
【資料１－１】 

２０２０年度 事業報告書 

 

特定非営利活動法人 すまいるセンター 

 

Ⅰ 事業期間 

２０２０年１月１日～２０２０年１２月３１日 

 

Ⅱ 事業の成果 

【良かったこと】 

・ ＳＮＳの参加者が増えてきたこと  

（すまいるセンター154件 みんなのマーケット236件 泉北スタイル2518件）2020年度 

・ 泉北ニュータウンの空き家再生事業（御池台ＣＭ活動）がスタートしたこと 

・ すまいるセンターのホームページがリニューアルしたこと 

【反省点】 

・ コロナ禍の影響で事業が出来なかったこと 

 

Ⅲ 事業の実施状況 

１．市民を対象とした福祉及び介護に関する相談業務 

事業収入０円 事業支出０円 事業収支０円 

○事業の実施 

福祉及び介護に関する相談業務は、行政の地域包括支援センターが窓口となっており、また南区役所の委託事業の

ボランティア相談業務が無くなったことから、平成２２年３月末をもって相談業務を一時中止しています。 

○事業の成果と課題 

槇塚台・高倉台近隣センターでの取り組みで、地域包括支援センターなどと情報交換をしながら情報交換に努めな

がら総合的な地域包括ケアシステムの構築を目指します。 

 

２．趣味のセミナーやまちづくりに関する勉強会など 

事業収入１５３，３０００円  事業支出６９，５０３円  事業収支８３，７９７円 

○事業の実績 

・パソコン教室 

事業収入113,000円 事業支出56,500円 事業収支56,500円 

平日水金曜日の10時～12時の間で主に高齢者向けのパソコン教室をおこないました。 

セッション１１３ （H26年408 H27年291 H28年391 H29年259 H30年171 R2年189） 

・すまいるセミナーなど 

事業収入40,300円 事業支出13,003円 事業収支27,297円 

収入（H27年293,200円、H28年301,800円、H29年217,250円、H30年210,850円、R2年179,650円） 

“すまいるフォトサークル” “すまいるウォーキング倶楽部” “すまいるセミナー” “まちライブラリー” 

“ノルディックウォーキングスクール” “健康麻雀倶楽部”など 計３９回を開催しました 

（H25年度25回、H26年22回、H27年32回、H28年度46回、H29年度62回、H30年61回、R2年90回） 
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●“すまいるフォトサークル”【すまいるフォト】と【あかさか写楽】など 

①すまいるフォト 

主任講師・久家雅彦氏、 

講師・大沢氏・吉本氏・鹿児島氏・安積氏・塗田氏 

講師陣の教材作成日ならびに参加延べ人数 

年間計16回教材作成のため担当講師陣の撮影と勉強会およびメール講評会。

(1/4,1/18,1/25,2/1,2/8,2/15,3/7,3/21,4/4,4/18,4/25,6/20,6/28,7/4, 

7/11,8/1, 10月以降はメールでの講評を兼ねて11/21座学などでの活動) 

延べ講師参加者数30名。(メール添付で講評会演習を次年度に向けて実地中) 

◎座学講座日ならびに延べ人数 

8/31すまいるセンターとコロナ対策で集合座学は一回でした。参加者8名 

②あかさか写楽 

会長・志摩拓郎氏、事務局長・海野正孝氏、講師・久家氏・塗田氏 

(講師陣の教材作成日ならびに参加延べ人数は上記すまいるフォトに重複) 

◎座学講座日ならびに延べ人数 

{3月/座学, 7月/座学, 8月/座学}の三講座はコロナ対策で休講としました。 

なお恒例 7/19から8/23一杯赤坂台【農家の台所】で写真作品の展示会開催,  11月座学も休講。計・春

夏秋冬4回の赤坂台自治会館での座学は一年間を通して休講となりました。なお写真展示会1回で延べ見

学・参加者約50名 

○事業の成果と課題 

過去9年間あまり写真全般についての勉強会で自由作品づくりの技能を磨きましたが。コロナ対策で

集っての座学開催は困難で一回の座学と、赤坂台での写真展を除き、多くの活動が延期となりました。 

新年度はA案・メール双方向での交信によっての作品添削講評勉強会や、 

B案・作品をスマートレター往復郵送提出による添削を併用しながら『楽しい作品づくり』段階に進

んでまいりたいと考えています。 

活動の基本形は春夏秋冬の季節をベースとしています。順次コロナ対策の動きを観察しながら、個別

案内をさせていただき活動を継続してまいります。 

今後より一層、参加者のみなさまで作り上げる写真講座をよろしくご支援ください。新規ご参加歓迎

です。 

 

●“すまいるウォーキング倶楽部 ” 

① 07/07 泉北ＮＴ（泉が丘地区）公園巡り  １２名 

② 09/15 泉北ＮＴ栂・美木多地区クリーンアップウォーク １５名 

③ 10/13 光明池地区＆地元探索    １９名 

④ 11/10 天野街道ウォーキング    １８名 

⑤ 第5回目（12/8予定・中止）以降、コロナ感染状況の収束までは、活動の自粛決定。 

 

○事業の成果と課題 

 コロナ禍の影響で、本倶楽部の企画運営方法についての全員での議論と企画が出来ないまま、取り敢え

ずは仮の世話役での企画で、3ヵ月遅れでの行事をスタートしました。 

「いつまでも健康で活躍を!!」と言う、シニアの皆さんのニーズと、すまいるセンターとのニーズは一致 
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していて、過去のすまいるカレッジの趣旨とは変わっていませんが、「講座方式」から「倶楽部制」とし、

全員参加型の企画運営と行事方式での活動を目指しています。 

        「好き事」に没頭出来る環境こそ、心身の活性化には最速で最高に楽しい状態ではないでしょうか、

本年度は残念ながら 4 回の行事のみとなってしまいましたが、部員の皆様のニーズも見えつつあります

ので、コロナの収束が見られた段階で、あるべき姿を目指し、会員のより積極的な参加で「共に楽しむ」

倶楽部にバージョンアップし乍ら、２年目に向かいたいと思っています。 

 

●すまいるセミナー 

コロナ禍の影響で開催出来ず 

 

●まちライブラリー 

〇事業の状況 

 すまいるセンターに定期的に集まり、オススメ本の紹介や情報交換をした後、本の寄贈(植本)をしてい

ましたが、ウィズコロナの時代においては、不定期の開催も難しい状況になりました。 

〇事業報告 

・魅力的なブックカフェにする為に、読みたい本を気軽に取りやすいように、レイアウトを工夫しました。 

・本棚を整理して、皆様に寄贈していただいた本を有効に活用する為に、古本市を開催して、４，１００

円の売り上げがありました。これからも半年に１回程度やっていきたいと思います。 

〇事業提案 

 ホ―ムステイの時間が増えて、本を読む機会が増えていることから、すまいるセンターのホ―ムページ

に本の紹介コ―ナ―を新設して、ブックカフェの裾野を広げていくことを提案します。 

 

●ノルディックウォーキングスクール 

① 1月12日  庭代公園～御池台公園                    12名 

②  2月  9日  西原公園～天高大神稲荷～荒山公園梅林～西原公園      12名 

③  3月15日  和泉中央駅～包近梅林～久米田池              21名 

④  4月12日  （春の遠足万代池公園の桜 予定）           中止 

⑤  5月17日  （赤坂台公園～新桧尾台公園のツツジ 予定）      中止 

⑥  6月14日  西原公園～原山台～庭代台公園 あじさい                6名 

⑦  7月12日  西原公園～西区稲葉蓮池                              7名 

⑧  8月  9日  和泉中央～和泉リサイクル公園 ひまわり            10名 

⑨  9月13日  西原公園～天高大神稲荷～荒山公園蓮池～西原公園     12名 

⑩ 10月18日 秋の遠足 和泉中央～和泉リサイクル公園 コスモス     18名 

⑪ 11月 8日 大森～赤坂台～新桧尾台 メタセコイア            13名 

⑫ 12月22日 冬の遠足 西原公園～原山台～庭代台～御池台～          16名 

 

○事業の成果と課題 

５年目に入った「ノルディックウォーキングスクール」。 

参加者の方の技術のや体力の向上、参加者相互の親睦、新しい参加者、すまいる会員の増加フランス

国営テレビの密着取材など順調に開催できていた事業に COVID-19 感染症という思いもよらない事態が

発生しました。本事業も非常事態宣言発令下の4月、5月は中止せざるを得なくなりました。 
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行きたいところに行けない。会いたい人に会えない。そんな毎日が続きます。 

自粛生活で一番心配なのは運動不足です。一度落ちた筋肉や骨密度は中々元に戻りません。 

サルコペニア・フレイルになってしまうのを一番憂慮します。 

広々とした公園に緑道が整備された泉北ニュータウンの恵まれた環境を最大限に生かし、感染予防に

最大限注意を払いながら、今後も可能な範囲で毎月事業を行う予定です。 

１１月より初めて参加される方に基礎からノルディックウォーキングを正しく学んで頂くために実

施当日 朝8時～10時「初めての方練習会」を始めました。 

令和3年もすまいるセンターのスタッフの皆さんや堺市鍼灸師会の会員、大阪市在住の講師の方々な

ど多くの方々のお世話になりながら可能な限りクールを実施したいと思っています。 

 

●すまいる健康麻雀（初心者用） 

① 1月 3回 場所決め・親決め ゲーム ２４名 

② 2月 3回 場所決め・親決め ゲーム ２８名 

③ 3月 ～ ９月  新型コロナウイルス感染症拡大の為休会 

④ 10月 ２回 場所決め・親決め ゲーム １０名 見学者 2名 

        ⑤ 11月 3回 場所決め・親決め ゲーム １２名  見学者 ２名 

延べ参加人数 ７８名 

 

○事業の成果と課題 

会員からの要望で初心者向けに第一・第三木曜日（午後1：30～4:30）に健康麻雀教室を始めて３

年が過ぎました。第四水曜日も開いていました。  

会員相互の親睦と健康維持が第一の目的なので、少しでも参加者が増えるようにと願っておりまし

たが、予期せぬ邪魔者が世界を牛耳るがごとく日常を変えてしまい、三密を防ぐ意味でも、麻雀は続

けられないようになりました。 

点数表を見比べながらもやっと点数計算が理解出来つつありましたのに、とても残念です。 

一度 休会にしたのに１０月１５日から再開したのは、まだですかとのお声が２、３聞かれたからで

す。でも 寒い冬に換気と暖房を考えたときに続けるのは無理だと感じ、１２月からは様子を見るこ

とにしました。 

大阪府も危機を避けるための自粛を伝えています。 

安心して麻雀を楽しめる日が来る迄、健康に留意して待ちましょう。  

その時には 多くの会員皆様のご参加をお待ちいたします。 

 

３、必要な調査研究、情報の収集及び提供事業 

事業収入０円 事業支出０円 事業収支０円 

○事業の実績 下記の事業に参加・協力をおこないました。 

 

01/09 御池台ＣＭ推進会議 

01/14 槇塚台モデル事業運営会議 

01/19 １月度定例会 

01/20 梶岡さん（広島県）ルピナス視察 

01/22 桃山台校区まちづくり協議会 

01/27 泉北リノベーション協議会 

01/30 みどりのつどい実行委員会① 

01/31 桃山台校区まちづくり協議会 植樹 



 

 

02/01 さかい市民ネットシンポジウム 

02/11 高倉台フェスティバル 

02/13 みどりのつどい実行委員会② 

02/16 第１７回 総会 

02/21 市大森先生 福祉転用セミナー① 

02/22 市大森先生 福祉転用セミナー② 

03/02 泉北のみどりを守る会 

03/04 泉北リノベーション協議会 

03/10 槇塚台モデル事業運営会議 

03/12 みどりのつどい実行委員会③ 

03/19 ３月度定例会 

04/06 泉北のみどりを守る会 

04/16 ４月度定例会 

05/07 泉北リノベーション協議会 

05/18 泉北のみどりを守る会 

05/27 まち美化プログラム 

06/01 泉北リノベーション協議会 

06/08 泉北のみどりを守る会 

06/24 まち美化プログラム 

06/29 桃山台校区まちづくり協議会 

07/13 泉北のみどりを守る会 

07/16 ７月度定例会 

07/18 御池台ＣＳ住宅説明会 

07/29 まち美化プログラム 

08/03 泉北のみどりを守る会 
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08/04 泉北リノベーション協議会 

08/20 ８月度定例会 

08/26 まち美化プログラム 

08/27 早稲田大学ワークショップ 

09/07 泉北のみどりを守る会 

09/08 槇塚台モデル事業運営会議 

09/11 早稲田大学ワークショップ発表会 

09/17 ９月度定例会 

09/24 泉北リノベーション協議会 

09/26 御池台ＣＳ住宅相談会 

09/30 まち美化プログラム 

10/05 泉北のみどりを守る会 

10/13 大阪府住宅供給公社槇塚台視察 

10/15 １０月度定例会 

10/27 泉北リノベーション協議会 

11/04 御池台ＣＳ住宅推進会議 

11/07 御池台リビングラボ 

11/09 泉北のみどりを守る会 

11/10 槇塚台モデル事業運営会議 

11/13 共同通信社槇塚視察 

11/19 １１月度定例会 

12/05 御池台リビングラボ 

12/07 泉北のみどりを守る会 

12/17 １２月度定例会 

12/18 市大森先生 ＣＳ住宅シンポジウム 

 

○本年度参加及び協力した事業一覧 

※下記①②③はコロナ禍の影響で中止 

①   光明池まつりへの参加          （光明池まつり実行委員会・美木多校区まちづくり協議会） 

②  ちょっくらわくわくまつりへの参加    （ちょくらわくわくまつり実行委員会） 

③  みどりのつどいへの参加         （みどりのつどい実行委員会） 

④  堺市まち美化プログラムの実施      （堺市南区との協同） 

⑤  槇塚台モデル事業運営会議        （国土交通省モデル事業） 

⑥   桃山台校区まちづくり協議会       （堺市地域まちづくり支援事業） 
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⑦  高倉台モデル事業            （堺市公募提案型協働推進事業） 

⑧  泉北ＮＴリノベーション協議会      （堺市ニュータウン地域再生室） 

⑨  御池台空き家再生プロジェクト      （大阪市立大学 御池台自治連合会） 

⑩  一般財団法人泉北のみどりを守る会    （泉北コミュニティ） 

 

○事業の成果と課題 

昨年にひき続き、行政や各種団体の方々と様々な事業や調査研究を行なうことができました。皆様のおかげを持ち

まして、多彩な事業を実施することが出来ました。泉北ニュータウンの空き家活用を活性化させる取組では、大阪

市立大学と堺市と地元自治会と連携して、ＣＳ付住宅（コミュニティスペース）を活用した御池台で空き家の転用

モデルを大阪市立大学の実験モデル リビングラボとしての活用がスタートしました。また、泉北コミュニティが

主催する一般財団法人 泉北のみどりを守る会の事務局運営を担うこととなりました。今後とも泉北ニュータウン

の活性化となるような事業に取り組んで参ります。 

 

４、会報及び出版物の発行 

事業収入０円 事業支出７６，８００円 事業収支△７６，８００円 

 

○事業の実績 

会員向けの会報｢すまいる通信｣を１月・４月・７月・１０月と発行しました。 

毎月会員向けに各種団体のイベント案内やセミナーの案内を配信しました。 

ホームページやメーリングリストを配信して、会員向けに情報の発信をおこないました。 

 印刷を白黒からカラー印刷にしましたので大変見やすくなりました 

○事業の成果と課題 

すまいるセンターのホームページをリニューアルしました。スッキリと見やすくなりました。 

すまいる通信をカラー印刷に変更しましたので、ずいぶんと見やすくなりました。また送付方法を郵送を辞めて

メール配信に変更したのですが、まだまだメール配信が浸透しておりませんので今後再検討して参ります。 

 

５、 地域交流促進として行なう喫茶コーナーの設置（売上明細は別紙） 

①喫茶コーナーの実績 

月曜～土曜日（日・祝を除く）の朝８時～１６時まで喫茶コーナーの運営を行ないました。 

事業収入 ４８２,６０５円（H27年622,570、H28年732,207、H29年684,130、H30年671,510、R2年634,941） 

事業支出 １００,８７３円（人件費は除く） 

事業収支 ３８１,７３２円 

 

②販売コーナーの実績 

参加団体の手作りの商品や障害者の方が作った煎餅、市民菜園で採れた野菜の販売などを行いました。 

事業収入 ６６,４８０円（H27年193,570、H28年366,922、 H29年114,308、H30年139,440、R2年99,080） 

事業支出 ５５，７５０円 

事業収支 １０，７３０円 
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③印刷機 

地域の活動団体向けに印刷機を活用した、活動支援を行いました。 

事業収入  １４,６５７円（H27年66,159、H28年84,830、H29年65,751、H30年31,429、R2年34,964） 

事業支出 １１６,６８８円（リース費 17,895円／月 複合機＆輪転機） 

事業収支 △１０２,０３１円 

   

  ④レンタルルーム 

   すまいるセンターのスペースを会議やセミナーなどに有料で利用出来るようになりました 

   会員さんは１時間５００円で会員以外のかたは１時間１，０００円となっております 

事業収入 １５０,０００円（R2年233,400円） 

事業支出   ４，０００円 

事業収支 １４６,０００円 

 

○事業の成果と課題 

コロナ禍の影響で、喫茶コーナーと販売コーナーの売り上げが落ち込みました。 

輪転機の利用者が減ってきたので輪転機の利用を廃止し印刷機のみとしました。 

 

６、住環境整備のための事業 

①事業名：泉北ほっとけないネットワーク 

国土交通省「高齢者住居等安定化推進事業」 

事業予算：１３，０００，０００円   

協力団体：大阪市立大学、大阪府立大学、大阪物療大学、帝塚山学院大学、プール学院大学、 

槇塚台校区連合自治会、ＮＰＯ法人槙塚台助け合いネットワーク、ＮＰＯ法人ＡＳＵの会 

大阪府住宅まちづくり部、堺市ニュータウン地域再生室、堺市高齢施策課 

（社福）美木多園、愛のケア工房はるかなど 

○事業の成果と課題 

コロナ禍の影響で視察の受け入れはほとんどありませんでした。 

 

01/20 梶岡さん（広島県）視察 2名 

02/21 市大森先生福祉転用セミナー 講師依頼 

02/22 市大森先生ＣＳ付住宅シンポジウム 講師依頼 

10/02 大阪市立大学 森ゼミ視察 10名 

10/13 大阪府住宅供給公社 視察 5名 

11/13 共同通信社 取材 1名 

12/18 市大森先生シンポジウム 講師依頼  

 

②事業名：泉北ＮＴリノベーション協議会 

堺市ニュータウン地域再生室 

実施場所 ： 泉北ニュータウン周辺 

事業予算：０円（参画のみで別会計） 

協力団体：大阪市立大学、大阪府不動産コンサルティング協会など 
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○事業の成果と課題 

コロナ禍の影響で空き家の見学ツアーは中止、御池台の活動もなかなか進みませんでした。 

事業の対象者： 正会員、地域の方  

 

７、安全安心に関する事業 

① 桃小キッズメールサービス 

事業予算：０円 

桃小キッズメールサービスは、桃山台小学校ＰＴＡが主体となり、ＮＰＯ法人すまいるセンターは単なる情報

配信提供協力者として、ＷＥＢ上の管理権限者のみの協力となりました。現在小学校内のインフルエンザでの

学級閉鎖などの情報配信を保護者向けに行っております。 

 

②桃山台校区まちづくり協議会への参画 

事業予算：０円（桃山台校区まちづくり協議会で別会計） 

堺市地域まちづくり支援事業の桃山台校区版として、ＮＰＯ法人すまいるセンターも参画しており、桃山台

小学校で防災セミナーと子どもから高齢者までが参加出来るウクレレ音楽隊の活動を開催しました。ウクレ

レ音楽隊では地域の様々なイベントに参加しました。また、西原公園の桜が老朽化していることから、桃山

台小学校の児童と協力して、公園近くに桜の植樹をおこないました。また、緑道を活用した緑道健康倶楽部

が発足し緑道を使ってランニングやウォーキングの勉強会を開催しました。 

 

③栂美木多駅前環境美化活動 

 事業予算：０円 

この事業は花を通して、子供を主体とした住みよい「まちづくり」を目標にしています。 

      子供たちには花を育てることで生命の尊さを知ってもらい、また、地域の方々と協力して 

栂・美木多駅前の花壇に季節の花を植えて駅前の美化に協力をしています。 

桃山台小学校3年生の、種から花を育てる授業の見守りも大切な活動とし行っています。 

①  1/08 すまいるセンター ミーティング  ５名 

② 02/19 すまいるセンター ミーティング  ８名 

③ 03/04 すまいるセンター ミーティング  ８名 

        

新型コロナの非常事態宣言があり一時活動を制限した 

1）桃山台小学校の生徒との交流を今年度中止に 

2）花の見守り隊の活動は４月から 

       

④ 07/01 すまいるセンター ミーティング  ７名 

⑤ 07/15 栂・美木多駅前 水遣り 草抜き  ４名 

⑥ 08/05 すまいるセンター ミーティング  ７名 

⑦ 09/02 栂・美木多駅前 花の撤去と施肥  ７名 

⑧ 09/04 栂・美木多駅前 花の植付     ８名 

⑨ 10/07 すまいるセンター ミーティング  ９名 

⑩ 11/04 すまいるセンター ミーティング  ７名 
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⑪ 12/02 栂・美木多駅前 花の撤去と施肥 １０名 

⑫ 12/04 栂・美木多駅前 花の植付    １３名 

延べ参加人数 ９３名 

 

〇事業の成果と課題 

1）駅前の整備工事による花壇の廃止 

工事がいつから始まるのか、どの様な形になるのか不明の為予測が立たない。 

2）メンバーの高齢化 

       ９月にメンバーのお一人が高齢を理由に辞められており体制の維持も課題になってきた。 

課題は重いが桃山台小学校の生徒との交流は続けて行きたい。 

 

８、コミュニティセンターなどの建物管理や運営に関する事業 

①事務局ビルの建物管理の委託 

事業予算：３,６００,０００円 

すまいるセンターが事務所を構えるビルの建物管理を受託、賃料や共益費の徴収、清掃業務、簡易的な修繕業

務、花壇の環境美化などおこないました。 

 

９、障害者の自立支援に関する事業 

①障がい者団体の授産製品販売支援 

事業予算：０円 

実施場所：すまいるセンター喫茶コーナー、高倉台みんなのマーケット 

事業概要： 授産製品の販売支援をおこないました。 

依頼施設：せんぼく障がい者作業所など 

 

②ちょっくらわくわくまつり実行委員会 

実施場所  ： ビックバン前広場 

事業予算：０円（ちょっくらわくわくまつり実行委員会で別会計） 

事業概要：大阪府社会福祉協議会の主催による“共に生きる障害者展”（ビックアイにて開催） 

協働しながら障がい者理解の促進や授産製品販売支援のイベントを開催予定でしたが、コロナ禍の影響で中止 

 

③ 高倉台モデル事業 

事業予算：０円（Ｈ２９年度から社会福祉法人ライフサポートセンターに移管） 

実施場所：高倉台近隣センター 

協力団体：（社福）ライフサポート協会、堺市市場連合会、高倉台校区福祉委員会 

堺市健康福祉総務課、堺市社会福祉協議会、地域包括センター 

事業概要： 休止中のミニスーパーを障がい者団体さん等と連携し復活させました。地域と連携しながら総

合的な地域包括ケアシステムの拠点となるよう展開してまいります。 

○事業の成果と課題 

コロナ禍の影響で子どもたちに人気のイースター＆ハロウィンが中止 
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Ⅳ 事業全体の評価と成果 

 

２０２０年度 正会員数１６２名 （H27年179名、H28年195名、H29年187名、H30年181名、R2年167名） 

皆さまのご協力のおかげを持ちまして、すまいるセンターも設立から１８年目を迎えることとなりました。

これも皆様のご尽力のお陰と感謝しております。 

本年度はコロナ禍の影響で、すまいるセンターの事業でも、みどりのつどい・光明池まつり・ちょっくら

わくわくまつり・槇塚台レストランの営業自粛・健康マージャン・ウォーキングクラブ等の中止や延期など、

残念ながらこの一年間ほとんど事業が開催出来ませんでした。 

その一方で、このコロナ禍の中においてリモートワークによる新しい仕事の仕方や、都心や人混みを避け

て郊外で暮らす新しい暮らし方など、いままでの利便性を重視してきた生活への価値観が変わってきている

ように思います。そんな中で、大阪府・堺市・大阪市立大学とＮＰＯ法人すまいるセンター等が協同で調査

研究を始めている。“コロナ禍における新しい郊外型住宅地での暮らし方”と題しての、槇塚台の大阪府営住

宅の空き家を若い世代向けに改修するプランの提案や、御池台の空き家をコミュニティスペース付きの住宅

として活用するプランの提案は、今後の泉北ニュータウンでの少子高齢化に少しでも明るい未来を期待させ

るものと確信しております。 

今後も皆さんのご協力を得ながら行政・大学・地元企業等と連携し、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ご指導を賜りますよう宜しくお

願い申し上げます。 

 


