佐竹台まちづくりネットワーク

「部活動」部員募集！

「まちねっとの部活動」のお問合せ・
教室やイベント開催のご相談は
こちらのメールまでご連絡ください。
✉ satakedai.s.p@gmail.com

まちネット通信

→
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「このまちで育ってよかった」「このまちに住んでよかった」と思ってもらえるまちに…

子どもたちが健やかに育つ町、大人も高齢者も心地よく安心して暮らせる町、そんな佐竹台を次世代に繋ぐには･･･
との思いからまちづくりネットワークではみなさんのお力を貸していただきたいと思っています。
動員ではなく、やらなければいけないことは、みんなで少しずつ負担をして楽しく取組む、子どもも大人もやってみたいことは地域
が応援して実現する、そんなまちが作れたら良いなと思っています。
まちづくりネットワークは「まちネット研究会」をつくりました。
まずはみんなで学ぼう！ということで、今回はPTAをみんなが関わる楽しい組織に変えた原田さんをお迎えして楽しく学びたいと
思います。参加希望の方はGoogleフォームからお申込みください。

親子で学ぶ時間っていいですね。

まちネット研究会vol.1

「やってみよう！みんなの学校応援団」から学ぶPTA
日時：2月13日（土）10時00分～12時
参加費：無料
定員：70名
対 象：佐竹台小学校区在住者優先
申込み：Googleフォームで受け付け
問合せ：satakedai.s.p@gmail.com まで
締 切：前日まで（満席になり次第受付終了）

オンライン開催
申込みフォーム→

※参加者には後日URLの
ご案内をいたします。

講師プロフィール 原田 禎夫（はらだ さだお）さん
大阪商業大学公共学部 准教授 特定非営利活動法人プロジェクト保津川代表理事
2018・2019年に亀岡市立安詳小学校PTA会長を務める。ついたあだ名は「はらっち」。LINE公式を導入してプリント全廃、クラウド会計シ
ステムも導入して楽々に。みんなが楽しく参加できるボランティア制に移行、夏休みの学校清掃はなんと500人の保護者が参加！

ジョブ カフェ

Job café

Vol.18

パイロットという仕事
講師：河村 洋朗（かわむら ひろあき）さん

報告

プログラ道

進行もバッチリ！

この日の教室のために、Mくんはスライドや配布資料を準備してくれました。
わかりやすい説明とやさしく丁寧な教え方は参加者のみなさんにもとても好評で、
「難しかったけど楽しかった！」「また参加したい！」などの意見をいただきました。
このような教室やイベントをやってみたい！という方は青少年対策委員会までご相談ください。

オンライン開催
※参加者には後日URLの
ご案内をいたします。

日時：2月21日（日）15時30分～17時頃
参加費：無料
定員：20名（予定）
対 象：佐竹台小学校区在住の小中学生と保護者
申込み：Googleフォームで受け付け
問合せ：satakedai.s.p@gmail.com まで
締 切：前日まで（満席になり次第受付終了）

今日の先生は小学４年生！

Nice scene
ストロングアローさん（野球チーム）の皆さんが、

申込みフォーム→

菩提池の掃除をされていました。
その様子を見ていた方が送ってくださった写真です。
子どもたちの頑張りを伝えることって大切ですね。
ストロングアローの皆さん、ありがとうございました。

講師プロフィール 河村 洋朗（かわむら ひろあき）さん
2001年より、国内航空会社にて勤務。国内・国際線パイロットとして、月約20日間フライトしている。
1999年 大阪市立大学 工学部卒業。メーカー(研究職)への就職を考えていたが、恩師との出会いにインスピレーションを得て進路変更し、
パイロットを目指す。独立行政法人航空大学校を卒業後、現在勤務する航空会社に入社。出身地は吹田市山田西。
現在は、休日に我が子と一緒に海やキャンプ場で遊ぶのが楽しみな、二児の小学生の父親でもある。

まちネット「おとなこども部」の公式LINEができました
未来をつくる子どもたちのために楽しい経験をさせてあげたい！まちづくりに参加したい！ボランティアをしたいという方、ぜひご登録ください。
タイムリーな情報をお届けいたします。

公式LINE登録はこちら
※個人情報の登録は必要ありません

子どもたちに思い出になる体験を一緒につくりませんか？

年の瀬の佐竹公園で

配布のお知らせ

「まちネット通信」は佐竹台市民ホール・さたけん家にて配布しています。

「IT（スマホ・PC）なんでも相談タイム」
日 時：2月1日（月）・19日（金）14時～16時
場 所：さたけん家 参加費：無料
講 師：池上透さん
対 象：佐竹台小学校区在住の方
申込み：不要。15時までにお越し下さい。

先日は、LINEのビデオ
通話の練習をしました。
外で会えない時に
ぜひご活用ください。

原則毎月第1月曜日と第3金曜日に開催
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スマホを楽しく使いこなして
みませんか？お気軽にお越し
下さい。
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座ってできる体操と健康相談

齢
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時：2月18日（木）
14時～16時
場 所：さたけん家
参加費：無料
※健康科学士のアドバイスが受けられます。

日 時：2月16日（火）13時から適宜
場 所：さたけん家
参加費：無料
申込み：不要 直接お越しください

「冬のハンドケア」/メナード化粧品さん
冬のハンドケアはメナード化粧品さんの
ご都合で2月は中止とさせていただきます。

・
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地域包括センターさんの出張相談

写経カフェ

コロナ禍で心細い方
もいらっしゃるのでは
ないでしょうか？
一人で悩まないで
相談してみましょう。

こんな時は･･･

毎月第3火曜日13時から
「地域包括センター」とは、介護や高齢者福祉の総合相談
窓口です。窓口まで行くのはちょっと･･･と悩んでいる方、
月に１回の「さたけん家出張相談」にお越しください。
お急ぎの方は、佐竹台2-3-1特別養護老人ホーム青藍荘内
「佐竹台・高野台地域包括センター」へ☎06-6871-2203
「介護サービスを受けたいけれど、どんな手続きが必要なの？」
「親の物忘れが気になりはじめたけど、どうしたらいいの？」
「親が入院中。一人暮らしなので、退院後の生活が心配。」
など、暮らしのお困りごとを相談できます。

ほっこりカフェ
緑茶を飲みにきてください。
日 時：毎週火曜日
お茶菓子を用意して
場 所：さたけん家
お待ちしております。
参加費：無料
申込み：不要 直接お越しください

日 時：2月6日（土）14時～16時
場 所：さたけん家
参加費：無料（ドリンク・お菓子は実費）
申込み：不要 直接お越しください

100歳体操・スマイル体操・はつらつ体操

コミュニティ活動

・佐竹台市民ホール 毎週火曜日14時～ ※ただいまお休み中です
・府営第1集会所 毎週金曜日10時～
※通常通り実施しています
・府営第2集会所 毎週日曜日15時～
※通常通り実施しています
・OPH集会所 毎週水曜日13時30分～
※ただいまお休み中です

ど

花楽・花育体験教室

な

日 時：2月13日（土）14～16時
場 所：さたけん家
参加費：1,000円※見学は無料
申込み：石田先生 090-1967-1233
✉ junko-ishi@ezweb.ne.jp
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主催：佐竹台地区青少年対策委員会

こども食堂

男のそば打ち教室
男のそば打ち教室は2月は中止と
させていただきます。
ご了承ください。
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ママのためのヨガ＆ベビーマッサージ教室

向

日 時：2月26日（金）14時半～16時
場 所：おひさまルーム
参加費：1,000円
申込み：「プメ・ハナ」堀本美子・阿部奈緒美
申込み：☎090-2194-8759 ✉ ckfmt508@yahoo.co.jp（阿部）

け

2月27日（土）11時～13時頃
場所はさたけん家にて運営しています。
どなたでもご利用いただけます。

中学生以下は100円！

いつもありがとうございます！
学習支援、子ども食堂などで
使わせていただいています！
食べきれない食材などありましたら
「さたけん家」にご寄付ください！

大人はカレーランチ＋ドリンク＝500円

【お問合せ先】
☎090-3475-1638（中内）

日時：2月15日（月）10～15時
（偶数月開催）
「さくらのしるし」さんが、地域の猫
の繁殖を防ぐため、去勢費用を捻出す
るためのバザーを開催します。
ボランティア活動をされている皆さん
をぜひ応援してください。お立ち寄り
お待ちしています。

コミュニティビジネス

姿勢教室
日 時：2月16日（火）説明会
14時30分～16時
場 所：おひさまルーム 参加費：無料
申込み：山根 順子・上野 和子（健康科学士）
✉ chiroru.tsuku2@gmail.com（山根）

原則毎月第４土曜日 さたけん家にて

さくらのしるし
ふれあいバザー♪

食材のご寄付💗

※主催：OPHそば同好会

「まちの保健室」のご案内
毎月第3水曜日に開催しております
「まちの保健室」は2月はお休みとさ
せていただきます。ご了承ください。
【問い合わせ先】
公益社団法人
大阪府看護協会
地域包括ケア事業部
☎06-6964-5000

おひさまひろば（主催青少年対策委員会）
毎週木曜日の14時30分～16時30分におひさまルーム（プレミスト南千里）
で行っています「おひさまひろば」は2月はお休みとさせていただきます。
3月以降に関しましてはあらためてご案内させていただきます。

2月27日(土) ※なくなり次第終了です

北摂手作りの会作品販売

グーチョキパン屋さんの販売

□ lapis *
アクセサリー

国産小麦・天然酵母・国産バターのパン。
※おすすめのパンが届きます。
ぜひご賞味ください！

□ 癒し作家Wako❤︎Wakko
リボン雑貨

場所：さたけん家

場所：さたけん家

□ & Rose
プリザーブドフラワー、ハーバリウム、
サンドアート

コミュ力をはぐくむ子ども英会話教室

「スマイルキッズイングリッシュ」
引っ込み思案な子、コミュニケーションが苦手な子も、英語をツールに心理学を応用した指導と丁寧な関わりで、成長をサポート。

日時：火・水・木曜日：グループレッスン、プライベートレッスン 16時10分～、17時00分～、18時00分～
場所：さたけん家
お問合せ・お申込み：難波田 展子先生へ
月謝： 5000円～
入会金：5000円
smilekidsenglish333@gmail.com 090-9213-6586

さたけん家のお休み 定休日：水曜日・日曜日・2月は11日と23日の祝日もお休みです。

さたけん家HP

