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　　　開催日：平成３０年５月２０日（日）小雨決行

　　　　　　　※前日の 19 時にＨＰ掲載します

　　　時　間：１０：００～１６：００

　　　会　場：西原公園

　　　テーマ：“次の世代へ  マザータウンせんぼく”

　毎年恒例「みどりのつどい」を本年も開催いたします。

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。

　昨年度からはじまった大人気コーナー「段ボール大作

戦」・「雑貨村」などをはじめ、恒例の縁日コーナーでは、

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・ポップコーンなど遊

び心満載。その他にも、ダンスや歌のステージ、子どもバ

ザーなど楽しい企画が盛りだくさんです。また、東日本お

よび熊本地震復興支援コーナーではみみちゃんによる募金

活動を行います。

　みどりのつどいの運営には地域のみなさんや学生さんな

ど、ボランティアスタッフの皆さんの協力が不可欠です。

当日のボランティアさん大募集中ですので、よろしくお願

いします！

※ 協賛金募集中！詳しくは別紙をお読みください。

＜ 3 ／ 27 第 1 回「こけない運動対策」の講座風景 ＞

　「いつまでも元気で !!」を掲げ９年目を迎えました。車

社会では高齢者が疎ましがられるものの、すまいるカレッ

ジ受講のスマートシニアは今年度も凛として活動を始動致

しました。

　第 1 回目の講座は、スタッフも合わせ３０名でスタート。

オリエンテーションや自己紹介に続き親睦会食で楽しみま

した。午後からは、本カレッジでは評判の人気講師による

「こけない運動対策」で、「身体の構造と運動の効能」等の

実践を踏まえての勉強でした。

　　　＜これからのすまいるカレッジの日程表＞

　第２回（４／１０）　堺環濠界隈ウォーキング

　第３回（５／８）　中之島～北浜ウォーキング

　第４回（６／１２）　白鷺公園ウォーキング

　第５回（７／１０）　体力測定と運動指導

　第６回（７／２４）　測定結果と運動指導

　第７回（８／２１）　料理教室「実習と試食」

　第８回（９／１１）　内容未定（受講者希望を勘案）

　第９回（１０／９）　あまの街道ウォーキング

　第 10 回（１１／１３）　南区南部森の小径ウォーク

　第 1１回（１２／１１）京都伏見酒蔵見学ウォーク

　ノルディックウォーキングスクールは、健康増進と、一

般の方と鍼灸師の交流を兼ねて、毎月第２日曜日、すまい

るセンターで実施中です。詳細はパンフレットをご覧くだ

さい。

　3 年目になって、登録されている方は延べ７０人近くに

なりました。新しい方の参加が増えてきています。毎回基

礎からスクールでは講義、練習を行います。ですから、ノ

ルディックウォーキングを始めてみたい方、基礎から学び

たい方、ぜひお越しください。大歓迎です。お試しでも

OK、都合のいいときだけの参加も OK です。

　ちょっと足を伸ばしてあちゃこちゃを訪ねるノルディッ

クウォーキングピクニックは年 3 回開催です。初心者の方

も、お一人でも気楽にご参加下さい。

教材作品例・ドリーム

　すまいるセンターで、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・

中級者向きの写真講座。( 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

『たのしい作品づくり』を目指す会。年に一回会員募集を

行いますので、詳細は事務局まで。お世話役・久家氏、大

澤氏、吉本氏、鹿児島氏、塗田氏、事務局・山下氏・安積

氏まで

作品例・青春の街

　写真に興味ある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、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。

夏季展示会開催も含めてワイワイガヤガヤと行います。会

長・志摩氏、事務局長・海野氏、お世話役・塗田氏

　私たち「すまいる花の見守り隊」は栂・美木多駅前の花

植え以外に桃山台小学校 3 年生と交流しています。

種まき、間引き、植え替えなどの作業から、育てた苗を生

徒が自ら植えてくれたものです。寒さのせいか少し育ちが

悪いのですが、ハボタンとビオラが健気に咲いています。

　その生徒さんからお手紙をもらい返事を持って学校を訪

問してきました。

　ヒマワリの花の中の種は幾つあるの？等鋭い質問を受け

たりして、興味を持ってやってくれていることが感じられ

嬉しく思いました。

　ロータリー側のプランターにはパンジーが咲き誇ってい

ますが４月上旬には次の花に植え替えを予定しています、

地域の方の参加を歓迎します。

　毎月 3 回「第一・第三（木）と第四（月）午後１：３０

～４：３０」開催しておりますが、冬場は外出もおっくう

な為かどうか分かりませんが、２卓使用するのが精一杯の

参加者でした。桜も早く開花し、暖かい毎日が続いており

ます。どうぞ、お出かけくださいませ。

　参加された方々は初心者であっても、間違ったりしても

たのしい　との事。失敗しながら、少しずつ覚えていきま

しょう。経験者の皆様も、初心者への助言等いただき、ゲー

ムに参加して交流を深めてくだされば、大変心強く思いま

す。よろしくお願いいたします。

　昨年１１月の壁の塗り替えから、照明器具の取り換えに

時間がかかり、ダクトレール取り付けてからペンダントラ

イトに変えたところまで、やっと写真のような雰囲気に変

身しました。デザインのポイントとなる照明器具を選ぶの

に天井が低いので四苦八苦しております。

　一度選んだペンダントライトを付けたところ、コードが

長すぎて、「これじゃ頭ぶつけて危ないなぁ！」「ガラス製

は危ない」「割れない素材でお洒落なの」など考え出した

らきりがなくなり、現在に至るという状況です。悩むより

突き進むことも大切か？　このペンダントライトが決まれ

ば、従来の照明器具を外して最後のペンキ塗りとなります。

　新しい棚や椅子のリメイクなどのワークショップと共に

お披露目会のご案内をメール配信させていただく予定です

ので、今しばらくお待ちください！

　何もわからずまちライブラリー活動を始めて試行錯誤し

ながらも２年経過。昨年度は毎月一回「植本祭」を開催、

そして春の「ブックフェスタ」、秋には「つながる１０

days」と参加しました。

　今後のまちライブラリー＠すまいるの活動について、ま

ず最初は、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

に出会うバルの会に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

の夕べ開催予定です。詳細は後日ＨＰ・メールにて。

　写真は植本祭で集まった本たちです、他にも新刊もあり

ますので散歩がてら、ふらっと立ち寄ってください！

　春本番。行楽の季節を迎え、槇塚台レストランでは特注

のお弁当を承っています。

　３月３日のひな祭りの日には、ちらし寿司弁当が大好評

でした。見た目も楽しい美味しいお弁当です。

　また、１０食、１５食と予約注文をいただいたお客様に

は、少しだけ豪華なお弁当でお花見を楽しんでいただきま

した。

　４月２８日土曜日には槇塚台レストラン８周年も兼ねて

「まきつかイースターハント」が開催されます。お楽しみに。

～　介護に必要なお部屋　～

　皆さんは普段寝るとき、個室と相部屋どちらを選びま

す？

　たいていの方が「個室」を選ぶと思います。しかし、実

際はその方の生まれた年代や年齢、育ってきた環境によっ

て、ずっと個室で過ごしている訳ではないようです。北欧

では原則個室を基本としているのと比べるとだいぶ様子が

違います。

　では、体が不自由になったときは、個室がいいですかそ

れとも相部屋ですか？

　北欧ではこの場合でも個室が原則になりますが、返事に

困った方もいると思います。介護が必要になったとき、認

知症で見守りが必要になったとき、どういった部屋がいい

のかという議論は、日本ではあまり進んでいません。

　介護施設では相部屋がいいとか個室がいいとかの議論が

行われています。それでも、住みやすくて安心できる部屋

がどういったものかは、はっきりしていません。ましてや

自宅となるとバリアフリー以外の部分は全く注目されてい

ません。介護や見守りを受けつつ、安心して生活できるよ

うなお部屋は、まだまだ少ないと思います。

　高齢者生活支援住宅美樹の園では要介護で支援を受ける

必要があっても安心して生活できるように、様々な専門家

の意見を反映して部屋の改修を行いました。今後の自宅改

修のヒントにお部屋を見ていただくことも出来ますので、

ご用命の際にはお電話ください。

　＜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、見学をお考えの際には、先ずお電話を。

　　　9:00 ～ 17:00 まで毎日受付ております。

　今年も 4 月 21 日（土）に（たかくらイースターを実施

します。）前回同様、お子様も楽しめるイベントとなって

おりますのでお待ちしております。

昨年 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」では回数を重ねる毎に参加人

数も増え、さまざまな方にご利用頂いております。ボラン

ティアとしてお手伝いや食材の提供をして頂ける方も募集

中です。

　スーパーマーケットとしては、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。

　4 月からは手作り惣菜（11 時～）を毎週火曜日に、木

曜日には地物朝どれ鮮魚市（15 時～）を開催致します。

揚げ物等は種類は少ないものの平日は毎日販売しておりま

す。

　3 月中には本マグロ、ハマチ、サーモン、ノドグロといっ

た鮮魚もお値打ち価格で販売し大好評でした！

　今後とも、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。
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長すぎて、「これじゃ頭ぶつけて危ないなぁ！」「ガラス製

は危ない」「割れない素材でお洒落なの」など考え出した

らきりがなくなり、現在に至るという状況です。悩むより

突き進むことも大切か？　このペンダントライトが決まれ

ば、従来の照明器具を外して最後のペンキ塗りとなります。

　新しい棚や椅子のリメイクなどのワークショップと共に

お披露目会のご案内をメール配信させていただく予定です

ので、今しばらくお待ちください！

　何もわからずまちライブラリー活動を始めて試行錯誤し

ながらも２年経過。昨年度は毎月一回「植本祭」を開催、

そして春の「ブックフェスタ」、秋には「つながる１０

days」と参加しました。

　今後のまちライブラリー＠すまいるの活動について、ま

ず最初は、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

に出会うバルの会に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

の夕べ開催予定です。詳細は後日ＨＰ・メールにて。

　写真は植本祭で集まった本たちです、他にも新刊もあり

ますので散歩がてら、ふらっと立ち寄ってください！

　春本番。行楽の季節を迎え、槇塚台レストランでは特注

のお弁当を承っています。

　３月３日のひな祭りの日には、ちらし寿司弁当が大好評

でした。見た目も楽しい美味しいお弁当です。

　また、１０食、１５食と予約注文をいただいたお客様に

は、少しだけ豪華なお弁当でお花見を楽しんでいただきま

した。

　４月２８日土曜日には槇塚台レストラン８周年も兼ねて

「まきつかイースターハント」が開催されます。お楽しみに。

～　介護に必要なお部屋　～

　皆さんは普段寝るとき、個室と相部屋どちらを選びま

す？

　たいていの方が「個室」を選ぶと思います。しかし、実

際はその方の生まれた年代や年齢、育ってきた環境によっ

て、ずっと個室で過ごしている訳ではないようです。北欧

では原則個室を基本としているのと比べるとだいぶ様子が

違います。

　では、体が不自由になったときは、個室がいいですかそ

れとも相部屋ですか？

　北欧ではこの場合でも個室が原則になりますが、返事に

困った方もいると思います。介護が必要になったとき、認

知症で見守りが必要になったとき、どういった部屋がいい

のかという議論は、日本ではあまり進んでいません。

　介護施設では相部屋がいいとか個室がいいとかの議論が

行われています。それでも、住みやすくて安心できる部屋

がどういったものかは、はっきりしていません。ましてや

自宅となるとバリアフリー以外の部分は全く注目されてい

ません。介護や見守りを受けつつ、安心して生活できるよ

うなお部屋は、まだまだ少ないと思います。

　高齢者生活支援住宅美樹の園では要介護で支援を受ける

必要があっても安心して生活できるように、様々な専門家

の意見を反映して部屋の改修を行いました。今後の自宅改

修のヒントにお部屋を見ていただくことも出来ますので、

ご用命の際にはお電話ください。

　＜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、見学をお考えの際には、先ずお電話を。

　　　9:00 ～ 17:00 まで毎日受付ております。

　今年も 4 月 21 日（土）に（たかくらイースターを実施

します。）前回同様、お子様も楽しめるイベントとなって

おりますのでお待ちしております。

昨年 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」では回数を重ねる毎に参加人

数も増え、さまざまな方にご利用頂いております。ボラン

ティアとしてお手伝いや食材の提供をして頂ける方も募集

中です。

　スーパーマーケットとしては、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。

　4 月からは手作り惣菜（11 時～）を毎週火曜日に、木

曜日には地物朝どれ鮮魚市（15 時～）を開催致します。

揚げ物等は種類は少ないものの平日は毎日販売しておりま

す。

　3 月中には本マグロ、ハマチ、サーモン、ノドグロといっ

た鮮魚もお値打ち価格で販売し大好評でした！

　今後とも、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。

ノルディックウォーキング

すまいるフォトサークル活動

あかさか写楽活動

すまいる花の見守り隊の活動



　　　開催日：平成３０年５月２０日（日）小雨決行

　　　　　　　※前日の 19 時にＨＰ掲載します

　　　時　間：１０：００～１６：００

　　　会　場：西原公園

　　　テーマ：“次の世代へ  マザータウンせんぼく”

　毎年恒例「みどりのつどい」を本年も開催いたします。

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。

　昨年度からはじまった大人気コーナー「段ボール大作

戦」・「雑貨村」などをはじめ、恒例の縁日コーナーでは、

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・ポップコーンなど遊

び心満載。その他にも、ダンスや歌のステージ、子どもバ

ザーなど楽しい企画が盛りだくさんです。また、東日本お

よび熊本地震復興支援コーナーではみみちゃんによる募金

活動を行います。

　みどりのつどいの運営には地域のみなさんや学生さんな

ど、ボランティアスタッフの皆さんの協力が不可欠です。

当日のボランティアさん大募集中ですので、よろしくお願

いします！

※ 協賛金募集中！詳しくは別紙をお読みください。
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すまいるＤＩＹ

槇塚台レストラン
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活動を行います。

　みどりのつどいの運営には地域のみなさんや学生さんな

ど、ボランティアスタッフの皆さんの協力が不可欠です。

当日のボランティアさん大募集中ですので、よろしくお願

いします！

※ 協賛金募集中！詳しくは別紙をお読みください。

＜ 3 ／ 27 第 1 回「こけない運動対策」の講座風景 ＞

　「いつまでも元気で !!」を掲げ９年目を迎えました。車

社会では高齢者が疎ましがられるものの、すまいるカレッ

ジ受講のスマートシニアは今年度も凛として活動を始動致

しました。

　第 1 回目の講座は、スタッフも合わせ３０名でスタート。

オリエンテーションや自己紹介に続き親睦会食で楽しみま

した。午後からは、本カレッジでは評判の人気講師による

「こけない運動対策」で、「身体の構造と運動の効能」等の

実践を踏まえての勉強でした。

　　　＜これからのすまいるカレッジの日程表＞

　第２回（４／１０）　堺環濠界隈ウォーキング

　第３回（５／８）　中之島～北浜ウォーキング

　第４回（６／１２）　白鷺公園ウォーキング

　第５回（７／１０）　体力測定と運動指導

　第６回（７／２４）　測定結果と運動指導

　第７回（８／２１）　料理教室「実習と試食」

　第８回（９／１１）　内容未定（受講者希望を勘案）

　第９回（１０／９）　あまの街道ウォーキング

　第 10 回（１１／１３）　南区南部森の小径ウォーク

　第 1１回（１２／１１）京都伏見酒蔵見学ウォーク

　ノルディックウォーキングスクールは、健康増進と、一

般の方と鍼灸師の交流を兼ねて、毎月第２日曜日、すまい

るセンターで実施中です。詳細はパンフレットをご覧くだ

さい。

　3 年目になって、登録されている方は延べ７０人近くに

なりました。新しい方の参加が増えてきています。毎回基

礎からスクールでは講義、練習を行います。ですから、ノ

ルディックウォーキングを始めてみたい方、基礎から学び

たい方、ぜひお越しください。大歓迎です。お試しでも

OK、都合のいいときだけの参加も OK です。

　ちょっと足を伸ばしてあちゃこちゃを訪ねるノルディッ

クウォーキングピクニックは年 3 回開催です。初心者の方

も、お一人でも気楽にご参加下さい。

教材作品例・ドリーム

　すまいるセンターで、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・

中級者向きの写真講座。( 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

『たのしい作品づくり』を目指す会。年に一回会員募集を

行いますので、詳細は事務局まで。お世話役・久家氏、大

澤氏、吉本氏、鹿児島氏、塗田氏、事務局・山下氏・安積

氏まで

作品例・青春の街

　写真に興味ある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、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。

夏季展示会開催も含めてワイワイガヤガヤと行います。会

長・志摩氏、事務局長・海野氏、お世話役・塗田氏

　私たち「すまいる花の見守り隊」は栂・美木多駅前の花

植え以外に桃山台小学校 3 年生と交流しています。

種まき、間引き、植え替えなどの作業から、育てた苗を生

徒が自ら植えてくれたものです。寒さのせいか少し育ちが

悪いのですが、ハボタンとビオラが健気に咲いています。

　その生徒さんからお手紙をもらい返事を持って学校を訪

問してきました。

　ヒマワリの花の中の種は幾つあるの？等鋭い質問を受け

たりして、興味を持ってやってくれていることが感じられ

嬉しく思いました。

　ロータリー側のプランターにはパンジーが咲き誇ってい

ますが４月上旬には次の花に植え替えを予定しています、

地域の方の参加を歓迎します。

　毎月 3 回「第一・第三（木）と第四（月）午後１：３０

～４：３０」開催しておりますが、冬場は外出もおっくう

な為かどうか分かりませんが、２卓使用するのが精一杯の

参加者でした。桜も早く開花し、暖かい毎日が続いており

ます。どうぞ、お出かけくださいませ。

　参加された方々は初心者であっても、間違ったりしても

たのしい　との事。失敗しながら、少しずつ覚えていきま

しょう。経験者の皆様も、初心者への助言等いただき、ゲー

ムに参加して交流を深めてくだされば、大変心強く思いま

す。よろしくお願いいたします。

　昨年１１月の壁の塗り替えから、照明器具の取り換えに

時間がかかり、ダクトレール取り付けてからペンダントラ

イトに変えたところまで、やっと写真のような雰囲気に変

身しました。デザインのポイントとなる照明器具を選ぶの

に天井が低いので四苦八苦しております。

　一度選んだペンダントライトを付けたところ、コードが

長すぎて、「これじゃ頭ぶつけて危ないなぁ！」「ガラス製

は危ない」「割れない素材でお洒落なの」など考え出した

らきりがなくなり、現在に至るという状況です。悩むより

突き進むことも大切か？　このペンダントライトが決まれ

ば、従来の照明器具を外して最後のペンキ塗りとなります。

　新しい棚や椅子のリメイクなどのワークショップと共に

お披露目会のご案内をメール配信させていただく予定です

ので、今しばらくお待ちください！

　何もわからずまちライブラリー活動を始めて試行錯誤し

ながらも２年経過。昨年度は毎月一回「植本祭」を開催、

そして春の「ブックフェスタ」、秋には「つながる１０

days」と参加しました。

　今後のまちライブラリー＠すまいるの活動について、ま

ず最初は、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

に出会うバルの会に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

の夕べ開催予定です。詳細は後日ＨＰ・メールにて。

　写真は植本祭で集まった本たちです、他にも新刊もあり

ますので散歩がてら、ふらっと立ち寄ってください！

　春本番。行楽の季節を迎え、槇塚台レストランでは特注

のお弁当を承っています。

　３月３日のひな祭りの日には、ちらし寿司弁当が大好評

でした。見た目も楽しい美味しいお弁当です。

　また、１０食、１５食と予約注文をいただいたお客様に

は、少しだけ豪華なお弁当でお花見を楽しんでいただきま

した。

　４月２８日土曜日には槇塚台レストラン８周年も兼ねて

「まきつかイースターハント」が開催されます。お楽しみに。

～　介護に必要なお部屋　～

　皆さんは普段寝るとき、個室と相部屋どちらを選びま

す？

　たいていの方が「個室」を選ぶと思います。しかし、実

際はその方の生まれた年代や年齢、育ってきた環境によっ

て、ずっと個室で過ごしている訳ではないようです。北欧

では原則個室を基本としているのと比べるとだいぶ様子が

違います。

　では、体が不自由になったときは、個室がいいですかそ

れとも相部屋ですか？

　北欧ではこの場合でも個室が原則になりますが、返事に

困った方もいると思います。介護が必要になったとき、認

知症で見守りが必要になったとき、どういった部屋がいい

のかという議論は、日本ではあまり進んでいません。

　介護施設では相部屋がいいとか個室がいいとかの議論が

行われています。それでも、住みやすくて安心できる部屋

がどういったものかは、はっきりしていません。ましてや

自宅となるとバリアフリー以外の部分は全く注目されてい

ません。介護や見守りを受けつつ、安心して生活できるよ

うなお部屋は、まだまだ少ないと思います。

　高齢者生活支援住宅美樹の園では要介護で支援を受ける

必要があっても安心して生活できるように、様々な専門家

の意見を反映して部屋の改修を行いました。今後の自宅改

修のヒントにお部屋を見ていただくことも出来ますので、

ご用命の際にはお電話ください。

　＜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、見学をお考えの際には、先ずお電話を。

　　　9:00 ～ 17:00 まで毎日受付ております。

　今年も 4 月 21 日（土）に（たかくらイースターを実施

します。）前回同様、お子様も楽しめるイベントとなって

おりますのでお待ちしております。

昨年 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」では回数を重ねる毎に参加人

数も増え、さまざまな方にご利用頂いております。ボラン

ティアとしてお手伝いや食材の提供をして頂ける方も募集

中です。

　スーパーマーケットとしては、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。

　4 月からは手作り惣菜（11 時～）を毎週火曜日に、木

曜日には地物朝どれ鮮魚市（15 時～）を開催致します。

揚げ物等は種類は少ないものの平日は毎日販売しておりま

す。

　3 月中には本マグロ、ハマチ、サーモン、ノドグロといっ

た鮮魚もお値打ち価格で販売し大好評でした！

　今後とも、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。

高齢者生活支援住宅　美樹の園 高倉台ルピナス


