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〒590-0141 
 堺市 南区 桃山台 2-3-4 

TEL：072-299-2323 

FAX：072-299-2803 
e-Mail：info@smile-center.jp   HP：http://www.smile-center.jp 

  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  

【開催日】平成２８年１１月１２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。 

【時 間】１０：００～１６：００ 

【場 所】ビッグバン 交流広場（泉ヶ丘駅前） 

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。 

今年は、１２日土曜日のみの開催になります。 

 

 

 

●ボランティア募集中 

すまいるセンターでは 当日のお手伝いをして頂け

るボランティアを募集しております。お仕事は、①当日

の会場設営（８：００～）、②縁日コーナのお手伝い・み

かん販売（９：３０～）、③会場片付け、となります。なお、

半日以上お手伝いいただいた方には交通費５００円を

ご用意しております。さらに全日にわたってお手伝いの

方には昼食代５００円も合わせて用意しております。是

非、ご協力くださいますようお願いいたします。 

お申込み・お問合せは、すまいるセンター事務局 

TEL：072(299)2323、FAX：072(299)2803まで。 

 

 

 

 

 

  すすままいいるるカカレレッッジジ「「健健康康づづくくりり講講座座」」  
すまいるカレッジの第５回は７月１２日「元気ハツラツ

健康体操」 のタイトルで栂文化会館で座学と運動実践

の講座を実施。すまいるカレッジとしては初めての試み

で、公開講座を実施しました。 

講師は、泉北ＮＴでは有名？な高井 

教授のおかげで、カレッジでは過去 

最高の約５０名の受講者となりました。 

高齢者にとって最大の課題である「膝、腰、肩の関

節痛」の解消の秘伝は、特効薬でなく、地道に日々自

分の大切な部位のストレッチと筋トレを定期的に継続

することが大切だと教えて頂きました。 

 

 

 

 

第６回すまいるカレッジ、料理教室「高齢者に優しい

食事について」８月２日（火） 栂文化会館 調理室。 

和（やわぎ）会のメンバー、サポーターも含めて ３４

名参加し、高齢者によい食事＝がん予防の食事を作

る。各班２名の男性に入ってもらい、今までのように女

性がほとんどやってしまうことなく全員参加の形になっ

て、とてもよかった。手際よく、早く調理でき、和会の方

に塩分チェックをしてもらったのはよかった。 

薄味、減塩の中にも一品だけ普通の味付けにすると、

満足感が得られると聞いて納得した。 

～～～これからのすまいるカレッジ日程～～～～ 

第８回 １０／１８ 神戸：灘の酒蔵＆小磯美術館見学 

第７回振替 １１／８ あまの街道～槇塚台～泉ヶ丘 

第９回 １１／１５ 和泉市：歴史の街歩き 

第１０回 １２／６ こけない運動対策＆茶話会 
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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  

写真講座の前期活動ご報告です。 

① 半年あまりで泉ヶ丘駅写真展示も含めて、延べ

２００名を越える写真仲間たちと活動して参りま

した。日ごろからのご支援に感謝しております。 

 

 

 

 

 

②講座 

従来型を変革させて、定期講座に加え自由参加形

式の写真講座を中心に、活動しています。主なる対象

は中級編です。カメラは、一眼レフ、コンパクト、スマー

トフォンなど自由持参です。 

③真田幸村ゆかりの地、和泉リサイクル公園、関西

空港、大泉緑地、天王寺界隈、長居植物園、天満宮、

白鷺公園、和歌山撮影旅行などと活発な写真講座を

行いました。後期も、長居植物園、中之島界隈、四天

王寺界隈、奈良公園、花の文化園などの現地写真講

座と、座学を予定しておりますので、興味をお持ちの方

は気軽に参加してください。 

④写真仲間からは、日本カメラ 

雑誌、全日写連、キヤノン賞などと、 

いろいろと優秀作品賞を受賞して 

くださっての成績を残されています。 

⑤今後の展開 

すまいるフォト、あかさか写楽 

が中心となっていますグループを 

要に他団体との交流をしながら 

中級者向け講座を開いています。 

一回 500円ワンコイン講座を展開 

しておりますのでご期待ください。 

お気軽にすまいるセンター事務局 

までお申込みください。 

お世話係、久家、ぬりた。 

  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  

～ 「レスパイト」って知ってます？ ～ 

介護の業界で、最近聞くようになった言葉に「レスパ

イト」というものがあります。介護の業界では「レスパイ

トケア」というのが正式だそうですが、略してレスパイト

と言うことが多いようです。レスパイトの語源は英語で、

意味は「休息」「息抜き」「小休止」だそうです。レスパイ

ト（ケア）とは、介護を必要とする方が、福祉サービスな

どを利用している間、介護をしている側の家族などが、

休息をとれるように支援することです。これを行う大き

な目的は、介護する側の健康維持や精神的負担を軽

減し、在宅介護の継続を可能にしていくことにありま

す。 

今まではどうしても、介護される側に立った介護サー

ビスの整備が行われ、デイサービスやヘルパーなどの

事業所ができてきました。それで、介護する側も一定

助かってきたところもありますが、いつ終わるとも知れ

ない自宅での介護では、なかなか 

気の休まる時間は持てません。 

そんな状況が長く続くと、体力的にも 

精神的にも疲弊してしまい、病気に 

なったり将来の不安で押しつぶされ 

て、介護どころではなくなってしまいます。 

そこで、自宅での介護を続けていくために「休む！」

ことが近年重要視されてきています。 

たまにはカバン一つお持

ちになり、自宅から離れす

ぎない距離でほっと一息。

１日単位で利用のできる支

援住宅では、そういったご

利用もしていただけます。 

 

＜連 絡 先＞ 

 「高齢者支援住宅 美樹の園」 

TEL：072-284-2012 

住所：〒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。 

▲ 304号室 

まきつかハウス 居室 
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  高高倉倉台台るるぴぴななすす  

 みんなのマーケットるぴなすでは、９月２４日(土)に

『第４回高倉台マルシェ』を行いました。お天気が心配

されましたが、予定通り午前１０時から午後３時まで開

催する事が出来ました。すまいるセンターさんからは、

恒例の「射的」や「ポップコーン」、「綿菓子」をご出店頂

きました。南区役所１階の「ぎゃらりーみなみかぜ」から

も出店を頂き、授産製品の販売をして頂きました。るぴ

なすに関わって下さっている、業者さん(野菜の「えびす

の青果」さん、生花の「べるふるーる」さん)や、るぴな

すスタッフでお店を出して高倉台近隣センターを盛り上

げました。とん汁の振る舞いもして、ご来場の皆様に喜

んでいただきました。 

 パフォーマンスボランティアさんのご協力で、午前１１

時から午後３時まで、音楽ライブやダンスパフォーマン

ス等の舞台演出もありました。トップバッターは、「野菜

系シンガーソングライター」の谷井翔一さんの音楽ライ

ブ、次に「カノン」さんのカントリーダンス、最後に「音愛

心(おとめごころ)」さんのパフォーマンスで盛り上げて

頂きました。 

 

 

 

 

 

 次回は１１月２６日(土)午前１０時から午後３時まで行

います。 皆様のお越しをお待ちしております！（別所） 

●みんなのマーケットるぴなす 

住所 堺市南区高倉台三丁 2-2 

TEL  072-295-6173 

FAX  072-295-6174 

 

 

  槇槇塚塚台台レレスストトラランンのの紹紹介介  

槇塚台レストランは、地域のコミュニケーションセンタ

ーとしての役割を主とし、さまざまな活動をしています。 

９月には、子供食堂の試みに参加し、大きな成果を

上げました。今月、１０月２９日（土）には、第３回まきつ

かハロウィンに出店します。 

地域の協賛により、子供からお年寄りまで皆が楽し

めるイベントです。 

射的や輪投げ等のゲーム、仮装グッズ作りやクッキ

ー作りの体験コーナー、おやつや軽食もあり、夕方か

らはキャンドルナイトで楽しめます。 

ハッピーハロウィンを楽しみたい子ども達、お昼１時

に集合して、お菓子や色紙をもらいましょう。（吉川） 

 

 

 

 

 

 

 

  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 ９月３日（土）１０：００～１１：００ 

「秋の花へ」 

栂・美木多駅前のフラワーポットの花・ペチュニアが

春と夏の２シーズンを華麗に咲き誇ってくれました。丁

寧に切り戻しをすると花は答えてくれます。初の試みの

切り戻しが成功し感激しました。 

長く暑かったシーズンもいつの間にかおわりかけて

います、秋にかけての花ペンタスに植え替えしました。 

暑さの残る中お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者：１８名 

参加グループ：原山台シニアクラブ、 

桃山台元気グループ、NPOナルク泉北支部、 

NPO法人すまいるセンター、泉北ニュータウン学会、

栂美木多駅前花の見守り隊 

主催：NPO法人すまいるセンター 後援：堺市公園協会 
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  ノノルルデディィッッククウウォォーーキキンンググススククーールル  

今年の夏はトビッキリ暑かったですねえ。 

猛暑の中、ノルディックウォーキングスクールは暑さ

にも負けずとっても元気でした。これからはベストシー

ズン。皆さん張り切ってまいりましょう。 

日頃運動不足かなって感じて 

いる方、肩こりや腰・股関節・ 

膝に痛みや不安のある方、 

ノルディックウォーキング 

はそんな方にうって付けの 

運動です。 

ポールを使うことで 

①下半身の負担を半減させます。 

②肩・腕を動かし全身運動になります。 

「当スクールでは最近笑っていない方に 特に、特にオ

ススメでス？！」 

いよいよ２学期、３学期です。 

スクールは月１回開校。スタッフが責任もってサポー

ト致します。初めての方、お試し参加の方、いつからで

も、どなたでも大歓迎です。 

１０月２３日（日）は秋のノルディックウォーキングピク

ニックです。光明池を巡ります。朝９時３０分 泉北高速

鉄道・光明池駅改札出口ＳＭＢＣ前集合です。 

（ピクニックの詳細や今後のスケジュールは事務局ま

でお問い合わせください。） 

担当：西田 

 

 ままちちラライイブブララリリーー 
まちライブラリー＠すまいるの活動は、 

● 「○○を語ろう！」 

 毎月一回、月曜日に集まります 

(カタリストの都合により日にちは未定)   

参加費 ５００円（飲み物代込み） 

★ 「植本祭」 

 毎月第１土曜日８時～９時頃 おすすめ本を持ち寄っ

て自己紹介＆みんなでおしゃべりしながら本棚に本を

植えます。 

参加費 飲み物代のみ 

● お互いに知り合う為のイベントを開催予定 

 ① 他のまちライブラリー探検 

 ② 近隣のまちライブラリーとの交流    

 ③ 話題の本や雑誌の購入、回し読み 

 ④ 映画を見たり、お話を聞いたり、音楽を楽しんだ

りした後においしい手料理をみんなで食べる 

「バル」の開催 

 

１０月１日（土）に第１回植本（しょくほん）祭を開催し

ました。テーブルでシェアされた本は、下記の４冊でし

た。 

・星野道夫 『旅をする木』 

・片岡 勝 『君はいつでもはじめられる 

～自分を活かすために「働く」ということ』 

・井上 靖 『敦煌』 

・岡  檀 『生き心地の良い町 

～この自殺率の低さには理由(わけ)がある』 

 

 

 

 

 

 

 これらの本がどうして持ち込まれたか、 

 そのおすすめポイントは、奥付のメッセージカードに

貼ってありますので、まちライブラリー＠すまいるの本

棚で手に取って、ぜひご覧くださいね！（会員さんは、

借り出しが可能です。無料。） 

●次回 「おひとりさまの最後を語ろう！」 会は 

１0／17（月）10時～12時開催予定。 

カタリスト：中村善哉さん（泉北在住、読書家、実践家） 

をお呼びして開催する予定です。 

詳しくは、ホームページをご覧ください。 

  

★次回の植本祭は １１/5 (土) 8時頃～9時頃 

参加費：会員２５０円／一般３００円 飲み物付き 

ご自身の朝食をご持参ください。 

「本」を通して「人」と出会う、まちライブラリー＠すま

いるへのご参加は、お気軽にどうぞ！ 
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  すすままいいるるセセンンタターー活活動動予予定定  
『みかん狩り＆施設見学』 

日 時：平成 28年 11月 5日(土) 

場 所：老人保険施設 美樹の園（現地集合） 

※雨天の場合は、みかん狩りは平日に順延となり、 

美樹の園施設見学は決行します。 

◎当日スケジュール◎ 

11:00～ みかん狩り（一人一袋 お土産付） 

12:00～ 特別養護老人ホーム 美樹の園 見学 

13:00～ 美樹の園にて昼食（600円） 

※当日徴収となります。 

注１）美樹の園見学は 先着１０名となります。 

注２）昼食代は各自ご負担願います 

 

 

 

 

 

 

『忘年会』 

日 時：平成 28年 12月 17日(土) 18:00 ～ 

場 所：すまいるセンター 

参加費 1,000円と、お一人一品お料理を持ち寄る。 

 

 

 

 

 

 

 

『総会』 

日 時：平成 29年 2月 19日(日) 10:00 ～ 

場 所：すまいるセンター 

 

 

 

 

 

 

 

  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で

す。ご自分の好みのお昼ご飯

を持ってきてください。 

槇塚台レストランのお弁当

の予約も承っております。 

※10月は第４木曜日、 

10/27（木）12時 15分から。 

 

 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 

 


