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　当日は清々し晴天に恵まれ、来場者も１０，０００人を

数え、無事盛大に開催されました。これもひとえに皆様の

ご支援の賜物と深く感謝しております。

　昨年同様、お洒落な雑貨屋さんが２５店舗も出現した

“栂・美木多雑貨村”や子どもたちがリサイクルの段ボー

ルで迷路やオブジェをみんなで創る“ダンボールわっくわ

く大作戦”を開催しました。またグラウンドには日本赤十

字社の献血カーも出現。会場内は親子連れや三世代のご家

族で賑わいました。毎年恒例の義援金活動にも熊本地震に

２，９９０円、東日本大震災に６，２８８円の御協力を頂

きありがとうございました。それぞれ熊本県社会福祉協議

会と東北の障がい者団体に寄付させて頂きました。

　また、今年も多くの学生ボランティア１８１名（高校生・

大学生）が参加し、会場を盛り上げてくださいました。

　みどりのつどいは、地域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開催し

ています。今後ともご支援ご鞭撻を賜りますよう何卒よろ

しくお願い申し上げます。

＜ 6 ／ 12 第 4 回「白鷺公園ウォーキング」での記念写真 ＞

　第４回目講座は、中百舌鳥駅をスタートし、ソフィア堺

迄の約６キロを歩きました。花菖蒲と歴史の仏塔と星座の

勉強まで、堺に住み乍ら中々行けなかった堺の公園と史蹟

と文化施設を一挙に見学して来ました。

　カレッジ講座内容が、単純なウォークでは中々満足でき

ない人生のベテラン達に満足して頂く為。自然を求め、歴

史を求める中に、安全と楽しさを確保し、残る講座の運営

に当りたいと思っています。サポーター一同多少々錆びつ

つある体力と知力に、良質の油を垂らしつつ・・・。

＜これからのすまいるカレッジの日程表＞

　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）南区南部森の小道ウォーク

　第 1１回（１２／１１）京都伏見酒蔵見学ウォーク

＜直近の教材作品例・水遊び＞

　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。次回 9 月 3 日月曜日 10 時から

行いますので、詳細は事務局まで。途中参加も歓迎。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

＜直近の教材作品例・ゆずりあい＞

　次回 7 月 22 日日曜日 13 時から写真に興味ある泉北住

民たちが赤坂台自治会館で開催。会員の写真展を【農家の

台所】で行います。ご参加条件は、すまいるセンター会員

登録の上で、勉強会のときに千円会費。詳しくはお問い合

わせください。会長・志摩氏、事務局長・海野氏、お世話

役・塗田氏

　今年度最初のノルディックウォーキングスクールは、

４月８日 春のノルディックウォーキングピクニックでス

タートです。

　春のピクニックは毎年桜の花見なのですが、今年は桜の

開花が早く、栂・美木多の西原公園や鴨谷台の桜祭りが花

が散った桜の樹の下で寂し気に行わているばかり・・・

　そこで、知る人ぞ知る、新桧尾台公園の八重桜のスポッ

トまでのんびりとワイワイガヤガヤ行ってまいりました。

満開の花の下、参加者の皆さん満足いただけたと思います。

あとは、鴨谷台の桜祭りの屋台をのぞいたり、楽しい一日

を過ごせました。

　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。

　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、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。

　ピクニック、今後の予定は、10 月 14 日 ( 日 )、

12 月 9 日（日 ) です。初心者の方も、お一人でも是非、

気楽にご参加下さい。

桃山台小学校との交流

　新年度になり、新３年生と一緒に駅前の花壇に植える花

の苗を育てています。花はヒマワリとほうき草で、既に種

蒔き、株分けまでを終えました。６月下旬には育てた花の

苗を、栂・美木多駅前の花壇に生徒と一緒に移植の予定で

す。

栂・美木多駅前の花

　６月９日に地域の方々と咲き終わった花（スノーボール）

を松葉ボタン等に植え替えました。

　まちライブラリー＠すまいるは初めての取り組みとし

て、６月２７日（水）１９時～２１時、すまいるセンター

のリフォームのお披露目も兼ねて「本とバルの会」を開催

しました。

　１部では、カタリストに麓眞知子さん（（株）Ｍｅｒｒｙ

　Ｃａｒｅ代表取締役）をお迎えして、社会貢献の国際交

流ボランティアから、地域貢献を目的にした介護事業者に

転身されたお話をしていただきました。

　第２部の交流会は、麓さんが持って来てくださったグ

リーンカレーの他、ｐｉｚｚａやサラダなどの軽食、ビー

ルや洋酒などのドリンクやシフォンケーキが並べられた机

を囲んで歓談。府大の留学生の支援、言語・文化・料理等

を通じて相互理解を目指す団体の「国際交流クラブＫｏＫ

ｏＣ」代表として永年活躍された麓さんが、なぜ畑違いの

活動を始められたのか、「担い手登録型のヘルパー事業」

とはどのような制度なのかについての活発な意見交換が盛

り上がり過ぎて、ブックトークの時間がなくなってしまっ

たことは大きな反省点です。

　第１部参加者１１人、第２部参加者９人でしたが、これ

からも地道な声掛けをしながら、ゆっくりお話を聞きたい

カタリストと一緒に、「飲み会以上、イベント未満」の会

を３～４ヶ月に一度位のペースで続けていきたいと思って

います。

　健康麻雀教室も１月から６月末迄で１６回を数え、参加

人数は延べ１２０名となり、すまいる会員も４名増えまし

た。「健康麻雀」は、なんといっても「脳トレ」も兼ねた

遊びです。

　現在、すまいる麻雀教室としてのルールも出来上がり、

7 月からは東南回しの半荘で１ゲーム終わった時点で４人

の勝敗点数計算をするようにします。まったくの初心者も

経験者も楽しめる様に２人組での競技も考えております。

　これから暑い７、８、９月と続きますが、熱中症に気を

つけて、お出かけください。健康麻雀教室のお世話係とし

て、心よりお待ちしております。

　開催日は　第１、３（木）　第４（月）の午後１：３０

～４：３０です。

　４月２８日（土）槇塚台近隣センターにおいて、イース

ターが開催されました。

　卵に関するクイズラリーや宝探しゲームに子ども達が挑

戦し、大いに盛り上がりました。レストランでは、カップ

寿司、ポテトフライ、チキン、ワッフルを販売し、射的や

フェイスペイントも大人気でした。

　槇塚台レストランは、６月に８周年を迎えました。今後

も食と健康を通じて地域に根ざした活動を推進していきた

いと考えています。

～ 最近つまずきませんか？ ～

　住宅や建物のバリアフリー化が進んで、家の中も外も段

差が減って歩きやすくなったハズなのに、ちょっとしたと

ころでつまずくことってありませんか。つまずいた場所も

タタミの縁だったり、布団の端、電源コードなど一見平坦

な所だったり。

　これは加齢に伴う運動能力の低下・感覚障害・認知障害

と環境要因が、単独又は複合的に絡み合って起こっている

ことが分かっています。そしてなんと驚くべき事に、階段

などの明らかに段差のあるところより、一見平坦に見える

所の方がつまずいたり、転倒することが多いようです。

　つまずいて 「おっと危ない！」で済んでいるうちはいい

のですが、それが原因で亡くなる方も。また、そこまでで

はなくても骨折や頭部打撲で長期入院となれば、それまで

の生活が一転してしまいます。つまずくことは「大きな事

故の前触れ」だと考えてもいいかもしれません。

　ではどうすれば予防できるか。まずは、つまずいたとき

「どういう状況で、どういう理由でつまずいた」かを振り

返りましょう。そして、つまずかないように歩き方を見直

したり、床面の整理、段差のマーキング、手すりの取付な

ど、振り返りに応じた対策を実施していくことが大切だと

思います。

　　高齢者生活支援住宅 美樹の園では転倒を防ぐ工夫を

盛り込んだ改修を行いました。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。

　前回の高倉台イースターイベントは沢山の方にご参加頂

きありがとうございました。

　イベント内容としてはスプーンの上に卵に見立てた球状

のものを乗せ障害物を駆け抜けるエッグレース。卵に見立

てた紙粘土に色を塗ったり、折り紙を貼って楽しむイース

ターエッグ作り。屋台も、たませんやうどん、カキ氷、わ

たがし等提供させて頂きました。１ｍ近い大きさの恒例の

ジャンボ紙相撲大会も子ども達で盛り上がりました。

　次回はハロウィンイベント１０月を予定しております。

　店舗運営では惣菜販売に力を入れ店内のスチームコンベ

クションを使った毎週水曜日限定の柔らか焼き鳥が大好評

で毎回ほぼ完売となっております。

　６月も雨天が続く中、多くのお客様にご来店頂きありが

とうございます。おかげさまで売上も徐々にですが伸びて

おります。今後とも　みんなのマーケットるぴなすを宜し

くお願い致します。

　実施日時 ／ 平成３０年　８月２５日（土）

　　　　　　 １１：００～１５：００　※小雨決行

　実施場所 ／ 光明池駅前広場

　主　　催 ／ 光明池まつり実行委員会

　問い合わせ ／ すまいるセンター　まで

みどりのつどいが開催されました ! 平成３０年度　すまいるカレッジ
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を３～４ヶ月に一度位のペースで続けていきたいと思って

います。

　健康麻雀教室も１月から６月末迄で１６回を数え、参加

人数は延べ１２０名となり、すまいる会員も４名増えまし

た。「健康麻雀」は、なんといっても「脳トレ」も兼ねた

遊びです。

　現在、すまいる麻雀教室としてのルールも出来上がり、

7 月からは東南回しの半荘で１ゲーム終わった時点で４人

の勝敗点数計算をするようにします。まったくの初心者も

経験者も楽しめる様に２人組での競技も考えております。

　これから暑い７、８、９月と続きますが、熱中症に気を

つけて、お出かけください。健康麻雀教室のお世話係とし

て、心よりお待ちしております。

　開催日は　第１、３（木）　第４（月）の午後１：３０

～４：３０です。

　４月２８日（土）槇塚台近隣センターにおいて、イース

ターが開催されました。

　卵に関するクイズラリーや宝探しゲームに子ども達が挑

戦し、大いに盛り上がりました。レストランでは、カップ

寿司、ポテトフライ、チキン、ワッフルを販売し、射的や

フェイスペイントも大人気でした。

　槇塚台レストランは、６月に８周年を迎えました。今後

も食と健康を通じて地域に根ざした活動を推進していきた

いと考えています。

～ 最近つまずきませんか？ ～

　住宅や建物のバリアフリー化が進んで、家の中も外も段

差が減って歩きやすくなったハズなのに、ちょっとしたと

ころでつまずくことってありませんか。つまずいた場所も

タタミの縁だったり、布団の端、電源コードなど一見平坦

な所だったり。

　これは加齢に伴う運動能力の低下・感覚障害・認知障害

と環境要因が、単独又は複合的に絡み合って起こっている

ことが分かっています。そしてなんと驚くべき事に、階段

などの明らかに段差のあるところより、一見平坦に見える

所の方がつまずいたり、転倒することが多いようです。

　つまずいて 「おっと危ない！」で済んでいるうちはいい

のですが、それが原因で亡くなる方も。また、そこまでで

はなくても骨折や頭部打撲で長期入院となれば、それまで

の生活が一転してしまいます。つまずくことは「大きな事

故の前触れ」だと考えてもいいかもしれません。

　ではどうすれば予防できるか。まずは、つまずいたとき

「どういう状況で、どういう理由でつまずいた」かを振り

返りましょう。そして、つまずかないように歩き方を見直

したり、床面の整理、段差のマーキング、手すりの取付な

ど、振り返りに応じた対策を実施していくことが大切だと

思います。

　　高齢者生活支援住宅 美樹の園では転倒を防ぐ工夫を

盛り込んだ改修を行いました。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。

　前回の高倉台イースターイベントは沢山の方にご参加頂

きありがとうございました。

　イベント内容としてはスプーンの上に卵に見立てた球状

のものを乗せ障害物を駆け抜けるエッグレース。卵に見立

てた紙粘土に色を塗ったり、折り紙を貼って楽しむイース

ターエッグ作り。屋台も、たませんやうどん、カキ氷、わ

たがし等提供させて頂きました。１ｍ近い大きさの恒例の

ジャンボ紙相撲大会も子ども達で盛り上がりました。

　次回はハロウィンイベント１０月を予定しております。

　店舗運営では惣菜販売に力を入れ店内のスチームコンベ

クションを使った毎週水曜日限定の柔らか焼き鳥が大好評

で毎回ほぼ完売となっております。

　６月も雨天が続く中、多くのお客様にご来店頂きありが

とうございます。おかげさまで売上も徐々にですが伸びて

おります。今後とも　みんなのマーケットるぴなすを宜し

くお願い致します。

　実施日時 ／ 平成３０年　８月２５日（土）

　　　　　　 １１：００～１５：００　※小雨決行

　実施場所 ／ 光明池駅前広場

　主　　催 ／ 光明池まつり実行委員会

　問い合わせ ／ すまいるセンター　まで

すまいるフォトサークル活動

あかさか写楽 活動

ノルディックウォーキングスクール

すまいる花の見守り隊の活動



　当日は清々し晴天に恵まれ、来場者も１０，０００人を

数え、無事盛大に開催されました。これもひとえに皆様の

ご支援の賜物と深く感謝しております。

　昨年同様、お洒落な雑貨屋さんが２５店舗も出現した

“栂・美木多雑貨村”や子どもたちがリサイクルの段ボー

ルで迷路やオブジェをみんなで創る“ダンボールわっくわ

く大作戦”を開催しました。またグラウンドには日本赤十

字社の献血カーも出現。会場内は親子連れや三世代のご家

族で賑わいました。毎年恒例の義援金活動にも熊本地震に

２，９９０円、東日本大震災に６，２８８円の御協力を頂

きありがとうございました。それぞれ熊本県社会福祉協議

会と東北の障がい者団体に寄付させて頂きました。

　また、今年も多くの学生ボランティア１８１名（高校生・

大学生）が参加し、会場を盛り上げてくださいました。

　みどりのつどいは、地域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開催し

ています。今後ともご支援ご鞭撻を賜りますよう何卒よろ

しくお願い申し上げます。

＜ 6 ／ 12 第 4 回「白鷺公園ウォーキング」での記念写真 ＞

　第４回目講座は、中百舌鳥駅をスタートし、ソフィア堺

迄の約６キロを歩きました。花菖蒲と歴史の仏塔と星座の

勉強まで、堺に住み乍ら中々行けなかった堺の公園と史蹟

と文化施設を一挙に見学して来ました。

　カレッジ講座内容が、単純なウォークでは中々満足でき

ない人生のベテラン達に満足して頂く為。自然を求め、歴

史を求める中に、安全と楽しさを確保し、残る講座の運営

に当りたいと思っています。サポーター一同多少々錆びつ

つある体力と知力に、良質の油を垂らしつつ・・・。

＜これからのすまいるカレッジの日程表＞
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　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）南区南部森の小道ウォーク

　第 1１回（１２／１１）京都伏見酒蔵見学ウォーク
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登録の上で、勉強会のときに千円会費。詳しくはお問い合

わせください。会長・志摩氏、事務局長・海野氏、お世話

役・塗田氏
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カタリストと一緒に、「飲み会以上、イベント未満」の会
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差が減って歩きやすくなったハズなのに、ちょっとしたと

ころでつまずくことってありませんか。つまずいた場所も

タタミの縁だったり、布団の端、電源コードなど一見平坦

な所だったり。

　これは加齢に伴う運動能力の低下・感覚障害・認知障害

と環境要因が、単独又は複合的に絡み合って起こっている

ことが分かっています。そしてなんと驚くべき事に、階段

などの明らかに段差のあるところより、一見平坦に見える

所の方がつまずいたり、転倒することが多いようです。

　つまずいて 「おっと危ない！」で済んでいるうちはいい

のですが、それが原因で亡くなる方も。また、そこまでで

はなくても骨折や頭部打撲で長期入院となれば、それまで

の生活が一転してしまいます。つまずくことは「大きな事

故の前触れ」だと考えてもいいかもしれません。

　ではどうすれば予防できるか。まずは、つまずいたとき

「どういう状況で、どういう理由でつまずいた」かを振り

返りましょう。そして、つまずかないように歩き方を見直

したり、床面の整理、段差のマーキング、手すりの取付な

ど、振り返りに応じた対策を実施していくことが大切だと

思います。

　　高齢者生活支援住宅 美樹の園では転倒を防ぐ工夫を

盛り込んだ改修を行いました。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」
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　前回の高倉台イースターイベントは沢山の方にご参加頂

きありがとうございました。

　イベント内容としてはスプーンの上に卵に見立てた球状

のものを乗せ障害物を駆け抜けるエッグレース。卵に見立

てた紙粘土に色を塗ったり、折り紙を貼って楽しむイース

ターエッグ作り。屋台も、たませんやうどん、カキ氷、わ

たがし等提供させて頂きました。１ｍ近い大きさの恒例の

ジャンボ紙相撲大会も子ども達で盛り上がりました。

　次回はハロウィンイベント１０月を予定しております。

　店舗運営では惣菜販売に力を入れ店内のスチームコンベ

クションを使った毎週水曜日限定の柔らか焼き鳥が大好評

で毎回ほぼ完売となっております。

　６月も雨天が続く中、多くのお客様にご来店頂きありが

とうございます。おかげさまで売上も徐々にですが伸びて

おります。今後とも　みんなのマーケットるぴなすを宜し

くお願い致します。
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　実施場所 ／ 光明池駅前広場
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　当日は清々し晴天に恵まれ、来場者も１０，０００人を

数え、無事盛大に開催されました。これもひとえに皆様の

ご支援の賜物と深く感謝しております。

　昨年同様、お洒落な雑貨屋さんが２５店舗も出現した

“栂・美木多雑貨村”や子どもたちがリサイクルの段ボー

ルで迷路やオブジェをみんなで創る“ダンボールわっくわ

く大作戦”を開催しました。またグラウンドには日本赤十

字社の献血カーも出現。会場内は親子連れや三世代のご家

族で賑わいました。毎年恒例の義援金活動にも熊本地震に

２，９９０円、東日本大震災に６，２８８円の御協力を頂

きありがとうございました。それぞれ熊本県社会福祉協議

会と東北の障がい者団体に寄付させて頂きました。

　また、今年も多くの学生ボランティア１８１名（高校生・

大学生）が参加し、会場を盛り上げてくださいました。

　みどりのつどいは、地域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開催し

ています。今後ともご支援ご鞭撻を賜りますよう何卒よろ

しくお願い申し上げます。

＜ 6 ／ 12 第 4 回「白鷺公園ウォーキング」での記念写真 ＞

　第４回目講座は、中百舌鳥駅をスタートし、ソフィア堺

迄の約６キロを歩きました。花菖蒲と歴史の仏塔と星座の

勉強まで、堺に住み乍ら中々行けなかった堺の公園と史蹟

と文化施設を一挙に見学して来ました。

　カレッジ講座内容が、単純なウォークでは中々満足でき

ない人生のベテラン達に満足して頂く為。自然を求め、歴

史を求める中に、安全と楽しさを確保し、残る講座の運営

に当りたいと思っています。サポーター一同多少々錆びつ

つある体力と知力に、良質の油を垂らしつつ・・・。

＜これからのすまいるカレッジの日程表＞

　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）南区南部森の小道ウォーク

　第 1１回（１２／１１）京都伏見酒蔵見学ウォーク

＜直近の教材作品例・水遊び＞

　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。次回 9 月 3 日月曜日 10 時から

行いますので、詳細は事務局まで。途中参加も歓迎。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

＜直近の教材作品例・ゆずりあい＞

　次回 7 月 22 日日曜日 13 時から写真に興味ある泉北住

民たちが赤坂台自治会館で開催。会員の写真展を【農家の

台所】で行います。ご参加条件は、すまいるセンター会員

登録の上で、勉強会のときに千円会費。詳しくはお問い合

わせください。会長・志摩氏、事務局長・海野氏、お世話

役・塗田氏

　今年度最初のノルディックウォーキングスクールは、

４月８日 春のノルディックウォーキングピクニックでス

タートです。

　春のピクニックは毎年桜の花見なのですが、今年は桜の

開花が早く、栂・美木多の西原公園や鴨谷台の桜祭りが花

が散った桜の樹の下で寂し気に行わているばかり・・・

　そこで、知る人ぞ知る、新桧尾台公園の八重桜のスポッ

トまでのんびりとワイワイガヤガヤ行ってまいりました。

満開の花の下、参加者の皆さん満足いただけたと思います。

あとは、鴨谷台の桜祭りの屋台をのぞいたり、楽しい一日

を過ごせました。

　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。

　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、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。

　ピクニック、今後の予定は、10 月 14 日 ( 日 )、

12 月 9 日（日 ) です。初心者の方も、お一人でも是非、

気楽にご参加下さい。

桃山台小学校との交流

　新年度になり、新３年生と一緒に駅前の花壇に植える花

の苗を育てています。花はヒマワリとほうき草で、既に種

蒔き、株分けまでを終えました。６月下旬には育てた花の

苗を、栂・美木多駅前の花壇に生徒と一緒に移植の予定で

す。

栂・美木多駅前の花

　６月９日に地域の方々と咲き終わった花（スノーボール）

を松葉ボタン等に植え替えました。

　まちライブラリー＠すまいるは初めての取り組みとし

て、６月２７日（水）１９時～２１時、すまいるセンター

のリフォームのお披露目も兼ねて「本とバルの会」を開催

しました。

　１部では、カタリストに麓眞知子さん（（株）Ｍｅｒｒｙ

　Ｃａｒｅ代表取締役）をお迎えして、社会貢献の国際交

流ボランティアから、地域貢献を目的にした介護事業者に

転身されたお話をしていただきました。

　第２部の交流会は、麓さんが持って来てくださったグ

リーンカレーの他、ｐｉｚｚａやサラダなどの軽食、ビー

ルや洋酒などのドリンクやシフォンケーキが並べられた机

を囲んで歓談。府大の留学生の支援、言語・文化・料理等

を通じて相互理解を目指す団体の「国際交流クラブＫｏＫ

ｏＣ」代表として永年活躍された麓さんが、なぜ畑違いの

活動を始められたのか、「担い手登録型のヘルパー事業」

とはどのような制度なのかについての活発な意見交換が盛

り上がり過ぎて、ブックトークの時間がなくなってしまっ

たことは大きな反省点です。

　第１部参加者１１人、第２部参加者９人でしたが、これ

からも地道な声掛けをしながら、ゆっくりお話を聞きたい

カタリストと一緒に、「飲み会以上、イベント未満」の会

を３～４ヶ月に一度位のペースで続けていきたいと思って

います。

　健康麻雀教室も１月から６月末迄で１６回を数え、参加

人数は延べ１２０名となり、すまいる会員も４名増えまし

た。「健康麻雀」は、なんといっても「脳トレ」も兼ねた

遊びです。

　現在、すまいる麻雀教室としてのルールも出来上がり、

7 月からは東南回しの半荘で１ゲーム終わった時点で４人

の勝敗点数計算をするようにします。まったくの初心者も

経験者も楽しめる様に２人組での競技も考えております。

　これから暑い７、８、９月と続きますが、熱中症に気を

つけて、お出かけください。健康麻雀教室のお世話係とし

て、心よりお待ちしております。

　開催日は　第１、３（木）　第４（月）の午後１：３０

～４：３０です。

　４月２８日（土）槇塚台近隣センターにおいて、イース

ターが開催されました。

　卵に関するクイズラリーや宝探しゲームに子ども達が挑

戦し、大いに盛り上がりました。レストランでは、カップ

寿司、ポテトフライ、チキン、ワッフルを販売し、射的や

フェイスペイントも大人気でした。

　槇塚台レストランは、６月に８周年を迎えました。今後

も食と健康を通じて地域に根ざした活動を推進していきた

いと考えています。

～ 最近つまずきませんか？ ～

　住宅や建物のバリアフリー化が進んで、家の中も外も段

差が減って歩きやすくなったハズなのに、ちょっとしたと

ころでつまずくことってありませんか。つまずいた場所も

タタミの縁だったり、布団の端、電源コードなど一見平坦

な所だったり。

　これは加齢に伴う運動能力の低下・感覚障害・認知障害

と環境要因が、単独又は複合的に絡み合って起こっている

ことが分かっています。そしてなんと驚くべき事に、階段

などの明らかに段差のあるところより、一見平坦に見える

所の方がつまずいたり、転倒することが多いようです。

　つまずいて 「おっと危ない！」で済んでいるうちはいい

のですが、それが原因で亡くなる方も。また、そこまでで

はなくても骨折や頭部打撲で長期入院となれば、それまで

の生活が一転してしまいます。つまずくことは「大きな事

故の前触れ」だと考えてもいいかもしれません。

　ではどうすれば予防できるか。まずは、つまずいたとき

「どういう状況で、どういう理由でつまずいた」かを振り

返りましょう。そして、つまずかないように歩き方を見直

したり、床面の整理、段差のマーキング、手すりの取付な

ど、振り返りに応じた対策を実施していくことが大切だと

思います。

　　高齢者生活支援住宅 美樹の園では転倒を防ぐ工夫を

盛り込んだ改修を行いました。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。

　前回の高倉台イースターイベントは沢山の方にご参加頂

きありがとうございました。

　イベント内容としてはスプーンの上に卵に見立てた球状

のものを乗せ障害物を駆け抜けるエッグレース。卵に見立

てた紙粘土に色を塗ったり、折り紙を貼って楽しむイース

ターエッグ作り。屋台も、たませんやうどん、カキ氷、わ

たがし等提供させて頂きました。１ｍ近い大きさの恒例の

ジャンボ紙相撲大会も子ども達で盛り上がりました。

　次回はハロウィンイベント１０月を予定しております。

　店舗運営では惣菜販売に力を入れ店内のスチームコンベ

クションを使った毎週水曜日限定の柔らか焼き鳥が大好評

で毎回ほぼ完売となっております。

　６月も雨天が続く中、多くのお客様にご来店頂きありが

とうございます。おかげさまで売上も徐々にですが伸びて

おります。今後とも　みんなのマーケットるぴなすを宜し

くお願い致します。

　実施日時 ／ 平成３０年　８月２５日（土）

　　　　　　 １１：００～１５：００　※小雨決行

　実施場所 ／ 光明池駅前広場

　主　　催 ／ 光明池まつり実行委員会

　問い合わせ ／ すまいるセンター　まで

高齢者生活支援住宅　美樹の園 高倉台ルピナス

今年も “光明池まつり” 開催！


