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まず「歌体操｣をして 「口腔衛生の話｣(堺市保健センター)を本日 ＳＡサロンの ● ●
聴いてから… サークル活動(パソコン塾 )をします等

（4/25～）これまでの活動
4/25 サロン開催 … 歌体操 新舞踊(若菜流)・ＳＡ (大隅皓子 )・さん

今後の活動等についてグループ
(パソ討議のあと サークル活動

をしましたコン塾 )等

【 】出席者 41名 現在会員数 80名

→新舞踊

新舞踊のあとで↑

5/1 和泉保健所管内の身体障がい者･難病患者でつくる
｢ ｣の会員に マンツーマンで 月１回指導パソコン会

和泉シティプラザで←｢ ｣パソコン会 を指導 (２回目)
：秋田･足立･岡本 ･加登･河田･渋谷･瀬戸川･ｻﾎﾟｰﾀｰ 和

中林･平岡･増木･松田･丸山･三木

5/2,16 特別養護老人ホーム｢故郷の家｣入所者に
→日本語(読み書き)の指導 5/2 日本語の指導

活動:(5/2)秋田 足立 岡本 河田 増木 三上･ ･ ･ ･ ･愛

(5/16)秋田 足立 岡本 志方 紫藤 鈴木 平地･ ･ ･ ･ ･ ･愛

初歩の初歩 和泉 でパソコン教室 (5～7月) シティプラザ

中林5/11 第１回 ﾒｲﾝｻﾎﾟｰﾀｰ：
：秋田･植田･岡本 ･加登･金本･久下･瀬戸川･高井･戸田･長嶋･ｻﾎﾟｰﾀｰ 和

西 ･平岡･丸山･矢野 見学 2名智 文

松田 ：秋田･植田･岡本 ･加登･金本･5/18 第２回 ﾒｲﾝｻﾎﾟｰﾀｰ： ｻﾎﾟｰﾀｰ 和

金子･河田･嶋･瀬戸川･高井･辻本･長嶋･中林･西 ･智
濱井･平岡･丸山･三木･矢野 見学 3名← 5/18 パソコン教室 文

… 登場Vista

泉ｹ丘/ で5/15,22 パソコン ｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 南図書館3Ｆｽﾃ 勉強会
初めの１時間にワンポイントレッスン(EXCEL)をしたあと
個々の疑問点を解決するための勉強をしました
・パソコン教室受講生の補講(Word 2007)もしました

→5/15 パソコン勉強会

ＳＡサロン運営やボランティア運営など5/14 定例役員会 …
会の基本事項について協議

濱井正直 からの報告です⇒ 4/12、平成19年度ＳＡ講座受講希望者への(掲載が遅れましたが) さん

事前説明会で､ＳＡ講座受講体験と現在の活動状況を体験発表しました｡ その中で､
サザンＶネットの活動内容を紹介し､「再会を期待する」と締めくくりました。

m(_ _)m● 新入会員です どうぞ よろしく (^_^)v ・・・〔１月入会〕の掲載が遅れました

） ）〔 〕１月入会 瀬戸川 清逸 戸田 育與 長嶋 豊子・ さん さん さん(堺市城山台) (堺市槇塚台 (和泉市弥生町・ ・
せ と が わ せいいつ と だ いくよ ながしま とよこ

〔 〕 ） ）４月入会 生島 英造 (堺市宮山台) 稲富 徹 (堺市桃山台 井上 善吾 (堺市新檜尾台・ ・ ・さん さん さん
いくしま えいぞう いなとみ とおる いのうえ ぜんご

大隅 皓子 (和泉市青葉台) 太田 昌宏 (堺市茶山台 押村 佳津子 (和泉市光明台）・ ・さん さん さん・ ）
おおすみ てるこ おおた まさひろ おしむら か つ こ

金子 嘉昭 (堺市鴨谷台) 小林 雄子 (堺市晴美台 金銅 嘉和 (堺市御池台）・ ・さん さん さん・ ）
かねこ よしあき こばやし たけこ こんどう よしかず

西 和子 (堺市赤坂台) 畠田 玲子 (堺市晴美台 東山 洋司 (堺市赤坂台)・ ・さん さん さん）・
にし かずこ はただ れいこ ひがしやま ようじ

藤田 佳正 (堺市竹城台 藤村 一子 (堺市桃山台) 増田 泰子 (堺市香ヶ丘）・ さん さん さん）・ ・
ふじた よしまさ ふじむら いちこ ますだ やすこ

松實 敏夫 (堺市新檜尾台) 水田 早苗 (堺市鴨谷台）・ さん さん・
まつみ としお みずた さなえ

⇒〔５月入会 濵本 幸子 (堺市庭代台）〕・ さん 裏面に続く
はまもと さちこ



これからの活動

(小雨決行)5/27 ｢ ｣で サザンＶネットのＰＲと 折り紙の指導をしますみどり つどいの

みなさ～ん のぞいてみて～！１０時～１５時 西原公園 並木通り(栂美木多駅北側すぐ)

は 泉北ニュータウンを中心とした南大阪の市民活動団体が一堂に会する祭典でみどりのつどい
11時～大ビンゴ大会・12時～大抽選会があります

縁日コーナー・フリーマーケットコーナー・子どもたちの異文化交流コーナー等もあります

第３回～第９回5/25 6/8 15 22 7/6 13 20, , , , 教室パソコン 初歩の初歩(5～7月)の

で13:00～, 15:00～ 和泉シテｨプラザ
サポーターとして みなさんの参加をお願いします☆

(会員対象･無料)6/7 6/19(9:00 ) (13:00 ) ｯﾌﾟｱｯﾌﾟ～ ～ パソコン 勉強会ｽﾃ
泉ｹ丘/ なるべくノートパソコンの持参を‥南図書館3Ｆで

障がい者向けパソコン教室ＯＢの自主的サークル｢ ｣を6/12 7/3 パソコン会
４月から 月１回 指導しています 和泉 13:30～16:30シテｨプラザで
受講者は全員がマウスを使用しているので 入力操作は健常者と変わりません

サポーターとして みなさんの参加をお願いします☆

｢故郷の家｣入所者に (読み書き)の指導 14:00～15:306/6 20, 日本語

サポーターとして みなさんの参加をお願いします☆

定例役員会 南区民プラザ(南区役所2Ｆ) 13:30～6/18 で

「 ( )」の受講生を★ パソコン教室 修了者を対象にした初歩の初歩 パソコンフｫロｰ教室 8/2,9,23
！会員優先で受け付けますので ５月末 申込みをまでに

13:00～, 15:00～ 和泉 受講料：３回１５００円シテｨプラザで
会場でパソコンを借りる場合は １回３００円

パソコン教室運営班長(三木 ０９０ ６２０５ ５７４６)へ申込みは - -

美原区の「心の健康 市民サポートセンター」から の 依頼がありました★ パソコン 講師派遣

６月から 第２･４月曜 １３～１７ で 初心者コース・ワードコース の予定時

, サポーターとして みなさんの参加をお願いします6/11 25 ☆
内容の照会と 申込みは パソコン教室運営班長(三木)まで

に未加入の方は ぜひ加入しましょう 年５００円です○ ボランティア保険
申込みは ボランティア運営班長(植田・志方・川本）（他団体で加入の場合は不要です）

副会長(田村)まで どうぞまたは

次回のＳＡサロンは、 月 日(水)です。⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ６ ２７

歌体操と「日本文化の匠の話｣ と パソコン塾 を 予定しています(矢野健 ）さん 等


