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「カフェレードル」はパンケーキと自家焙煎珈琲が看板
のお店。パンケーキの生地は米油で焼くことでマイルド
な口当たりに。生クリームやアイスがのった「カスタード
パンケーキ」は、自家製キャラメルソースのほろ苦さが絶
妙で後引くおいしさです。前職では珈琲の焙煎職人を
されていたというご主人。自家焙煎珈琲は「誰もが気軽
に飲んでおいしいと感じられるものを」という思いを込
めたオリジナルブレンドをはじめ６種類用意
されています。店内には漫画の棚もあり、「お
ひとり様もゆっくり過ごしてほしい」というご
夫婦の思いが表れています。隠れた人気の
チーズケーキも濃厚でおすすめ！

パンケーキのように、
ふんわり心地いいカフェ

写真右：カスタードパンケーキ850円（ドリンクセットは1,230円）
写真左：ソーセージとスクランブルエッグ1,120円（サラダ・スープ付き）※税込

管 理 セ ン タ ー

夜間・休日「緊急連絡センター」 ☎・FAX 06-6203-6000

〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-21 藤浪ビル2階
サービス課（駐車場・退去・各種申請・相談関係）
施設課（修繕関係）

北浜管理センター

〒560-0082 豊中市新千里東町1-1-5 大阪モノレール千里中央ビル4階
管理課（駐車場・退去・相談関係）　　　　　　　　　　　
入居サービス課（各種申請・届出）
　　　　　　　（家賃関係）
施設課（修繕関係）　　　　　　　　　　　　　　

千里管理センター

〒590-0115 堺市南区茶山台1-2-1 泉ヶ丘センタービル2階
管理課（駐車場・退去・相談関係）　　　　　　　　　　　
入居サービス課（各種申請・届出）
　　　　　　　（家賃関係）
施設課（修繕関係）

···················· ☎06-7669-9110
···························································· ☎06-7669-9111

········································· ☎06-6833-6314
······································· ☎06-6833-6942

···············································☎06-6833-6929
····························································☎06-6833-6351

········································ ☎072-343-5560
·······································  ☎072-343-5561

··············································· ☎072-343-5562
···························································· ☎072-343-5563

泉北ニュータウン管理センター

大阪市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、
門真市、大東市、東大阪市、八尾市、堺市（南区除く）、
高石市、泉大津市、岸和田市、貝塚市、熊取町

池田市、箕面市、豊中市、吹田市、茨木市、
高槻市、島本町

堺市南区（泉北ニュータウン）、河内長野市

営業時間 ： 9：00～17：45（月～土） ※休業日 ： 日曜・祝日・年末年始

担当区域

担当区域

担当区域

夜間･休日に断水・浸水・火災等の緊急を要する事故が発生した時は、緊急連絡センターへご連絡ください。

発行／大阪府住宅供給公社　企画課 企画・広報グループ
　　　〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目3番21号 ☎06-6203-5450　 公社ホームページはこちら→ 2021年4月発行

公社賃貸住宅にお住まいのみなさまと公社をつなぐ

Photo：特集「シェアサイクルで街ブラ！」より　仁徳天皇陵の周遊路（堺市）
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公社賃貸住宅の愛称が誕生しました。
気軽に「スマリオ」と呼んでくださいね。

住まい
×

笑顔のくらし

広報誌

Vol.7
2021.Spring

茨木市春日1-1-24
（JR茨木駅西口から北へ徒歩５分）
072-631-8787
10:00～22:00(日・祝は18:00まで) 
※自治体の時短要請などに準ずる
水曜日
なし

住 所

電 話
営業時間

定 休 日
駐 車 場

カフェレードル

郡山団地方面行きの
バス停の近くです

https://www.instagram.com/cafeladle/

仲良しご夫婦で切り盛りさ
れています。お店の雰囲気も
よく、パンケーキもおいしくて
素敵です！

推薦者 K・Kさん

添付の返信用はがきに好きな理由やエピソードなどもご記入の上、ご応募ください。
採用された方にはQUOカード2,000円分を進呈します。

団地周辺の
オススメのお店を教えてください



※DIY届出書についての詳細は、管轄する管理センターまでお問い合わせください。
※つくろう家対象住戸でのDIYに限ります。
※届出書所定の条件に従って行われたDIYについては原状回復が不要になります。

●DIY届出書を提出するだけで理想のお部屋作りのスタート！
●壁にくぎを打っても、ペンキを塗っても、シートを貼ってもOK！
●詳しくはHPをチェック！

団地の フォトコンテスト

千里山田西団地　U様
庭代台B団地　A様

1 部屋
2 キッチン

6 家具

7 押入れ・収納

部門別優秀賞

まるごとDIY賞

結果発表

昨年11月から今年2月まで開催した
「団地のDIYフォトコンテスト」へたくさんのご応募をいただき、
誠にありがとうございました。
厳正なる審査の結果選ばれた入賞作品を発表いたします。

引っ越し翌日からDIYスタートし、壁をペイントして、雑貨な
どを飾る棚や靴箱を作りました。カーテンレールを使った引
き戸はサイズ合わせがとても難しかったけど、すきま風を防
ぐ断熱効果や遮音効果もあり、お気に入りになりました。
DIYは夫婦の趣味になっているので、次は何のDIYをしよ
うかな、と住みながら考えています。

子どものためにテレビの壁掛けDIYや奥さんのために
キッチン収納棚を作ったことをきっかけに部屋全体の
DIYが始まりました。配線隠しや壁面・おもちゃ収納な
ど、どんどん出てくるアイデアを生活に落とし込みなが
ら、部屋全体のインテリアを考えてDIYしています。今で
はお部屋に愛着が湧き、子どもと一緒に作ったイス等ひ
とつひとつのDIYにも思い出がいっぱいです。

茶山台B団地　Y様
居間とキッチンの襖を取り除き、壁は空色に塗装
しました。窓に内窓を取り付け、テレビ側には春夏
秋冬をテーマに飾り付けや家族・親戚の写真を入
れ替えながら、ホームパーティの時などに楽しんで
います。カモメは自作、風水をきっかけに購入した
蝶のシールをたくさん貼りつけています。

招提団地　F様
キッチンの壁はマットな質感のグレーのペンキを塗
り、タイル柄の壁紙と組み合わせました。キッチン
棚やシンク下の収納扉にはリメイクシートを貼り付
けています。キッチン棚の上の扉は黒板シートに
なっており、チョークで落書きが可能です。出来る
だけ費用は抑え、デザインと実用性を兼ね備えた
おしゃれなキッチンで気分も上がります！

DIY内容

リメイクシート
貼り付け

塗装替え

くぎ（ねじ）打ち クッションフロア
貼り替え

ハンガーパイプ設置 壁紙（クロス）
貼り

香里三井C団地　K様
キッチンで使用したレンジ棚の余りで小さなカウンターを作り、
傘を引っ掛けられるように100均のアイアン取手を設置しまし
た。傘立ても100均の珪藻土コースターで代用しています。白い
鏡もビス打ちが出来るのでしっかり固定出来ています。毎朝お
気に入りの場所から一日を始められます。

柱本団地　M様
トイレのタンクやパイプを隠して飾り棚を作りました！
材料は全て100均です。

星田団地　K様
ブルーグレーの壁紙を貼りクッションフロアを敷いて、トイレ
扉、洗面台鏡周りなどは茶色マスキングテープで木枠風
に、お風呂扉はデニム柄の剥がせるシートを貼り上下にクッ
ションレンガを貼っています。洗面所の棚は100均のダボ
レールで作成。団地感もなくなり、こだわりのとてもかわいい
空間になりました！

門真A団地　S様
キッチンカウンターの天板を半分に切り、背合わせに
くっつけて、ダイニングテーブルにしました。下はカ
ラーBOX4つで横にフックも取り付けているので収
納たっぷりです。カウンターにしていた時よりも、かな
りキッチンが広く動線も良くなり、家族にも好評です。

茶山台団地　K様
元々押入れに中段がなかったので押入れ横にはフックを
取り付け、上側には棚板を設置。更にデッドスペースだっ
た空間にL字の棚を作り、子ども用ハンガーのためのハン
ガーパイプを取り付けました。棚をL字にすることで、サイズ
の違うものも収納しやすくなり使い勝手がよくなりました！
次は子供が使いやすいように、低めの位置で収納棚を作
る予定です。

InstagramはこちらHPはこちら

3 玄関

5 洗面所

4 トイレ

公社のDIYブランド 誕生！
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シェアサイクル・ポート

旧堺燈台 親水プロムナード

堺駅

紙カフェ＆てぃーだカントリー

堺市役所

堺東駅

堺市駅

千利休屋敷跡

南宗寺

もず庵

大浜公園

仁徳天皇陵古墳

大仙公園

宿院駅Start

Goal

古墳にちなんだユニークな
お土産が並んでいます。

2

3
4

5

7

6

OPH大浜のシェアサイクル・ポート1

紙カフェ＆てぃーだカントリー5

仁徳天皇陵古墳6

もず庵7

さかい利晶の杜3

1

堺の老舗和菓子屋さんの
クッキーに、 印刷技術で
絵柄をプリントしたコラボ商品。

整備されて走りやすい、
仁徳天皇陵の周遊路。

ロマンチックな燈台は
夕景もおすすめ。

6
電動アシスト自転車で
坂道もラクラク！

さかい利晶の杜

堺山之口商店街

竹
内
街
道

「シェアサイクル・ポート」続々設置！
ちょっとしたお出かけや健康づくりに便利なシェアサイクル。
現在はOPH大浜（堺市）、泉北ニュータウン（堺市南区）内の団地にも試行設置されています。
ぜひ自転車で街ブラをお楽しみください。
ご利用方法など詳しくは「ハローサイクリング」のホームページをご覧ください。
URL  https://www.hellocycling.jp/

ハローサイクリング
ホームページ

一部の団地に試行設置されている「シェアサイクル・ポート」。電動
アシスト自転車がどこでも貸出・返却できる便利なサービスです。
今回は、OPH大浜のシェアサイクルを利用して、堺の街へお出かけ。
いつもの街にも、自転車だから出会えた新しい発見がありました！OPH大浜（堺市堺区）編

利休ゆかりの部材で
建てられた井戸屋形。

親水プロムナード2

まるでリゾートのような眺め！対岸には龍女神像が。

事前にアプリで予約した自転車でレッツ・ゴー！

スコップ型のスプーンに、 箸置きも古墳の形！

おごそかで清々しい空気に心が洗われました。

堺の観光情報や、 茶の湯体験も。

アプリに表示された番号を
入力するだけ！

南
海

線

阪
堺

電
車

南
海
高
野
線

J
R

阪
和
線

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の変更や休業の場合が
　ありますので、お出かけの際は事前にご確認ください。

取材にご協力いただいた「堺 自転車のまちづくり・市民の会」のみなさま、
施設・お店のみなさま、ありがとうございました！
掲載の施設・お店について詳しい情報は
「（公社）堺観光コンベンション協会公式サイト」
をご覧ください。
URL  https://www.sakai-tcb.or.jp

堺といえば古墳やかつての貿易都市、茶の湯など世界に誇
る歴史の街ですが、実は「自転車のまち」としても有名。いた
るところに自転車道などが整備され、安全・快適に自転車で
の散歩が楽しめます。
OPH大浜からスタートして旧堺港をめざして走ると、海か
らの気持ちいい風が吹いてきました。すると視界が開け、船
やヨットが停泊する、爽やかな海の景色が目の前に！
親水プロムナードは市民の憩いの場で、湾に沿って整備さ
れた小径を進むと、青空に白く映える燈台が。旧堺燈台は日
本一古い木造洋式燈台のひとつです。
そこからさかい利晶の杜へ。堺を代表する偉人、千利休と
与謝野晶子が活躍した堺の街を知ることができる施設です。
かつての堺の街の地図やジオラマも展示され、いま走ってい
る街の風景を重ね合わせながらしばしタイムスリップ。路地を
挟んでとなりにも千利休屋敷跡があり、利休の茶の精神を感
じながら、サイクリングで上がった息をホッと落ち着かせてく
れる空間でした。さらに堺市内の商店街で最も古い歴史をも
つ堺山之口商店街を通ると、レトロでおしゃれな雰囲気のお
店を発見！

「紙カフェ＆てぃーだカントリー」は、店内手前が堺にちなん
だかわいい雑貨の販売、奥がカフェとなっています。ここでラ
ンチにして、一番人気の発酵カレーをいただきました。古墳
型に盛られたご飯に彩り豊かな野菜とカレー。玄米味噌のコ
クとほどよいスパイス感が絶妙にマッチしておいしい！
お腹も心も満たされたところで、いよいよ百舌鳥古墳群をめ
ざし、道の両側に桜が植わる御陵通の坂道を走ります。南側
には自然豊かな大仙公園が広がっており、健脚の方はそちら
もおすすめです。
世界遺産のひとつ、仁徳天皇陵古墳の拝所で参拝したあ
と、近くのお土産ショップで寄り道しながらさらに走ると、や
がて日本一古い国道、竹内街道へ。日本の玄関口だった難波
（大阪）と京（奈良）をつなぐ道です。
最後は本日のゴール、堺市役所に到着し、さっそく最上階の
展望ロビーへ上がります。ここから堺の街がほぼ360度見渡す
ことができ、海に向かって並ぶ巨大な古墳の姿もよく見えます。
ここまでの所要時間はおよそ3時間。走ってきた街並みを眺め
ていると、心地よい達成感とともに、まだまだ自転車で街のあ
ちこちに出かけてみたくなりました。

街ブラレポート
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公社からみなさまへの  大切なお知らせです
2021年度 
修繕工事の予定です
計画課 企画調整グループ ☎06-6203-5457［問］

※前年度からの継続実施です。

みなさまに快適にお住まいいただくため、
計画的に修繕を行っています。
工事期間中はご迷惑をおかけしますが、
ご理解・ご協力をお願いします。

府営住宅への入居あっせんを行います

住宅管理課 管理企画グループ ☎06-7652-5863［問］

申込期間や申込条件などの詳細は、5月はじめに公社ホームページでお知らせする予定です。
ご不明な点はお電話でお問い合わせください。

～収入減少により、家賃のお支払いが困難になられた方～

大阪　公社　収入減少 検 索

自治会等による「自主防災会」を対象に、防災資機材を無償提供しています。
希望される場合は、資料をお送りしますので、お電話にてお問い合わせください。
※次回：2021年10月1日～11月30日（年2回実施）

自主防災会に防災資機材を提供します

住宅管理課 管理企画グループ ☎06-7652-5863［問］

防災資機材
●工具セット ●布担架 
●カセットボンベ式発電機
●災害用簡易トイレ

交付申請受付期間　2021年5月6日（木）～6月30日（水）
無償

「ゆるやかな見守り」をコンセプトとして、公社賃貸住宅スマリオに
お住まいの高齢者のみなさまのための手軽で安価なサービスを、
民間企業と共同で開発しました。
お住まいの方の冷蔵庫に機器を設置するだけで、扉の開閉を感知
すると、見守るご家族に自動的にメールが届きます。
これが、公社の見守り支援サービス『ミマリオ』。

ご高齢者と離れて暮らすご家族が、
ゆるやかにつながる新サービスはじめてみませんか？

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で、一時的に家賃のお支払いが困難となった
ご入居中のお客さまについて、家賃のお支払い期日を猶予する特別措置を行っています。
詳しくは公社ホームページをご覧ください。
※猶予期限は最長で今年の８月末までとなります。
　猶予した分の家賃は今年8月までに一括して納入していただきますのでご注意ください。　
※支払期日の猶予であり、家賃の免除ではありません。

収納管理課 収納グループ ☎06-6203-5645［問］

新型コロナウイルス感染症対策にかかる家賃の特別猶予措置について

大阪　公社　特別措置 検 索

外装の吹き替え ● 香里三井 ● 住吉 ● みと

● 茶山台 ● 高倉台 ● 茶山台Ｂ ● 星田
● 打上 ● 熊取 ● 鴨谷台 ● 鴨谷台Ｂ
● 熊取B ● 岸和田天神山 ● 岸和田天神山Ｂ 

● 晴美台D ● 槇塚台

● 豊中 ● 豊中B

修 繕 項 目 対 象 団 地

LED照明への取り替え

昇降機（エレベーター）の
リニューアル

自動火災報知設備の
更新

屋外給水管の改修 ● 岸和田天神山※ ● 岸和田天神山B※

ガス漏れ警報器の
取り替え

● あすと松之浜 ● 西田辺 ● ＯＰＨ山本 ● ＯＰＨ千里佐竹台
● ＯＰＨ寝屋川豊野 ● ＯＰＨ吹田片山 ● ＯＰＨ新千里西町 ● ＯＰＨ北千里駅前
● ＯＰＨ新千里西町緑地

量水器の取り替え ● 諏訪の森 ● ＯＰＨ大浜 ● ＯＰＨ山本

屋上防水層の改修 ● 熊取 ● 熊取B ● 岸和田天神山 ● 岸和田天神山B

● 香里三井 ● 晴美台 ● 柱本 ● 招提
● 招提B ● 茨木郡山 ● 星田 ● 住吉
● みと ● OPH山本 ● OPH新千里西町 ● OPH吹田片山
● ＯＰＨ寝屋川豊野 ● OPH新千里東町 ● OPH杉本町 ● OPH守口長池町
● OPH茨木大池 

塗装替え（鉄部の塗装）
ミマリオ 検 索

詳細・お申し込みは特設サイトから

対象は？

スマリオにお住まいの

65歳以上の
高齢者世帯

低価格

これ以外の費用は
かかりません！

月額385円（税込）

らくらく！

充電不要で3年以上稼働
生活防水にも対応

マグネットで
簡単設置

※お試し期間後、6ヶ月間は解約できません。

早期お申し込み特典あり！

今なら先着で、機器を公社からプレゼント！さらに、無料お試し期間後の
3ヵ月間の月額利用料を無料でご利用いただけます。
つまり、お試し期間と合わせて4ヵ月間が無料！

30日間の無料
お試し期間あり

※お試し期間後、
6ヵ月間は解約できません。

お試し期間中の
解約も可能です

住宅管理課 管理企画グループ ☎06-7652-5863［問］

新しい高齢者見守り支援サービス『ミマリオ』提供開始！
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キャンプギアを集め始めました

キャンプ以外にも使用用途があると思い、まずはチェアを購入。
その後、テーブル、バーナー、メスティン、クッカー、ランタンなどと増
えていきました。夫婦であーだこーだ言いながら選び抜いたキャンプ
ギアが手元に届くまでの時間はとてもワクワクします。今は家の中で
使ってキャンプ気分を味わっていますが、コロナが落ち着いたらキャ
ンプ場デビューを予定しています。２歳の息子がどんな反応を見せて
くれるか、とても楽しみです！正直、ステイホームになった当初は苦痛
に感じていましたが、ステイホーム中に初めて挑戦することも多く、世
界が広がって、今では楽しさを感じています。

（OPH千里佐竹公園 F・Yさん）

夫が週に数回、在宅ワークになり、お昼は夫と子どもと三人
で食べるようになりました。写真はある日の献立。だし巻き玉
子はカニかまを入れてみました！おなすの味噌煮は皮をタテ
模様にして食感を残しつつ、味を染み込みやすくしました。夫
は「平日のお昼から家族団らんができてとてもうれしい！！」
と喜んでいますし、まだ幼い子どももパパと一緒でとてもうれ
しそう。私にとっても、癒やしの時間になっています！

家族で食べる平日
お昼のおうちゴハンが
楽しみ！
（千里山田西団地 S・Aさん）

以前は数人で山歩きをしていましたが、今はコロナで一人歩
き。健康のためだと思ってがんばっています。
脳トレ・漢検を始めたのは３年ほど前から。集中してやるこ
とで、成績が上がり、気分もよくなります。

午前中は箕面の山歩き、
午後は脳トレ・漢検に
ハマっています
（みのお団地 M・Yさん）

主に日曜日の昼食後に１時間程度、気が向けば２
～３時間歩くときもあります。歩くとストレス発散
になりますし、免疫力も上がっているのかも？今後
は山にも登ってみたいです。

天気の良い日は公園や川沿いを
歩いてストレス発散
（柱本団地 N・Kさん）

写真のケーキは、お正月用の栗の甘露煮があったので入れてみ
ました。他には、シフォンケーキやプリン、シュークリーム、杏仁
豆腐など、家族に喜んでもらえることを想像しながら作っていま
す。外食が減ったので、お菓子だけでなく中華ちまきなど、ちょっ
と変わった料理にもチャレンジしています。

お菓子を作って食べる。
太ってしまった…
（OPH杉本町 H・Nさん）

着物を洋服にリメイクしています

コンサートや旅行の予定が中止になり、自宅で
ミシンに向かう時間が増えました。黒留袖から
作ったチュニックは、着物の後ろの裾模様を
前身頃に使って華やかさを出しました。リメイク
した服を姉や姪、友人に贈って、喜んでもらえた
ときが何よりうれしいです！

（OPH千里西町緑地 M・Sさん）

ミシンは初心者なので、使い方を覚えるところからでしたが、今で
は何とか使いこなせています。よだれかけは、生地の柄選びはもち
ろん、形にもこだわりました。自己採点で100点です！無事、子ども
が産まれたので、ミシンの腕を磨いて、もっといろんなものを作って
あげたいです。ステイホームを機に、以前よりも家族と過ごす時間
を大切にするようになりました。

わが子の誕生に備え、
よだれかけやおくるみ
作りに挑戦
（羽衣団地 M・Hさん）

メダカを飼い始めました。
癒やされています！

孫がメダカ釣りでとってきたクロメダカとヒメダカの２匹から、
あれよあれよと子が増えて昨年で80匹の大家族になりまし
た。稚魚を見つけたときは幸せを感じます！かわいいですよ。
親メダカは「ねずくん」「ももちゃん」と名付けて話しかけてい
ますが（笑）、この２匹は声をかけると必ず水面に上がってくる
んです。ステイホームになり、毎日をゆったりと過ごせるように
なりました。今は手作り絵本を作って楽しんでいます！！

（OPH北千里駅前 W・Mさん）

ラジオのNHK FMを聴くようになり、クラシック
音楽に興味を持ちました。チャイコフスキーや
ベートーベン、ワーグナーなどがお気に入りで
す。図書館でCDを借りたり、お気に入りの曲は
CDを購入したりもしています。聴くと心が落ち着
き、寝つきも良くなりました。

読書をするようになりました。

自粛生活で家にこもり、折り紙を下手ながら作っています。

リモートで三味線に合わせて民謡を教えてもらっています。
（OPH北千里駅前 F・Aさん）

（下田部団地 M・Mさん）

（OPH茨木大池 H・Tさん）

あまり出歩かないように、おかずのストック
を冷凍してお料理を楽しんでいます。

メロンパン、食パン、あんパンなど、長年続
けてきたパン作りに精を出しています。

子どもが小さいこともあり、外食は全くしま
せんが、たまに家で焼肉や豪華な鍋などを
して食事を楽しんでいます。
（住吉団地 S・Yさん）

（原山台B団地 U・Eさん）

インターネットでストレッチ動画を見て体操するようになりました。
（茶山台B団地 F・Tさん）

階段の掃除を積極的にするようになり、きれいになり
気持ちがよいです。
（茶山台団地 M・Sさん）

クラシック音楽を
聴くようになりました
（OPH南千里津雲台 K・Tさん）

家にいる時間が長くなり、住みやすい暮らしを考えるよう
になりました。収納スペースをカフェ風に仕上げたとこ
ろ、周りの人にオシャレだとほめられました。整理整頓は
目で見て気分がよくなるので、ストレス発散になっていま
す。次は靴を収納する棚を作りたいです。

収納スペースを自分で作り、
整理整頓にハマっています
（三原台団地 M・Tさん）

コロナ禍の影響で、「自宅で過ごす時間が増え
た」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ステイホームな日 を々前向きに、
楽しみながら過ごしておられる方々の声をご紹
介！心地よい暮らし方のヒントが詰まっています。

わたしの

生活
ステイホーム

夢中になれること
始めました！

整理整頓で
ココロもすっきり！

おうちゴハン
楽しんでます！

今日も元気に
運動不足解消！

ハガキをお寄せくださった方、取材に応じてくださった方、
本当にありがとうございました！

（西田辺団地 N・Cさん）
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