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　明けましておめでとう御座います。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１５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。

　昨年は泉北ニュータウンのまち開きからちょうど５０

周年の節目を迎えました。堺市でも５０周年記念事業を

開催し、すまいるセンターでも「泉北ニュータウン誕生

秘話語り」の開催や、「泉北こどもカルタ」の制作とカ

ルタ大会、「泉北吉本新喜劇」の公演開催のお手伝いを

させて頂きました。皆様の御協力のお陰でこれらの事業

を無事盛大に開催することが出来ました。誠に有難う御

座いました。

　泉北ニュータウンでは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、槇塚台での先進的

な取り組み事業と泉北ニュータウン住宅リノベーション

協議会での取組が、大阪市立大学さんの御協力のもと昨

年１０月に“ほっとかない郊外～ニュータウンを次世代

につなぐ～”（大阪公立大学共同出版会）として出版さ

れました。すまいるセンターのまちライブラリーでも御

覧頂けますので是非御一読下さい。

　本年度は行政・大学・地元企業等と連携し、泉北ニュー

タウンの５１年目に向けて様々な分野に携わってまいり

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からお祈り申し

上げます。

　いつまでも元気で活躍したいをモットーに開催された

「健康づくり講座」は、いよいよ大詰めを迎えました。

第７回　１１月２１日「大阪市内めぐりウォーキング」　

第８回　１０月１０日「九度山ウォーキング」

第９回　１１月１４日「天野山金剛寺～あまの街道ウォーキング」

※ 雨のため中止となりました。

第１０回　１２月５日　１部「泉北 NT 公園ウォーキング」

　　　　　　　　　　２部「親睦食事会＆本年度回顧」

　平成２９年度「健康づくり講座」は、雨のため２回の振

替開催、１回は中止しましたが、受講生の皆さまのご協力

により、無事に終えることが出来ました。

　平成３０年「健康づくり講座」は、９期目の開催となり

ます。受講生の皆さまからのご意見を参考にし、参加しや

すく、また、参加して良かったと思って頂ける「健康づく

り講座」をめざしています。

　すまいるセンターを会場にして、年に四回の春夏秋冬・

３・６・９・１２月の第一月曜日午前１０時からお昼まで

の少人数制・中級者向けの写真講座。（段階露光）（広角・

望遠の選択）（光と影）などについて考えながら、参加者

持参の作品を分析して、『より良い作品づくり』を目指す

勉強会。すまいるホームページ作品掲載なども含めて、写

真の楽しさを習得。年に一回会員募集を行いますので、詳

細は事務局まで。

秋季・教材作品例

あかさか写楽 会員の活動報告

　写真好き泉北住民たちが赤坂台自治会館で春夏秋冬の年

４回に集い座学を行っています。基本として２・５・８・

１１月の第２日曜日のお昼に会食をしながら、毎回課題に

沿って赤坂台地域を中心にした方々で、現行会員推薦を得

た方の参加により【構図】を中心とした勉強会です。

　赤坂台地域での夏季展示会も含めてワイワイガヤガヤと

行います。

直近の提出作品例

　この一年花植えをしていて嬉しく思い出されることが沢

山あります。

その中でも、桃山台小学校の三年生が種まきをし育てたヒ

マワリの苗が、栂・美木多駅前の花壇で見事に咲かせてく

れたことでしょう。そして今は、やはり種まきから育てた

ハボタンとビオラの苗が生徒の手で植えられており、まだ

小さな苗ですが、しばらくしたらビオラが咲きます。

子供たちが花にそして周りの大人たちに興味を持ってくれ

た様で良かったなと思っています。

　駅前のロータリー側のフラワーポットには、季節に合わ

せ地域の方々と花を植えています。駅前が再開発工事の為

殺風景になっています。そこに優しさを持たせようと取り

組んでいます。今はハボタン・ビオラ等が植わっています。

　毎月のミーティングと四季の花植え、桃山台小学校三年

生の花作りのサポートに興味があり参加を希望される方

は、歓迎します。すまいるセンターまで連絡をください。

　昨年の９月２１日（木）から始めた超初心者向けの麻雀

教室は、参加者皆さまのご協力により、和気藹藹とした雰

囲気で続いております。

　最初は二卓だったのが、三卓に増えました。本年からは

点数計算まで学べるようにと第４月曜日開催も決まり、

また、時間も午後１時３０分から４時３０分まで延長する

ことになりました。これからも麻雀経験者のご指導を仰ぎ、

すまいる健康麻雀としてのゲームルールを覚えながら、何

よりも参加される方々の親睦を第一にして楽しく続けて行

きましょう！ 

　今後の予定は１月１８日、２２日、２月１日、１５日、

２６日です。皆さまのご参加をお待ちしております。

＜２０１７年の報告＞

●ほぼ毎月第１土曜日の８時～９時に植本祭（参加費は飲

物代のみ）を開催し、蔵書も少しずつ増えてきました。寄

贈者のおすすめポイントなどが記載されたメッセージカー

ドを奥付に貼っているので、すまいるセンターに立ち寄ら

れる時は、一度手に取ってご覧ください。ゆっくり読みた

いという場合は、会員さんは借り出しができます。

●５月１４日に開催された「みどりのつどい」の会場となっ

た西原公園の芝生広場で、まちづくりに関する本を持ち

寄って、「あなたにとって居心地のいい場所は？」をテー

マに、参加して下さった方たちと語り合いました。このイ

ベントは、“まちライブラリーブックフェスタ２０１７ｉ

ｎ関西”にエントリーして、泉北エリアだけでなく広く告

知をしました。

●１１月２３日、開催された泉北ニュータウンまちびらき

５０周年記念イベント“つながる１０Ｄａｙｓ”に参加。

いずみがおか広場で、出張まちライブラリと絵本の読み聞

かせをしました。広場の真ん中の芝生の丘には、泉北地区

で活動している読み聞かせ名人のウクレレ演奏に惹かれ

て、大勢の子どもたちが集まってくれました。塗り絵や折

り紙コーナーも盛況でした。

＜２０１８年の抱負＞

●リニューアルされて居心地のよくなったすまいるセン

ターのお披露目も兼ねて、美味しいものと楽しい人に出会

うバルをしたいと思っています。お気に入りの本と一品を

持ち寄って、出会いと語り合いの夕べを開きましょう。

　１１月２６日、ＰＡＩＮＴ　ＤＩＹ　ＷＯＲＫ　ＳＨＯＰ

では、谷 拓也（アルブル木工教室）さんから、「養生・下

塗り・上塗りのノウハウ」を教えて頂き、中村 義哉さん（Ｎ

ＰＯ法人ＳＥＩＮ）から、「せんぼくＤＩＹまちづくりと

は？」のお話を頂きました。

　すまいるセンター創設当初からの壁・天井はブロンカッ

セ１８７（うすいグレー）、ポイント色に事務所の壁にブ

ルードュパリ１５８（青色）を塗りました。壁を塗り替え

るだけで、ガラッとイメージが変わりました。ＤＩＹする

ことで断捨離も進んで一石二鳥！　完成が楽しみです。

　ご参加頂いた皆さま、谷さん、中村さん、ありがとうご

ざいました。

　次は電気照明が変わり、レイアウトも変わる予定です。

　１０月２８日土曜日１３：００～１７：３０、槇塚台近

隣センターにおいて、第４回まきつかハロウィンが開催さ

れました。

　レストランでは、今年も肉まんとスープを提供しました。

あいにく小雨が降ったりやんだりの寒い日だったので、温

かい肉まんとスープはあっという間に完売で、来客が多

かった事もあり、持ち帰りのお弁当も多数売れました。

寒さとお天気のせいで、キャンドルナイトはちょっとさび

しかったですが、子供たちはゲームやボディペイント等、

ハロウィンのムードに囲まれて楽しそうでした。

～　サービス付き高齢者住宅のこと　～

　明けましておめでとうございます。

　皆様にとって２０１８年が良い年でありますよう、祈念

いたします。

　さて、今回は近年急速に増えているサービス付き高齢者

住宅、通称「サ高住」について。特別養護老人ホーム（特

養）が入所しにくい状況のなか、その代わりに利用される

ことが増えました。ですが、特養は「介護保険」の施設で

すが、サ高住は「賃貸住宅」です。法律では「安否確認」

と「生活相談」のサービスが決められているだけで、介護

や医療、食事はオプション扱いとなっています。

　サ高住は６０歳以上で比較的元気な方が、自由で安心し

て住める住宅として登場しました。私たちの高齢者生活支

援住宅とよく似ています。ただ、これだけでは介護の必要

な高齢者は生活できないので、訪問介護や訪問看護、往診、

食事などのサービスをセットで提供しています。このオプ

ションサービスは物件によって違うので、利用に際しては

かなり注意が必要です。

　サ高住を選ぶときは、間取りや立地、料金だけでなく、

オプションサービスが何で、実際に利用すればどの位の

サービスを受けられて、費用が総額どの位かかるのか計算

し、比較する必要があります。勧められるままにあまり考

えずに利用すると、あとあと問題になることもありますよ。

　簡単な説明でしたが、サ高住など住む所についてイロイ

ロ知りたい方は、お気軽にご相談ください。

　＜お問い合わせは＞

　「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・相談も随時受付ております。

　２０１７年のみんなのマーケットるぴなすは、３年目を

迎えています。前年まで「高倉台マルシェ」という形で行

なっておりましたものを「高倉台キッズフェスタ」と改め

４月に行い、１０月には「高倉台ハロウィン」として槇塚

台とも連携し、子どもを中心にしたイベントを行いました。

小学校や自治会の協力も頂き、ジャンボ紙相撲や塗り絵、

仮装行列などで大いに盛り上がりました。

　「るぴなすみんなの食堂」（こども食堂）も毎月第 1 土曜

日に開催し、堺市の子ども食堂ネットワークにも加盟しま

した。

　スーパーマーケットとしては、恒例の野菜市や島根のお

野菜に加え、田菜ファームさん、三浦農園さんといった堺

の農家さんから新鮮なお野菜を仕入れております。安くて

美味しいと好評です。

　また、お惣菜を毎週木曜日に売り出しており、こちらも

定着して来ましたのでお客様に喜んで頂いております。

　新年は、これまで同様に地域の方々のご要望にお応えし

ながら売り上げを確保しつつ、Ｂ型事業所としてメンバー

の皆さんの作業の確保と工賃の向上を進めて参ります。

本年も、高倉台近隣センターの「みんなのマーケット る

ぴなす」をどうぞよろしくお願い致します。

　下記日程で、平成３０年度の総会、及び懇親会を開催い

たします。是非ご参加下さいますようお願い致します。

日時：平成３０年　２月１８日（日曜日）

　　　総会：午前１０時～　懇親会：午前１１時３０分～

場所：すまいるセンター

新年のご挨拶を申し上げます
代表理事　西上 孔雄

平成２９年度　すまいるカレッジ
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２６日です。皆さまのご参加をお待ちしております。

＜２０１７年の報告＞

●ほぼ毎月第１土曜日の８時～９時に植本祭（参加費は飲

物代のみ）を開催し、蔵書も少しずつ増えてきました。寄

贈者のおすすめポイントなどが記載されたメッセージカー

ドを奥付に貼っているので、すまいるセンターに立ち寄ら

れる時は、一度手に取ってご覧ください。ゆっくり読みた

いという場合は、会員さんは借り出しができます。

●５月１４日に開催された「みどりのつどい」の会場となっ

た西原公園の芝生広場で、まちづくりに関する本を持ち

寄って、「あなたにとって居心地のいい場所は？」をテー

マに、参加して下さった方たちと語り合いました。このイ

ベントは、“まちライブラリーブックフェスタ２０１７ｉ

ｎ関西”にエントリーして、泉北エリアだけでなく広く告

知をしました。

●１１月２３日、開催された泉北ニュータウンまちびらき

５０周年記念イベント“つながる１０Ｄａｙｓ”に参加。

いずみがおか広場で、出張まちライブラリと絵本の読み聞

かせをしました。広場の真ん中の芝生の丘には、泉北地区

で活動している読み聞かせ名人のウクレレ演奏に惹かれ

て、大勢の子どもたちが集まってくれました。塗り絵や折

り紙コーナーも盛況でした。

＜２０１８年の抱負＞

●リニューアルされて居心地のよくなったすまいるセン

ターのお披露目も兼ねて、美味しいものと楽しい人に出会

うバルをしたいと思っています。お気に入りの本と一品を

持ち寄って、出会いと語り合いの夕べを開きましょう。

　１１月２６日、ＰＡＩＮＴ　ＤＩＹ　ＷＯＲＫ　ＳＨＯＰ

では、谷 拓也（アルブル木工教室）さんから、「養生・下

塗り・上塗りのノウハウ」を教えて頂き、中村 義哉さん（Ｎ

ＰＯ法人ＳＥＩＮ）から、「せんぼくＤＩＹまちづくりと

は？」のお話を頂きました。

　すまいるセンター創設当初からの壁・天井はブロンカッ

セ１８７（うすいグレー）、ポイント色に事務所の壁にブ

ルードュパリ１５８（青色）を塗りました。壁を塗り替え

るだけで、ガラッとイメージが変わりました。ＤＩＹする

ことで断捨離も進んで一石二鳥！　完成が楽しみです。

　ご参加頂いた皆さま、谷さん、中村さん、ありがとうご

ざいました。

　次は電気照明が変わり、レイアウトも変わる予定です。

　１０月２８日土曜日１３：００～１７：３０、槇塚台近

隣センターにおいて、第４回まきつかハロウィンが開催さ

れました。

　レストランでは、今年も肉まんとスープを提供しました。

あいにく小雨が降ったりやんだりの寒い日だったので、温

かい肉まんとスープはあっという間に完売で、来客が多

かった事もあり、持ち帰りのお弁当も多数売れました。

寒さとお天気のせいで、キャンドルナイトはちょっとさび

しかったですが、子供たちはゲームやボディペイント等、

ハロウィンのムードに囲まれて楽しそうでした。

～　サービス付き高齢者住宅のこと　～

　明けましておめでとうございます。

　皆様にとって２０１８年が良い年でありますよう、祈念

いたします。

　さて、今回は近年急速に増えているサービス付き高齢者

住宅、通称「サ高住」について。特別養護老人ホーム（特

養）が入所しにくい状況のなか、その代わりに利用される

ことが増えました。ですが、特養は「介護保険」の施設で

すが、サ高住は「賃貸住宅」です。法律では「安否確認」

と「生活相談」のサービスが決められているだけで、介護

や医療、食事はオプション扱いとなっています。

　サ高住は６０歳以上で比較的元気な方が、自由で安心し

て住める住宅として登場しました。私たちの高齢者生活支

援住宅とよく似ています。ただ、これだけでは介護の必要

な高齢者は生活できないので、訪問介護や訪問看護、往診、

食事などのサービスをセットで提供しています。このオプ

ションサービスは物件によって違うので、利用に際しては

かなり注意が必要です。

　サ高住を選ぶときは、間取りや立地、料金だけでなく、

オプションサービスが何で、実際に利用すればどの位の

サービスを受けられて、費用が総額どの位かかるのか計算

し、比較する必要があります。勧められるままにあまり考

えずに利用すると、あとあと問題になることもありますよ。

　簡単な説明でしたが、サ高住など住む所についてイロイ

ロ知りたい方は、お気軽にご相談ください。

　＜お問い合わせは＞

　「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・相談も随時受付ております。

　２０１７年のみんなのマーケットるぴなすは、３年目を

迎えています。前年まで「高倉台マルシェ」という形で行

なっておりましたものを「高倉台キッズフェスタ」と改め

４月に行い、１０月には「高倉台ハロウィン」として槇塚

台とも連携し、子どもを中心にしたイベントを行いました。

小学校や自治会の協力も頂き、ジャンボ紙相撲や塗り絵、

仮装行列などで大いに盛り上がりました。

　「るぴなすみんなの食堂」（こども食堂）も毎月第 1 土曜

日に開催し、堺市の子ども食堂ネットワークにも加盟しま

した。

　スーパーマーケットとしては、恒例の野菜市や島根のお

野菜に加え、田菜ファームさん、三浦農園さんといった堺

の農家さんから新鮮なお野菜を仕入れております。安くて

美味しいと好評です。

　また、お惣菜を毎週木曜日に売り出しており、こちらも

定着して来ましたのでお客様に喜んで頂いております。
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ぴなす」をどうぞよろしくお願い致します。

　下記日程で、平成３０年度の総会、及び懇親会を開催い

たします。是非ご参加下さいますようお願い致します。

日時：平成３０年　２月１８日（日曜日）

　　　総会：午前１０時～　懇親会：午前１１時３０分～

場所：すまいるセンター

すまいるフォトサークル活動 すまいる花の見守り隊のこの一年

健康麻雀
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仮装行列などで大いに盛り上がりました。

　「るぴなすみんなの食堂」（こども食堂）も毎月第 1 土曜

日に開催し、堺市の子ども食堂ネットワークにも加盟しま

した。

　スーパーマーケットとしては、恒例の野菜市や島根のお

野菜に加え、田菜ファームさん、三浦農園さんといった堺

の農家さんから新鮮なお野菜を仕入れております。安くて

美味しいと好評です。

　また、お惣菜を毎週木曜日に売り出しており、こちらも

定着して来ましたのでお客様に喜んで頂いております。

　新年は、これまで同様に地域の方々のご要望にお応えし

ながら売り上げを確保しつつ、Ｂ型事業所としてメンバー

の皆さんの作業の確保と工賃の向上を進めて参ります。

本年も、高倉台近隣センターの「みんなのマーケット る

ぴなす」をどうぞよろしくお願い致します。

　下記日程で、平成３０年度の総会、及び懇親会を開催い

たします。是非ご参加下さいますようお願い致します。

日時：平成３０年　２月１８日（日曜日）

　　　総会：午前１０時～　懇親会：午前１１時３０分～

場所：すまいるセンター

すまいるＤ!Ｙ進行中

まちライブラリー＠すまいる

槇塚台レストラン
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　明けましておめでとう御座います。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１５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。

　昨年は泉北ニュータウンのまち開きからちょうど５０

周年の節目を迎えました。堺市でも５０周年記念事業を

開催し、すまいるセンターでも「泉北ニュータウン誕生

秘話語り」の開催や、「泉北こどもカルタ」の制作とカ

ルタ大会、「泉北吉本新喜劇」の公演開催のお手伝いを

させて頂きました。皆様の御協力のお陰でこれらの事業

を無事盛大に開催することが出来ました。誠に有難う御

座いました。

　泉北ニュータウンでは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、槇塚台での先進的

な取り組み事業と泉北ニュータウン住宅リノベーション

協議会での取組が、大阪市立大学さんの御協力のもと昨

年１０月に“ほっとかない郊外～ニュータウンを次世代

につなぐ～”（大阪公立大学共同出版会）として出版さ

れました。すまいるセンターのまちライブラリーでも御

覧頂けますので是非御一読下さい。

　本年度は行政・大学・地元企業等と連携し、泉北ニュー

タウンの５１年目に向けて様々な分野に携わってまいり

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からお祈り申し

上げます。

　いつまでも元気で活躍したいをモットーに開催された

「健康づくり講座」は、いよいよ大詰めを迎えました。

第７回　１１月２１日「大阪市内めぐりウォーキング」　

第８回　１０月１０日「九度山ウォーキング」

第９回　１１月１４日「天野山金剛寺～あまの街道ウォーキング」

※ 雨のため中止となりました。

第１０回　１２月５日　１部「泉北 NT 公園ウォーキング」

　　　　　　　　　　２部「親睦食事会＆本年度回顧」

　平成２９年度「健康づくり講座」は、雨のため２回の振

替開催、１回は中止しましたが、受講生の皆さまのご協力

により、無事に終えることが出来ました。

　平成３０年「健康づくり講座」は、９期目の開催となり

ます。受講生の皆さまからのご意見を参考にし、参加しや

すく、また、参加して良かったと思って頂ける「健康づく

り講座」をめざしています。

　すまいるセンターを会場にして、年に四回の春夏秋冬・

３・６・９・１２月の第一月曜日午前１０時からお昼まで

の少人数制・中級者向けの写真講座。（段階露光）（広角・

望遠の選択）（光と影）などについて考えながら、参加者

持参の作品を分析して、『より良い作品づくり』を目指す

勉強会。すまいるホームページ作品掲載なども含めて、写

真の楽しさを習得。年に一回会員募集を行いますので、詳

細は事務局まで。

秋季・教材作品例

あかさか写楽 会員の活動報告

　写真好き泉北住民たちが赤坂台自治会館で春夏秋冬の年

４回に集い座学を行っています。基本として２・５・８・

１１月の第２日曜日のお昼に会食をしながら、毎回課題に

沿って赤坂台地域を中心にした方々で、現行会員推薦を得

た方の参加により【構図】を中心とした勉強会です。

　赤坂台地域での夏季展示会も含めてワイワイガヤガヤと

行います。

直近の提出作品例

　この一年花植えをしていて嬉しく思い出されることが沢

山あります。

その中でも、桃山台小学校の三年生が種まきをし育てたヒ

マワリの苗が、栂・美木多駅前の花壇で見事に咲かせてく

れたことでしょう。そして今は、やはり種まきから育てた

ハボタンとビオラの苗が生徒の手で植えられており、まだ

小さな苗ですが、しばらくしたらビオラが咲きます。

子供たちが花にそして周りの大人たちに興味を持ってくれ

た様で良かったなと思っています。

　駅前のロータリー側のフラワーポットには、季節に合わ

せ地域の方々と花を植えています。駅前が再開発工事の為

殺風景になっています。そこに優しさを持たせようと取り

組んでいます。今はハボタン・ビオラ等が植わっています。

　毎月のミーティングと四季の花植え、桃山台小学校三年

生の花作りのサポートに興味があり参加を希望される方

は、歓迎します。すまいるセンターまで連絡をください。

　昨年の９月２１日（木）から始めた超初心者向けの麻雀

教室は、参加者皆さまのご協力により、和気藹藹とした雰

囲気で続いております。

　最初は二卓だったのが、三卓に増えました。本年からは

点数計算まで学べるようにと第４月曜日開催も決まり、

また、時間も午後１時３０分から４時３０分まで延長する

ことになりました。これからも麻雀経験者のご指導を仰ぎ、

すまいる健康麻雀としてのゲームルールを覚えながら、何

よりも参加される方々の親睦を第一にして楽しく続けて行

きましょう！ 

　今後の予定は１月１８日、２２日、２月１日、１５日、

２６日です。皆さまのご参加をお待ちしております。

＜２０１７年の報告＞

●ほぼ毎月第１土曜日の８時～９時に植本祭（参加費は飲

物代のみ）を開催し、蔵書も少しずつ増えてきました。寄

贈者のおすすめポイントなどが記載されたメッセージカー

ドを奥付に貼っているので、すまいるセンターに立ち寄ら

れる時は、一度手に取ってご覧ください。ゆっくり読みた

いという場合は、会員さんは借り出しができます。

●５月１４日に開催された「みどりのつどい」の会場となっ

た西原公園の芝生広場で、まちづくりに関する本を持ち

寄って、「あなたにとって居心地のいい場所は？」をテー

マに、参加して下さった方たちと語り合いました。このイ

ベントは、“まちライブラリーブックフェスタ２０１７ｉ

ｎ関西”にエントリーして、泉北エリアだけでなく広く告

知をしました。

●１１月２３日、開催された泉北ニュータウンまちびらき

５０周年記念イベント“つながる１０Ｄａｙｓ”に参加。

いずみがおか広場で、出張まちライブラリと絵本の読み聞

かせをしました。広場の真ん中の芝生の丘には、泉北地区

で活動している読み聞かせ名人のウクレレ演奏に惹かれ

て、大勢の子どもたちが集まってくれました。塗り絵や折

り紙コーナーも盛況でした。

＜２０１８年の抱負＞

●リニューアルされて居心地のよくなったすまいるセン

ターのお披露目も兼ねて、美味しいものと楽しい人に出会

うバルをしたいと思っています。お気に入りの本と一品を

持ち寄って、出会いと語り合いの夕べを開きましょう。

　１１月２６日、ＰＡＩＮＴ　ＤＩＹ　ＷＯＲＫ　ＳＨＯＰ

では、谷 拓也（アルブル木工教室）さんから、「養生・下

塗り・上塗りのノウハウ」を教えて頂き、中村 義哉さん（Ｎ

ＰＯ法人ＳＥＩＮ）から、「せんぼくＤＩＹまちづくりと

は？」のお話を頂きました。

　すまいるセンター創設当初からの壁・天井はブロンカッ

セ１８７（うすいグレー）、ポイント色に事務所の壁にブ

ルードュパリ１５８（青色）を塗りました。壁を塗り替え

るだけで、ガラッとイメージが変わりました。ＤＩＹする

ことで断捨離も進んで一石二鳥！　完成が楽しみです。

　ご参加頂いた皆さま、谷さん、中村さん、ありがとうご

ざいました。

　次は電気照明が変わり、レイアウトも変わる予定です。

　１０月２８日土曜日１３：００～１７：３０、槇塚台近

隣センターにおいて、第４回まきつかハロウィンが開催さ

れました。

　レストランでは、今年も肉まんとスープを提供しました。

あいにく小雨が降ったりやんだりの寒い日だったので、温

かい肉まんとスープはあっという間に完売で、来客が多

かった事もあり、持ち帰りのお弁当も多数売れました。

寒さとお天気のせいで、キャンドルナイトはちょっとさび

しかったですが、子供たちはゲームやボディペイント等、

ハロウィンのムードに囲まれて楽しそうでした。

～　サービス付き高齢者住宅のこと　～

　明けましておめでとうございます。

　皆様にとって２０１８年が良い年でありますよう、祈念

いたします。

　さて、今回は近年急速に増えているサービス付き高齢者

住宅、通称「サ高住」について。特別養護老人ホーム（特

養）が入所しにくい状況のなか、その代わりに利用される

ことが増えました。ですが、特養は「介護保険」の施設で

すが、サ高住は「賃貸住宅」です。法律では「安否確認」

と「生活相談」のサービスが決められているだけで、介護

や医療、食事はオプション扱いとなっています。

　サ高住は６０歳以上で比較的元気な方が、自由で安心し

て住める住宅として登場しました。私たちの高齢者生活支

援住宅とよく似ています。ただ、これだけでは介護の必要

な高齢者は生活できないので、訪問介護や訪問看護、往診、

食事などのサービスをセットで提供しています。このオプ

ションサービスは物件によって違うので、利用に際しては

かなり注意が必要です。

　サ高住を選ぶときは、間取りや立地、料金だけでなく、

オプションサービスが何で、実際に利用すればどの位の

サービスを受けられて、費用が総額どの位かかるのか計算

し、比較する必要があります。勧められるままにあまり考

えずに利用すると、あとあと問題になることもありますよ。

　簡単な説明でしたが、サ高住など住む所についてイロイ

ロ知りたい方は、お気軽にご相談ください。

　＜お問い合わせは＞

　「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・相談も随時受付ております。

　２０１７年のみんなのマーケットるぴなすは、３年目を

迎えています。前年まで「高倉台マルシェ」という形で行

なっておりましたものを「高倉台キッズフェスタ」と改め

４月に行い、１０月には「高倉台ハロウィン」として槇塚

台とも連携し、子どもを中心にしたイベントを行いました。

小学校や自治会の協力も頂き、ジャンボ紙相撲や塗り絵、

仮装行列などで大いに盛り上がりました。

　「るぴなすみんなの食堂」（こども食堂）も毎月第 1 土曜

日に開催し、堺市の子ども食堂ネットワークにも加盟しま

した。

　スーパーマーケットとしては、恒例の野菜市や島根のお

野菜に加え、田菜ファームさん、三浦農園さんといった堺

の農家さんから新鮮なお野菜を仕入れております。安くて

美味しいと好評です。

　また、お惣菜を毎週木曜日に売り出しており、こちらも

定着して来ましたのでお客様に喜んで頂いております。

　新年は、これまで同様に地域の方々のご要望にお応えし

ながら売り上げを確保しつつ、Ｂ型事業所としてメンバー

の皆さんの作業の確保と工賃の向上を進めて参ります。

本年も、高倉台近隣センターの「みんなのマーケット る

ぴなす」をどうぞよろしくお願い致します。

　下記日程で、平成３０年度の総会、及び懇親会を開催い

たします。是非ご参加下さいますようお願い致します。

日時：平成３０年　２月１８日（日曜日）

　　　総会：午前１０時～　懇親会：午前１１時３０分～

場所：すまいるセンター

高齢者生活支援住宅　美樹の園 高倉台ルピナス

総会のお知らせ


