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新年のご挨拶を申し上げます 
明けましておめでとうございます。みなさまにおかれましては健やかに輝かしい新春を迎えられた事と

お喜び申し上げます。すまいるセンターも設立から１４年目を迎えることとなりました。これも皆さまによる

御支援の賜物と深く御礼を申し上げます。 

昨年は、熊本地震・糸魚川市大規模火災等の大災害が起き甚大な被害がもたらされました。謹んでお

見舞い申し上げると共に、早期の復興を心よりお祈り申し上げます。また、昨年度のみどりのつどい開催

時には、東日本大震災と熊本地震に対する義援金に多額の御寄付を頂き誠に有難うございました。（東

日本大震災義援金２１，４２６円、熊本地震義援金３０，５８２円を寄付させて頂きました） 

私たちの住む泉北ニュータウンは、本年度でまちびらきからちょうど５０周年の節目を迎えます。急速

な少子高齢化とともに、人口減少・空き家・空き店舗の増加・公共建造物の老朽化など数多くの課題を抱

えていますが、近畿大学医学部付属病院の移転や原山台公園内に市民 

プールが移転されるなど、期待される新たな取り組みも始まりつつあります。 

また昨年度には、すまいるセンターでの取り組みが評価され、めでたく 

平成２８年５月１０日に大阪商工信金社会貢献賞の受賞を受けることが 

出来ました。これも皆様の日頃の取り組みのおかげと感謝しております。 

本年度は行政・大学・地元企業等と連携し、泉北ニュータウン５０周年事業に微力ながら携わってまい

ります。泉北ニュータウン並びに堺市南区全体が活性化出来るように、今後も様々な活動を行ってまいり

ますので、更なる御指導を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。最後に皆さんの御健康と御多幸を心

よりお祈り申し上げます。 

ＮＰＯ法人すまいるセンター 代表理事 西上孔雄 

第１４回 すまいるセンター総会 【日時】平成２９年２月１９日（日）１０：００～ 

【場所】すまいるセンター ご参加ください！！ 
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  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  
平成２８年度の「すまいるカレッジ」は 

暑さ寒さ、歳にも、雨にも負けずにウォーク!! 

今年度ウォークは距離の強弱やミステリー企画

等々、変化思考をしたものの、３回の雨の試練を受

けました。それでもシニアライフ謳歌をモットーと

する皆さんは、多少の変化にも動ぜず、元気に計画

の１０回講座全部を無事修了致しました。 

☆講座内容は以下の通り（参加人員） 

第１回：体力測定・運動、親睦会食（34 名） 

第２回：奈良・當麻の里ウォーク（35 名） 

第３回：ﾐｽﾃﾘｰﾊｲｸ（交野星田園地ｳｫｰｸ）（22 名）  

第４回：泉北ＮＴ公園ウォーク（22 名） 

第５回：元気ハツラツ健康体操講座（47 名） 

第６回：高齢者に優しい食事の料理教室（28 名） 

第７回：あまの街道 ～ 槇塚台ウォーク（15 名） 

第８回：神戸・灘酒蔵･小磯美術館ｳｫｰｸ（26 名） 

第９回：和泉市・歴史の街ウォーク（17 名） 

第１０回：こけない運動対策講座と茶話会（25 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度「すまいるカレッジ」は、 

“ピンコロ”の実現を追及し続けます！！ 

 健康は万人の願いですが、思いだけでは実現しま

せん。「健康（体力）づくり」は自身での実行ある

のみです。何時かは人のお世話になることも、遅く

て短期にしたいもの。出来る内に、出来る事から、

みんなで一緒にやりましょう。 

「すまいるカレッジ」は、 

今年もそんなステージを 

提供出来ればと思ってい 

ます。 

  ちちょょっっくくららわわくくわわくくままつつりり  
【日時】平成２８年１１月１２日（土） 

【場所】ビッグバン交流広場（泉ヶ丘駅前） 

秋晴れの下、ステージやバザー、縁日コーナーに

は沢山の来場者で賑わいました。 

堺市南区の障がい者作業所の仲間たちも、縁日コ

ーナーで、ヨーヨー釣り、スーパーボールすくいや

おもちゃ釣り、綿菓子やミルクせんべいを楽しまれ

ていました。すまいるセンターではでみかん狩りで

収穫したみかんを販売しました。 

お手伝い頂いたボランティアの皆さん、ありがと

うございました。 

 

 

 

 

  

  忘忘年年会会  
【日時】平成２８年１２月１７日（土） 

恒例の逸品持ち料理は、キムチ入りチヂミ、唐揚

げ、サラダ、大根の煮物、子アユの佃煮、お酒やワ

イン、粕汁、デコ巻寿司、 

デザートにケーキやプリンまで。 

夜の８時には参加者の皆さんと 

南区役所のキャンドルナイトの 

花火を鑑賞して、参加された皆 

さんは胃袋と心を満たしました。 

ご参加いただいた皆さま、 

ありがとうございました。 

 

  支支のの折折りり紙紙教教室室  
【日時】平成２８年１２月２１日（水） 

新年の干支は「酉」。干支を題材にした折り紙色

紙の講習会を開催しました。 

 

 

 

 

当日の様子 

第３回 

第１０回 

第１回 
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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  

～愛を撮りませんか～ 
すまいるフォト講座で、あなたのために、あなた

の流儀を磨いてみませんか。 

くまモン支援活動であなたの写真、中級コース参

加受講料を寄付してくださる方へお誘いをします。 

１回ワンコイン 500円の 4回講座で構成された 2千

円を、すまいるセンターから寄付 

【保険料コーヒー代などをのぞく】 

華麗な花となる寄附を贈

ってくださる方のご参加を

お待ちしています。あなた

の心の窓から見える景色を

撮りましょう！ 

講師は、すまいるフォト・フォト華・あかさか写

楽・一般社団法人関西まちづくり協議会メンバーか

ら、ベテランカメラマンが無料ボランティア活動で

指導してくださいます。 

お申込みは、すまいるセンター事務局まで。 

※少人数募集で定員になり次第締め切り 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

写真中級者向け講座予定 

①2月 27日月曜日 10時  

座学(すまいるセンター) 

②3月 6日月曜日 10時 

大阪城梅林現地撮影 

③3月 12日日曜日 10時 

富田林市ひな祭り現地撮影 

④3月 27日月曜日 10時 

座学(すまいるセンター) 

 

  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  

猛暑の夏、事故もなく参加の皆様お疲れ様でした。 

季節は巡り、秋の遠足 10月 2日（日曜日）「ノル

ディックウォーキングピクニック IN 光明池」3

学期に入り冬の遠足、12月 4日（日曜日）「ノルデ

ィックウォーキングピクニック IN ハーベスト

の丘」も無事終了いたしました。 

残り３学期の開催日は「１月１５日」「２月５日」

「３月５日」です。 

来年度はさらにバージョンアップした内容のス

クールを提供できるようカリキュラムを検討中で

す。（年間予定表及びチラシは只今作成中です）年

に 3回のピクニックは堺市鍼灸師会が全面的にバッ

クアップさせていただきます。 

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。 

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。 

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。 

笑いましょう。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） 

 

  高高倉倉台台ルルピピナナスス  

～～高高倉倉台台ママルルシシェェににつついいてて～～  

 昨年 11月 26日に高倉台マルシェを実施しました。

非常に良いお天気に恵まれました。当日 12 時から

販売した 紅ずわいがに（1杯 600円）では長蛇の

列が出来、あっという間に完売となりました。谷井

さん（野菜系シンガー）から、るぴなすの歌を発

表！！毎日るぴなすの店舗内においても流してお

ります。地域の子ども達もお店に足を運ぶうちに

｢覚えてしまった！｣とのことでした。 

前回と比べやや客足も増え 

て参りました。当日ご参加 

いただいた、お客様並びに 

関係者の皆様に感謝を申し 

上げます。 当日の様子 
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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  
～～  香香りりののおおももててななしし  ～～  

 この記事が皆さんに届くころには、年を越してい

ることと思います。皆様にとって 2017 年が良い年

でありますよう、祈念いたします。 

 さて、この記事を書いているのはまだ 12 月。年

越しの準備をするのもまだ早いと感じる時期です。

支援住宅にお越しの時に、お気づきの方もいると思

いますが、事務所の 401号室に入った正面のカウン

ターに、その年の干支にちなんだ「匂い袋」が座っ

て皆様をお迎えしています。2016年の干支は「申」。

ひょうきんな顔立ちにキリリとした衣装で、1 年間

住宅に来てくれる方を和ましてくれました。 

 香りには人を癒やす効用があると言われていま

す。アロマセラピーには香りを使って、リラックス

するだけでなく、治療効果を狙ったものもあります。

その中心となるのは精油といわれる、香り立つ揮発

性の油で、香りのエキスです。１７世紀頃からヨー

ロッパを中心に広まり、香水の元となりました。 

 匂い袋はこの流れとは違い、古くは紀元前からの

流れを汲む、香りの楽しみ方です。木や草、樹脂な

どを刻んだり、火で焚いて香りを立たせる方法で、

原始的ですが、香料の持つ複雑で多彩な香りは精油

では表現できません。初めは単品で使用したようで

すが、ほかの香料と混ぜることで、広がりと深みを

持たせるようになっていきます。源氏物語の舞台と

なった平安時代には、短歌や俳句で季節や感情を表

現するように、香りで表現する文化が芽生え、現在

もお香や匂い袋に引き継がれています。 

 支援住宅では、このような香りを使った、お出迎

えをしております。 

 2017年、新年を迎え新しいお店番が座っているこ

とと思います。お立ち寄りの折には、声をかけてい

ただければ幸いです。 

＜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。 

  槇槇塚塚台台レレスストトラランン  
まきつかハロウィン 

今回で３回目となる槇塚台のハロウィンイベン

ト。知名度もあがり盛大な盛り上がりをみせました。 

近隣センター13店舗の商店さんにも協賛、ご協力

いただき普段は数人の子供しか見かけない近隣セ

ンターになんと 200名あまりの子供が集まり、笑い

声の絶えない 1日となりました。 

出展内容は、仮装グッズ作り、アロマキャンドル

作り、アイシングクッキー作り、高齢者とのふれあ

い等、普段体験できないものから射的、スーパーボ

ールすくい、ゴム鉄砲、ストラックアウトなどの縁

日ブース、カレー、肉まん、焼き芋、スープ、わた

がし、ポップコーン、ノンアルコールカクテルなど

の飲食ブース、そしてりそな銀行さんからは人生や

りくりゲームと多種多様な出展で子どもたちが一

日楽しめる内容でした。 

新しい企画として近隣の高齢者にもご協力をい

ただき、高齢者宅へ子供が訪問してお菓子をもらい、

お礼に会場に招待をすることにより多世代交流を

目的とした試みもされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日の様子 

空き店舗の 

シャッターにも 

ハロウィン 

デコレーション 

大阪市大生と 

こどもで作った 

ジャックオー 

ランタンに灯り 
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  住住宅宅リリノノベベーーシショョンン協協議議会会  

すまいるセンターと堺市では、泉北ニュータウン

住宅リノベーション協議会（地元 NPOや建築家、大

阪市立大学などで構成）との連携や自治会などの協

力を得ながら、戸建て空き家の利活用や空家の発生

予防、適正管理の促進等を目的とした調査、先進的

モデル事業の実施、情報発信等に取り組んでいます。 

大阪市立大学大学院の学生が、泉北ニュータウンに

ある実際の空家をモデルに、働く場所と住む場所が

一体となった「職住一体」の住宅改修の設計を行い

ました。敷地や建物内に外から人が出入りでき、コ

ミュニケーションが生まれる住まいを通して、成熟

したニュータウンにおけるこれからの暮らしを考

え、さまざまな世代の人々が住みたい、あるいは住

み続けたいと思える魅力的かつ現代的なライフス

タイルの提案を行います。 

大阪市立大学大学院 居住福祉環境設計公開発表会

「住居専用地域における職住一体型住宅の提案」 

日時：平成 29年 1月 28日(土) 

午後 1:30～午後 3:30 

場所：堺市南区役所 1階 

エントランスホール 

参加費：無料（申し込み不要） 

主催：大阪市立大学 

居住福祉環境デザインリーグ 

協力：泉北ニュータウン 

住宅リノベーション協議会・堺市 

 

  「「オオーーププンンガガーーデデンン花花ネネッットトたたけけししろろ」」  
内内閣閣府府主主催催ののエエイイジジレレススラライイフフ社社会会参参加加事事例例

にに選選考考さされれ、、樹樹下下真真典典ささんんがが代代表表ととししてて受受章章  

樹下真典さんから受章のお言葉をいただきました。 

堺市南区では２０００年に「みなみ花咲くまちづくり推

進協議会」がスタートし緑あふれるまちを花で飾ろうと竹

城台では４か所のコミュニティガーデンを作り 皆様のお

力添えでゴミ捨て場が一変 花畑に変身しました。 

個人宅では４軒でお花見会としてご近所をお誘いしたとこ

ろ、盛況で是非続けて欲しいとのことで会員数も増えて双

方コラボしてオープンガーデンとしました。２００２年の

ことです。 

以来 花の輪づくりは地域の和（なごみ）をモットーに昨

年１５周年を迎えました。 

式典には堺市長 南区長、竹城台自治連合会会長、堺市

議、局長、公園協会、地元の皆様方多数のご出席を得て盛

大に取り行うことが出来ました。 

机・椅子・テントはすまいるセンターさんに公園に設営し

て頂き式典後、講習会を行いました。 

これまでＰＲして下さった泉北コミュニティ、堺市公園協

会、大阪版新聞、ケーブルテレビ、全国園芸誌などのお力

で遠方にも広がりました。 

秋には内閣府が主催する２０１６年エイジレスライフ実践

者１１２名から５５名、社会参加活動事例１１３団体中５

５団体が内閣府でおこなわれた選考委員会で大阪府から唯

一選ばれました。国務大臣、内閣特命担当大臣の表章状と

記念の楯を頂きました。 

年齢にとらわれず自らの責任と能力に於いて自由で生々

とした生活を送る高齢者や社会参加活動を積極的に行って

いるグループとしての評価です。 

当初一か所地域会館のみで花のまちづくりは遠く、４か所

のコミュニティオープンガーデンで点を作り線で結ぶ個人

が広がれば面が増える。 

イベントを次々開催、１９校区を対象に種蒔き講習会、ク

リスマス寄せ植え講習会、校区内花の道駅めぐり、集会所、

地域会館では湯茶、トイレ自由で協力頂く、厄年の方から

ぜんざいを出して頂き、全員で大喜び、花一鉢運動で家々

に飾って頂くなど応えて頂きました。 

門松作り、桜まつり、夏まつりに参加する。各団体のプ

ランターにネームを貼り花を飾るなど、人、物、金にもご

協力頂くことで目処がついてきました。 

堺市内校区、三田、和歌山のオープンガーデンを訪問、

交流・勉強をしました。この結果が実を結び知事、市長賞

など数々の賞を頂きました。 

花の輪づくりは地域の和（なごみ）をモットーに４か所の

コミュニティガーデンの花の手入れを始めとし、地域の個

人宅や施設での庭の開放等、個人の庭から美しい街並みへ

と花を通じてコミュニティの場を提供し、更に高齢化が進

む地域の活性化にも貢献しているとすれば喜ばしく、尚一

層高齢化が進むメンバーに若い人々が参加して頂ければ幸

いであるし、努力せねばならない。 

泉北ニュータウン５０年、受賞を機にさかいオープンガー

デンの赤坂台・御池台・新檜尾台・美木多校区共々 新し

い校区に加わって頂きたいと願っております。 

今年は４月８日、９日に受賞記念として、第１６回を開催

致します。是非ご来会をお待ちしております。 
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  栂栂・・美美木木多多駅駅前前のの花花植植ええ  
すまいる花の見守り隊より 

明けましておめでとうございます 

私たちは花を通して「心が安らぐ街づくり」を願

って活動しているグループです。その願いを込めて

私たちは、栂・美木多駅前ロータリーの花の世話を

しています。水遣り・補植などの日頃の花の世話、

四季の花の植えつけ等を堺市公園協会の支援を受

けて実行しています。駅前の四季の花の植えつけに

は地域のグループの方々と共に行っています。 

また、月一回のミーティングでは、四季の花の選

定などを楽しく話し合っています。 

皆さんの参加が栂地区の環境美化につながりま

す。何時でも参加できます、詳細はすまいるセンタ

ーへ連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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～～ 
まちライブラリー＠すまいるでは、昨秋から毎月

第１土曜日午前 8時～9時 

に、「植本祭」と題した集 

まりを開いています。また 

昨年 10月には上野千鶴子 

『おひとりさまの最期』（朝日新聞出版、2015 年）をも

とに、「おひとりさまの最期を語ろう！」会も開催。 

今年は、DIY なども組み合わせて、あと半歩進み

たいと考えています。（昨年、メンバーが参加した

ISライブラリーで紹介された、まちライブラリーの

ポイントは、「個人の力で半歩進む」「お互いに助け

合う」「やれることからやる」「多様な人を受け入れ

る」「目標でなく楽しみにする」「みんなで輪になり

ましょう！」ということです。） 

「まちライブラリー」とは、メッセージつきの本

を介して、人のつながりとコミュニティを育む活動

で、おすすめの本を持ち寄って、本棚を作っていく

ことを、「植本祭」と言っています。 どなたにも、

人生を大きく（小さく？）変えた 1冊や、思い出に

残る 1冊をお持ちのことと思います。そんなおすす

め本とメッセージを通して、あなたとまちに新たな

1ページを開いていきませんか？ 

あなたのお越しをお待ちしてい 

ます。みんなで輪になりましょう！ 

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

 

 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 

 

 花を植える前に説明を受けます。 

ワンちゃんも真剣に聞いています。 

 楽しく講習会も 

 


