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　　【開催日】平成３０年１１月１７日（土）

　　　　　　　※雨天の場合は翌日１８日（日）に順延

　　【時 間】１０：００～１６：００

　　【場 所】ビッグバン交流広場（泉ヶ丘駅前）

　毎年、１１月に泉ヶ丘駅前で開催されている『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。

●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１日を通してお手伝いの方には昼食代５

００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まで。

８月度：料理実習と試食と歓談

　健康運動とウォーキングが主体の本カレッジの中では、

料理実習は貴重な存在で、料理の超々ベテランの「和会」

の皆さんに今年もお世話になりました。健康づくりの前提

が食生活であることを理解・追及し、今年も楽しく、美味

しく終了しました。

９月度：大仙公園＆仁徳御陵ウォーキング

　９月のコースは参加者からのアンケートの結果、決まり

ました。三国ヶ丘駅をスタートし、大仙公園～日本庭園～

緑化センターへ。公園内のレストランで昼食後、博物館～

仁徳御陵へ。仁徳御陵ではガイドから詳しく説明を受けま

した。台風 21 号の影響で仁徳御陵をはじめ公園内の多数

の樹木が被害を受けているのには驚き、一日も早く整備さ

れ、以前の姿に戻ることを願いつつ、帰路に着きました。

　本年も講座の約７０％を消化し、残り講座は全て「ウォー

キング」となっています。

　本カレッジのモットーの「何時までも元気で活躍」を全

員で実現して行く為にも、残りの全講座に参加して頂き、

その講座を機会（火種）にし、日頃の実生活の中に反映（点

火）し、永遠の健康を掴んで頂きたいと願っています。

＜これからのすまいるカレッジの日程表＞

　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・秋晴れ＞

　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・12 月 3 日の月

曜日 10 時から行います。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・夏休み＞

　次回 11 月 18 日日曜日 13 時から写真に興味ある方た

ちが赤坂台自治会館で。会員は【農家の台所】8 月末まで

一か月の展示を。新規ご参加条件は、すまいるセンター会

員登録の上、勉強会時に千円会費。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・塗田氏。

　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、すまいるセンターで毎

月行っています。詳細はパンフレットをご覧ください。

お知らせです。10 月と 11 月は都合により、第 3 日曜日

に変更になります。

10 月 21 日、11 月 18 日実施です。

10 月 21 日はノルディックウォーキングピクニックです。

9 時 30 分、和泉中央駅　改札前集合。

リサイクル公園まで、秋の遠足を楽しみましょう（7 キロ）

5 月、7 月は　西区稲葉の蓮池までのウォーキング。

6 月 8 月は　西原公園を散策しました。

　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、初心者の方も、お一人でも気楽にご参加

下さい。お試しでもOK、都合のいいときだけでもOKです。

皆さんのご参加をお待ちいたしております。

　酷暑（？）猛暑（？）の７、８月　初心者健康麻雀教室

に顔なじみの皆さんが延べ、４９名も集まって下さり、あ

りがとうございます。

　初心者として麻雀ルールはなかなか覚えられませんが、

経験者の方達に聞きながら、和気あいあいと楽しく遊んで

います。点数計算も半荘後やっていますョ！

すまいるセンターへ足を運ぶ事が　初めの第一歩です。ど

うぞ、お出かけください。

　開催日は　第 1、3（木）　第 4（月）の午後 1：30 ～

4：30 です。

栂・美木多駅前の花

　暑かった夏を耐えてくれた花に感謝をしながら新しい花

に入れ替えました。駅前の工事による無機質な風景の和み

になればと、皆さん参加されました。

桃山台小学校との交流

　駅前の花壇に三年生が植えてくれたヒマワリも終わり、

今はほうき草のみが残っています、もうすぐ真っ赤に染

まった姿を見せてくれそうです。生徒らは既に来年の花の

種を蒔いてくれています、１２月には駅前に移植してくれ

るようです。

　このようにすまいる花の見守り隊は栂・美木多駅前の花

壇の花を中心に活動をしています。住みやすい地域づくり

に関心のある方は、花の知識は無くても誰でも参加いただ

けます。興味がある方はすまいるセンターまでお問い合わ

せください。

　８月１１日（土曜日）酷暑の中、槇塚台校区の夏祭りに

出店しました。恒例のちらし寿司２００食を朝から調理し、

夕方４時開店です。今年のちらし寿司は大きな海老が入っ

た豪華版で、あっという間に完売し、美味しかったと喜ん

でいただきました。

　次は１０月２７日（土曜日）に開催する、ハロウィンイ

ベントです。子どもから大人まで楽しめるイベントになる

よう、スタッフ一同心をこめて準備中です。

皆様のご参加をお待ちしております。

～ ケアハウスってナニ？ ～

　年を取る毎に、だんだん体は動きにくくなっていくし、

物忘れもひどくなっていくような気がする。いつまでもい

ままで通りの生活が続けられるのか、不安になることはあ

りませんか。

　ある程度元気であれば、私たちの運営する高齢者支援住

宅での生活も選択肢に入りますが、毎日介護や食事の準備

が必要になってくると難しくなります。実はこんな方向け

の住居を福祉サービスとして提供しているところがいくつ

かあります。今回はそのうち、「ケアハウス」をご紹介し

ます。

　ケアハウスは元々、「軽費老人ホーム」と呼ばれており、

比較的自立した方～中度要介護までの方で、合わせて所得

の低い方（だから軽費）向けの住居となっています。公益

法人や市町村等が運営し、食事の準備や身の回りの事はそ

の施設の職員がある程度してくれますので安心です。堺市

内には１１カ所しかなく、それほど多くはありません。よ

く似たサービスに「サービス付き高齢者住宅」や「有料老

人ホーム」などありますが、それらより居住費が低めに抑

えられているのが特徴です。

　高齢者生活支援住宅 美樹の園では、ご近所のよろず相

談所として、住まいの困りごとについて相談できる専門家

を紹介しております。ご用命の際には直接お立ち寄りいた

だくか、お電話でご相談ください。

　＜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、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。

　いつもお世話になっております。みんなのマーケットる

ぴなすです。福祉の仕組み（就労継続支援 B 型）を取り入

れた、買い物支援スーパーとして始まりました。

　地域の方々の支えにより、8 月は売り上げが厳しいと言

われる中、良い売り上げを出すことが出来ました。引き続

き、地域の方々のお役に立てるよう、精進して参りたいと

思います。

　昨年大好評でした、高倉台ハロウィンを今年も実施致し

ます！今回の目玉は（たかくら紙ひこうき選手権大会と仮

装行列）となっております。

10 月 27 日（土）　11 時～ 16 時にて実施の予定です！

　日　時：平成 30 年 12 月 15 日（土）18：00 ～

　　　　　※ お 1 人１品持ち寄り 参加費 1,000 円

　年末恒例の忘年会を開催いたします。

　毎年、皆さんこだわりのお料理やお菓子を持ち寄りいた

だいて会話も弾んでいます。平成最後の忘年会です。より

多くの皆様のご参加を、お待ちしております。

　日　　時：平成 30 年 11 月 10 日（土）9：00 ～

　集合場所：老人保健施設　美樹の園

　集合場所：現地集合

　 参 加 費：1000 円 ( 昼食、飲み物代 )

◎当日スケジュール◎

　9：00　みかん狩り

　　　　　（一人一袋　お土産付）　（老人保健施設にて）　

11：00　アステリスク　施設見学会

12：00　アステリスクにて昼食　飲み物付き

　　　　　（槇塚台レストランお弁当）

注 1）雨天の場合は、みかん狩りは平日に順延、アステリスク見学会

　　　は決行。

　４日に西日本を縦断した台風２１号（チェ－ビ－）より

被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

　ここ泉北ニュータウンにも多くの被害をもたらしまし

た。多くの街路樹は倒れ、道路を寸断、また、多くの民家

が停電、信号機も止まってしまい、交通網がマヒ、一方で

は、民家の屋根瓦や商店の看板は飛び、飛んだ瓦や看板で

住宅や車が被災しました。すまいるセンターの前にあった

大きな桜の樹も倒れてしまいました。

今回の災害を今後の教訓にしましょう！

　暦どおりに彼岸花が咲き始めました。酷暑の夏は終わり、

秋の気配がすぐそこまでやってきています。

ちょっくらわくわくまつり開催 平成３０年度　すまいるカレッジ
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　ケアハウスは元々、「軽費老人ホーム」と呼ばれており、

比較的自立した方～中度要介護までの方で、合わせて所得

の低い方（だから軽費）向けの住居となっています。公益

法人や市町村等が運営し、食事の準備や身の回りの事はそ

の施設の職員がある程度してくれますので安心です。堺市

内には１１カ所しかなく、それほど多くはありません。よ

く似たサービスに「サービス付き高齢者住宅」や「有料老

人ホーム」などありますが、それらより居住費が低めに抑

えられているのが特徴です。

　高齢者生活支援住宅 美樹の園では、ご近所のよろず相

談所として、住まいの困りごとについて相談できる専門家

を紹介しております。ご用命の際には直接お立ち寄りいた

だくか、お電話でご相談ください。

　＜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、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。

　いつもお世話になっております。みんなのマーケットる

ぴなすです。福祉の仕組み（就労継続支援 B 型）を取り入

れた、買い物支援スーパーとして始まりました。

　地域の方々の支えにより、8 月は売り上げが厳しいと言

われる中、良い売り上げを出すことが出来ました。引き続

き、地域の方々のお役に立てるよう、精進して参りたいと

思います。

　昨年大好評でした、高倉台ハロウィンを今年も実施致し

ます！今回の目玉は（たかくら紙ひこうき選手権大会と仮

装行列）となっております。

10 月 27 日（土）　11 時～ 16 時にて実施の予定です！

　日　時：平成 30 年 12 月 15 日（土）18：00 ～

　　　　　※ お 1 人１品持ち寄り 参加費 1,000 円

　年末恒例の忘年会を開催いたします。

　毎年、皆さんこだわりのお料理やお菓子を持ち寄りいた

だいて会話も弾んでいます。平成最後の忘年会です。より

多くの皆様のご参加を、お待ちしております。

　日　　時：平成 30 年 11 月 10 日（土）9：00 ～

　集合場所：老人保健施設　美樹の園

　集合場所：現地集合

　 参 加 費：1000 円 ( 昼食、飲み物代 )

◎当日スケジュール◎

　9：00　みかん狩り

　　　　　（一人一袋　お土産付）　（老人保健施設にて）　

11：00　アステリスク　施設見学会

12：00　アステリスクにて昼食　飲み物付き

　　　　　（槇塚台レストランお弁当）

注 1）雨天の場合は、みかん狩りは平日に順延、アステリスク見学会

　　　は決行。

　４日に西日本を縦断した台風２１号（チェ－ビ－）より

被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

　ここ泉北ニュータウンにも多くの被害をもたらしまし

た。多くの街路樹は倒れ、道路を寸断、また、多くの民家

が停電、信号機も止まってしまい、交通網がマヒ、一方で

は、民家の屋根瓦や商店の看板は飛び、飛んだ瓦や看板で

住宅や車が被災しました。すまいるセンターの前にあった

大きな桜の樹も倒れてしまいました。

今回の災害を今後の教訓にしましょう！

　暦どおりに彼岸花が咲き始めました。酷暑の夏は終わり、

秋の気配がすぐそこまでやってきています。

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

初心者健康麻雀教室



　　【開催日】平成３０年１１月１７日（土）

　　　　　　　※雨天の場合は翌日１８日（日）に順延

　　【時 間】１０：００～１６：００

　　【場 所】ビッグバン交流広場（泉ヶ丘駅前）

　毎年、１１月に泉ヶ丘駅前で開催されている『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。

●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１日を通してお手伝いの方には昼食代５

００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まで。

８月度：料理実習と試食と歓談

　健康運動とウォーキングが主体の本カレッジの中では、

料理実習は貴重な存在で、料理の超々ベテランの「和会」

の皆さんに今年もお世話になりました。健康づくりの前提

が食生活であることを理解・追及し、今年も楽しく、美味

しく終了しました。

９月度：大仙公園＆仁徳御陵ウォーキング

　９月のコースは参加者からのアンケートの結果、決まり

ました。三国ヶ丘駅をスタートし、大仙公園～日本庭園～

緑化センターへ。公園内のレストランで昼食後、博物館～

仁徳御陵へ。仁徳御陵ではガイドから詳しく説明を受けま

した。台風 21 号の影響で仁徳御陵をはじめ公園内の多数

の樹木が被害を受けているのには驚き、一日も早く整備さ

れ、以前の姿に戻ることを願いつつ、帰路に着きました。

　本年も講座の約７０％を消化し、残り講座は全て「ウォー

キング」となっています。

　本カレッジのモットーの「何時までも元気で活躍」を全

員で実現して行く為にも、残りの全講座に参加して頂き、

その講座を機会（火種）にし、日頃の実生活の中に反映（点

火）し、永遠の健康を掴んで頂きたいと願っています。

＜これからのすまいるカレッジの日程表＞

　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・秋晴れ＞

　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・12 月 3 日の月

曜日 10 時から行います。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・夏休み＞

　次回 11 月 18 日日曜日 13 時から写真に興味ある方た

ちが赤坂台自治会館で。会員は【農家の台所】8 月末まで

一か月の展示を。新規ご参加条件は、すまいるセンター会

員登録の上、勉強会時に千円会費。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・塗田氏。

　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、すまいるセンターで毎

月行っています。詳細はパンフレットをご覧ください。

お知らせです。10 月と 11 月は都合により、第 3 日曜日

に変更になります。
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　毎回基礎からスクールでは講義、練習を行います。です
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うぞ、お出かけください。
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栂・美木多駅前の花
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　ある程度元気であれば、私たちの運営する高齢者支援住

宅での生活も選択肢に入りますが、毎日介護や食事の準備

が必要になってくると難しくなります。実はこんな方向け

の住居を福祉サービスとして提供しているところがいくつ

かあります。今回はそのうち、「ケアハウス」をご紹介し

ます。

　ケアハウスは元々、「軽費老人ホーム」と呼ばれており、

比較的自立した方～中度要介護までの方で、合わせて所得

の低い方（だから軽費）向けの住居となっています。公益

法人や市町村等が運営し、食事の準備や身の回りの事はそ

の施設の職員がある程度してくれますので安心です。堺市

内には１１カ所しかなく、それほど多くはありません。よ

く似たサービスに「サービス付き高齢者住宅」や「有料老

人ホーム」などありますが、それらより居住費が低めに抑

えられているのが特徴です。

　高齢者生活支援住宅 美樹の園では、ご近所のよろず相

談所として、住まいの困りごとについて相談できる専門家

を紹介しております。ご用命の際には直接お立ち寄りいた

だくか、お電話でご相談ください。

　＜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、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。

　いつもお世話になっております。みんなのマーケットる

ぴなすです。福祉の仕組み（就労継続支援 B 型）を取り入

れた、買い物支援スーパーとして始まりました。

　地域の方々の支えにより、8 月は売り上げが厳しいと言

われる中、良い売り上げを出すことが出来ました。引き続

き、地域の方々のお役に立てるよう、精進して参りたいと

思います。

　昨年大好評でした、高倉台ハロウィンを今年も実施致し

ます！今回の目玉は（たかくら紙ひこうき選手権大会と仮

装行列）となっております。

10 月 27 日（土）　11 時～ 16 時にて実施の予定です！

　日　時：平成 30 年 12 月 15 日（土）18：00 ～

　　　　　※ お 1 人１品持ち寄り 参加費 1,000 円

　年末恒例の忘年会を開催いたします。

　毎年、皆さんこだわりのお料理やお菓子を持ち寄りいた

だいて会話も弾んでいます。平成最後の忘年会です。より

多くの皆様のご参加を、お待ちしております。

　日　　時：平成 30 年 11 月 10 日（土）9：00 ～

　集合場所：老人保健施設　美樹の園

　集合場所：現地集合

　 参 加 費：1000 円 ( 昼食、飲み物代 )

◎当日スケジュール◎

　9：00　みかん狩り

　　　　　（一人一袋　お土産付）　（老人保健施設にて）　

11：00　アステリスク　施設見学会

12：00　アステリスクにて昼食　飲み物付き

　　　　　（槇塚台レストランお弁当）

注 1）雨天の場合は、みかん狩りは平日に順延、アステリスク見学会

　　　は決行。

　４日に西日本を縦断した台風２１号（チェ－ビ－）より

被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

　ここ泉北ニュータウンにも多くの被害をもたらしまし

た。多くの街路樹は倒れ、道路を寸断、また、多くの民家

が停電、信号機も止まってしまい、交通網がマヒ、一方で

は、民家の屋根瓦や商店の看板は飛び、飛んだ瓦や看板で

住宅や車が被災しました。すまいるセンターの前にあった

大きな桜の樹も倒れてしまいました。

今回の災害を今後の教訓にしましょう！

　暦どおりに彼岸花が咲き始めました。酷暑の夏は終わり、

秋の気配がすぐそこまでやってきています。

すまいる花の見守り隊の活動 高齢者生活支援住宅　美樹の園

槇塚台レストラン
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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。

●ボランティア募集中
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の皆さんに今年もお世話になりました。健康づくりの前提

が食生活であることを理解・追及し、今年も楽しく、美味

しく終了しました。

９月度：大仙公園＆仁徳御陵ウォーキング

　９月のコースは参加者からのアンケートの結果、決まり

ました。三国ヶ丘駅をスタートし、大仙公園～日本庭園～

緑化センターへ。公園内のレストランで昼食後、博物館～
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　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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　すまいるセンターで、年に四回の春夏秋冬・3・6・9・
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曜日 10 時から行います。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・夏休み＞

　次回 11 月 18 日日曜日 13 時から写真に興味ある方た

ちが赤坂台自治会館で。会員は【農家の台所】8 月末まで

一か月の展示を。新規ご参加条件は、すまいるセンター会

員登録の上、勉強会時に千円会費。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・塗田氏。

　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、すまいるセンターで毎

月行っています。詳細はパンフレットをご覧ください。

お知らせです。10 月と 11 月は都合により、第 3 日曜日

に変更になります。

10 月 21 日、11 月 18 日実施です。

10 月 21 日はノルディックウォーキングピクニックです。

9 時 30 分、和泉中央駅　改札前集合。

リサイクル公園まで、秋の遠足を楽しみましょう（7 キロ）

5 月、7 月は　西区稲葉の蓮池までのウォーキング。

6 月 8 月は　西原公園を散策しました。

　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、初心者の方も、お一人でも気楽にご参加

下さい。お試しでもOK、都合のいいときだけでもOKです。

皆さんのご参加をお待ちいたしております。

　酷暑（？）猛暑（？）の７、８月　初心者健康麻雀教室

に顔なじみの皆さんが延べ、４９名も集まって下さり、あ

りがとうございます。

　初心者として麻雀ルールはなかなか覚えられませんが、

経験者の方達に聞きながら、和気あいあいと楽しく遊んで

います。点数計算も半荘後やっていますョ！

すまいるセンターへ足を運ぶ事が　初めの第一歩です。ど

うぞ、お出かけください。

　開催日は　第 1、3（木）　第 4（月）の午後 1：30 ～

4：30 です。

栂・美木多駅前の花

　暑かった夏を耐えてくれた花に感謝をしながら新しい花

に入れ替えました。駅前の工事による無機質な風景の和み

になればと、皆さん参加されました。

桃山台小学校との交流

　駅前の花壇に三年生が植えてくれたヒマワリも終わり、

今はほうき草のみが残っています、もうすぐ真っ赤に染

まった姿を見せてくれそうです。生徒らは既に来年の花の

種を蒔いてくれています、１２月には駅前に移植してくれ

るようです。

　このようにすまいる花の見守り隊は栂・美木多駅前の花

壇の花を中心に活動をしています。住みやすい地域づくり

に関心のある方は、花の知識は無くても誰でも参加いただ

けます。興味がある方はすまいるセンターまでお問い合わ

せください。

　８月１１日（土曜日）酷暑の中、槇塚台校区の夏祭りに

出店しました。恒例のちらし寿司２００食を朝から調理し、

夕方４時開店です。今年のちらし寿司は大きな海老が入っ

た豪華版で、あっという間に完売し、美味しかったと喜ん

でいただきました。

　次は１０月２７日（土曜日）に開催する、ハロウィンイ

ベントです。子どもから大人まで楽しめるイベントになる

よう、スタッフ一同心をこめて準備中です。

皆様のご参加をお待ちしております。

～ ケアハウスってナニ？ ～

　年を取る毎に、だんだん体は動きにくくなっていくし、

物忘れもひどくなっていくような気がする。いつまでもい

ままで通りの生活が続けられるのか、不安になることはあ

りませんか。

　ある程度元気であれば、私たちの運営する高齢者支援住

宅での生活も選択肢に入りますが、毎日介護や食事の準備

が必要になってくると難しくなります。実はこんな方向け

の住居を福祉サービスとして提供しているところがいくつ

かあります。今回はそのうち、「ケアハウス」をご紹介し

ます。

　ケアハウスは元々、「軽費老人ホーム」と呼ばれており、

比較的自立した方～中度要介護までの方で、合わせて所得

の低い方（だから軽費）向けの住居となっています。公益

法人や市町村等が運営し、食事の準備や身の回りの事はそ

の施設の職員がある程度してくれますので安心です。堺市

内には１１カ所しかなく、それほど多くはありません。よ

く似たサービスに「サービス付き高齢者住宅」や「有料老

人ホーム」などありますが、それらより居住費が低めに抑

えられているのが特徴です。

　高齢者生活支援住宅 美樹の園では、ご近所のよろず相

談所として、住まいの困りごとについて相談できる専門家

を紹介しております。ご用命の際には直接お立ち寄りいた

だくか、お電話でご相談ください。

　＜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、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。

　いつもお世話になっております。みんなのマーケットる

ぴなすです。福祉の仕組み（就労継続支援 B 型）を取り入

れた、買い物支援スーパーとして始まりました。

　地域の方々の支えにより、8 月は売り上げが厳しいと言

われる中、良い売り上げを出すことが出来ました。引き続

き、地域の方々のお役に立てるよう、精進して参りたいと

思います。

　昨年大好評でした、高倉台ハロウィンを今年も実施致し

ます！今回の目玉は（たかくら紙ひこうき選手権大会と仮

装行列）となっております。

10 月 27 日（土）　11 時～ 16 時にて実施の予定です！

　日　時：平成 30 年 12 月 15 日（土）18：00 ～

　　　　　※ お 1 人１品持ち寄り 参加費 1,000 円

　年末恒例の忘年会を開催いたします。

　毎年、皆さんこだわりのお料理やお菓子を持ち寄りいた

だいて会話も弾んでいます。平成最後の忘年会です。より

多くの皆様のご参加を、お待ちしております。

　日　　時：平成 30 年 11 月 10 日（土）9：00 ～

　集合場所：老人保健施設　美樹の園

　集合場所：現地集合

　 参 加 費：1000 円 ( 昼食、飲み物代 )

◎当日スケジュール◎

　9：00　みかん狩り

　　　　　（一人一袋　お土産付）　（老人保健施設にて）　

11：00　アステリスク　施設見学会

12：00　アステリスクにて昼食　飲み物付き

　　　　　（槇塚台レストランお弁当）

注 1）雨天の場合は、みかん狩りは平日に順延、アステリスク見学会

　　　は決行。

　４日に西日本を縦断した台風２１号（チェ－ビ－）より

被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

　ここ泉北ニュータウンにも多くの被害をもたらしまし

た。多くの街路樹は倒れ、道路を寸断、また、多くの民家

が停電、信号機も止まってしまい、交通網がマヒ、一方で

は、民家の屋根瓦や商店の看板は飛び、飛んだ瓦や看板で

住宅や車が被災しました。すまいるセンターの前にあった

大きな桜の樹も倒れてしまいました。

今回の災害を今後の教訓にしましょう！

　暦どおりに彼岸花が咲き始めました。酷暑の夏は終わり、

秋の気配がすぐそこまでやってきています。

高倉台ルピナス

編　集　後　記

みかん狩り＆施設見学会

すまいるセンター忘年会


