キャンペーン】 

撮影実習３回と座学３回による講評がセットに

なった年間講座です。加えて写真展示(無料)１回を

含む楽しい写真教室(撮影時の保険完備)。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!!! 

[第一回撮影実習地] 

５月１６日（月曜日）午前１０時 

浜寺公園バラ園入口現地集合撮影 

[第二回座学講評講座] 

５月２３日（月曜日）午前１０時 

ＮＰＯ法人すまいるセンターで。 

その他２回撮影場所も日帰り可能な府下撮影(３

回以降の日時未定・順次ご案内)。座学は全講座と

もに、ＮＰＯ法人すまいるセンター。講座予定日は

毎回月曜午前中予定。『詳細予定日時・場所案内は

年間４回発行の機関紙「すまいる通信」でのご案内

となります』 

＜お申し込みにあたって＞ 

※上記６回と写真展示およびＮＰＯ法人すまいる

センター年会費千円込みで、一括５千円払いの講

座費となります(既に、すまいる会員の方は４千

円・途中解約の返金はしません。) 

※雨天決行 

※撮影実習地の入園料金は、別途各自でお支払いく

ださい。 

※お申し込みの受付は、定員になり次第締め切りと

なります。 

主催はＮＰＯ法人すまいるセンター。 

協力および指導は、すまいるフォトサークル、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メンバーが担当。 

 

  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  
      ～～  高高齢齢者者のの住住むむ所所  ～～  

「高齢者か？」と聞かれて、「そうです！」と答

える６５歳の方はほとんどいないと思いますが、法

律ではこの年令以上が高齢者です。日本の平均余命

から計算すると、２０年か、それ以上余生を楽しむ

ことが出来ます。 

 しかし、年をとる毎に、体調上の不安も増してい

きます。病気やケガになったら病院。介護が必要に

なったら特養。最近ではサービス付き高齢者住宅な

どもあり、医療や介護のサービスが常時必要な人に

向けたサービスは増えてきました。 

 でも、今は特に問題なく生活しているからいいけ

ど･･･、いつまでもひとりで生活していくのは不安

だな。子どもたちは近隣に住んでいるけど、毎日顔

を合わすわけでもないので、倒れてもだれも来ない

かもしれない。などなど、健康上の突発的な出来事

に対して不安を抱えている方は多いと思います。こ

れでは、楽しい余生を過ごすどころではありません。 

 しかし、この不安を解決するためのサービスはあ

まりありません。高齢者支援住宅では、住居内のセ

ンサーによる見守りと、支援員による定期的な御用

聞きで、このような不安を解消し、充実した生活が

送れるようお手伝いをさせていただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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。 

支援住宅の外観 

401号室(ゆおり)の 

室内風景 
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  高高倉倉台台共共生生スステテーーシショョンン  
３月の「みんなのマーケットるぴなす」の様子は、

毎週金曜日午後１時３０分からの「健康えいよう相

談室」が徐々に定着して参りました。 

医師と栄養士のコラボレーション 

で相談に乗って下さるという 

クオリティの高さが理由と思 

われます。毎回、数人がご参 

加して下さいます。 

また、みんなのマーケット 

るぴなすの就労支援を受けている利用者の方の参

加もあります。 

３月１１日には、サロンイベントとして、「お食

事会」を行いました。地域の方がサロンのお弁当を

食べながら談笑されており、お食事会の後すぐに 

「健康えいよう相談室」

があるので、医師の先生

や栄養士の先生もご一

緒に食事をしながら、参

加して頂きました。 

４月８日に「笑いヨガ」、４月２２日に「簡単ク

ッキング～腸を元気に～」を行います。また、子ど

も向け企画として、幼児対象の「絵本の読み聞かせ」

を４月１６日土曜１１時より３０分間行います。 

 

３月は、「みんなのマーケットるぴなす」就労支

援の利用者の方が増えたので、毎日数名が売り場の

中でそれぞれの特性にあったお仕事に取り組んで

おられます。 

４月からは、惣菜の研修を始めて行きます。美味

しいお惣菜ができるようになるのを楽しみにして

いてください。 

 

  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。 

レストラン前の公園も春の訪れと共に子どもた

ちが楽しそうに遊ぶ姿を見かける事が多くなり、微

笑ましく、また可愛く元気な声に力をもらってます。 

槇塚台レストランでは、毎日、管理栄養士の先生

が作成した献立でヘルシーで美味しいお弁当を作

っています。今日はその中でもレストランの人気メ

ニューを紹介したいと思います。 

①  人参のにぎりつくね 

②  牛肉チャプチェ 

③  ハンバーグ 

充実したお魚メニューも沢山 

ある中で、お肉料理が①から 

③位まで占めてるようです。若い方からご年配の方

まで大人気で、時には早くに完売することも！！ 

皆様も是非槙塚台レストランの美味しいお弁当

をご賞味下さい。 

 

  一一緒緒ににごご飯飯ををたたべべよよううよよ  
すまいるセンターで一緒に 

お昼ご飯を食べませんか？ 

毎月１回（第３木曜日）お昼 

ご飯を皆で一緒に食べる会を 

始めます。ご自分の好みのお 

昼ご飯を持ってきてください。 

なんでもＯＫです。３日前ま 

でなら、槇塚台レストランの 

配食弁当の予約も承ります。 

４月は、２１日（木）１２時１５分からです。 

一人より 二人、三人と賑やかに 楽しく食事が

出来る気取らない会にしたいと思っています。 

 

  すすままいいるるままちちラライイブブララリリーー  
４月はまちライブラリー創設者、礒井さんのＩＳ

まちライブラリー見学ツアーを下記の日程で開催

致します。現地集合現地解散です。 

参加される方は事務局までご連絡ください。 

日時：平成２８年４月１８日（月） 

１４時から 

場所：〒540-0037 

大阪市中央区内平野町 2-1-2アイエスビル 

※地下鉄谷町線天満橋駅４番出口から徒歩 5分 

http://is-library.jp/access/ 
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  栂栂・・美美木木多多駅駅前前のの花花植植ええ  
花の見守り隊は、栂・美木多駅前のフラワーポッ

トに四季の花植えと水遣りなどの花の手入れをし

ていますが、時々は花に関する講習会なども取り入

れ楽しんでいます。 

１月には、ひ弱に育った菜の花を丈夫な花にする、

切り詰め方と肥料施し方の勉強をしました。 

 

 

 

 

 

作業風景       講座の様子 

次回の春の花植えは、４月６日（水）が花植えの

準備日で今植わっているフラワーポットの花を整

理して、４月９日（土）に花を植えます。 

今後のスケジュール

 
※場所：すま＝すまいるセンター、栂駅＝栂・美木多駅前 

 

一緒にやりませんか、多くの方 

の参加を期待しています。詳細は、 

すまいるセンターまでお問い合わ 

せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

日 時 場所 内 容

4月6日（水） ・花植えの準備：花の撤去と施肥

10時集合 ・ミーティング
4月9日（土） ・花植え、マルチング
10時集合 ・ミーティング

5月11日（水） ・ミーティング：　①6/11に植える花の選択
10時集合 　　　　　　　　　　②夏の水遣り
6月8日（水） ・花植えの準備：花の撤去と施肥
10時集合 ・ミーティング

6月11日（土） ・花植え
10時集合
7月6日（水） ・ミーティング
10時集合
8月3日（水） ・ミーティング：　①9/3に植える花の選択
10時集合

8月31日（水） ・花植えの準備：花の撤去と施肥
10時集合 ・ミーティング
9月3日（土） ・花植え
10時集合

10月5日（水） ・ミーティング
10時集合

11月2日（水） ・ミーティング：　①12/10に植える花の選択
10時集合 　　　　　　　　　　②来年の日程

12月7日（水） ・花植えの準備：花の撤去と施肥
10時集合 ・ミーティング

12月10日（土） ・花植え
10時集合
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