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まず「歌体操｣をして 矢野 による 日本の伝統工芸品の展示と本日 ＳＡサロンの ● ● 健さん
｢匠の技･その逸品｣の話のあと… サークル活動(パソコン塾 )をします等

（5/23～）これまでの活動
(堺市5/23 サロン開催… ラジオ体操／｢健康な口の さわやかライフ｣の話ＳＡ

／サークル活動 をしました保健センター職員) (パソコン塾 )等
→出席者 31名【現在会員数 80名】 歯の磨き方

5/27 西原公園 ｢ ｣で 折り紙指導とで開催された みどりのつどい
サザンＶネットのＰＲ

みどりのつどい←

畠田 ･小林 を中心に･ さん さん
その 方々(非会員)グループの
にもご協力いただきました

活動:生島 稲富 太田 押村 金子 小林 嶋 田村 畠田 藤田 応援16名 来場者数：約８千人〕･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･昌 〔

6/12 ｢ ｣の会員(障がい者 )に マンツーマンで 月１回指導パソコン会 等
和泉シティプラザで ：秋田･足立･岡本 ･加登･金本･河田･瀬戸川･ｻﾎﾟｰﾀｰ 和

長嶋･中林･西 ･濵井･平岡･増木･三木智
｢ ｣ →パソコン会 を指導

6/6,20 特別養護老人ホーム｢故郷の家｣入所者に (読み書き)の指導日本語
活動:(6/6)秋田 植田 太田 ･加登･川本 志方 三上･ ･ ･ ･孝

(6/20)秋田 足立 太田 岡本 ･川本 志方 鈴木 中林･ ･ ･ ･ ･ ･孝 愛

初歩の初歩 和泉 でパソコン教室 (5～7月) シティプラザ

講師 細田 ｻﾎﾟｰﾀｰ：秋田･植田･加登･金本･瀬戸川･嶋･高井･戸田･中林･西 ･濵井･5/25 第３回 ： 智
平岡･丸山･三木･矢野 見学 4名文

講師 三木 ｻﾎﾟｰﾀｰ：秋田･足立･植田･加登･金本･6/8 第４回 ：
金子･河田･芝本･嶋･瀬戸川･高井･辻本･長嶋･
中林･西 ･西 ･濵井･東山･平岡･丸山← 6/15 パソコン教室 和 智

講師 加登･平岡 ｻﾎﾟｰﾀｰ：秋田･金本･金子･河田･6/15 第５回 ：
芝本･嶋･杉･瀬戸川･高井･辻本･中林･西 ･和
西 ･東山･細田･松田･丸山･三木智

講師 三木 ｻﾎﾟｰﾀｰ：秋田･加登･金本･河田･嶋･瀬戸川･高井･中林･西 ･西 ･濵井･6/22 第６回 ： 和 智

東山･平岡･松田･丸山
地域生活支援施設「 健康 通所者にこころの 市民サポートセンター｣(美原区)

パソコン出張指導
講師 三木 ：秋田･杉･瀬戸川･東山6/11 第１回 ： ｻﾎﾟｰﾀｰ
講師 三木 ：秋田･河田･瀬戸川･東山 見学 1名6/25 第２回 ： ｻﾎﾟｰﾀｰ

6/25 →出張指導

泉ｹ丘/ で6/7,19 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 (EXCEL)をしたあとワンポイントレッスン
個々の疑問点を解決するための勉強をした・パソコン教室受講生の補講もした

6/4 運営班会議 … ６月から 毎月第１月曜13:30～15:30 ２Ｆで開催ボランティア ビッグ・アイ
ボランティア の計画を推進する中で 長期計画を模索する新規 創設のため定例会議を開催し 当面
大人向け折り紙教室(9月)・さかい 市民活動 について協議ボランティア フェスティバル(10/27)
（同班長と担当副会長で構成するが 他の役員もオブザーバーとして参加してほしい）

ＳＡサロン運営やボランティア運営など 会の基本事項について協議6/18 定例役員会 …
⇒裏面に続く



４月ＳＡサロンでの意見交換の集約です(掲載が遅れましたが)
同好会の呼びかけが多数ありました

堺を知る会(堺市の名所旧跡観光） ハイキングの同好会(^^)/ (^o^)案内の資格あり
ゴルフの同好会 折り紙教室 絵画サークル 絵画の展示(^o^) (^^)/ (^^)/指導できます ＆

7/24 9～12時 南図書館３Fで ハーモニカの伴奏で(^^)/ (^o^)写真･マジック同好会 歌を歌う…
(何も技術のない者でも出来るボランティアに参加したい）(^_^) ボランティアの場を作ってほしい

これからの活動

第７回～第９回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)7/10,24 パソコン 勉強会ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ
泉ｹ丘/ なるべくノートパソコンの持参を‥13:00 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｢ ｣を月１回指導7/3 8/7 パソコン会
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 14:00～15:307/4 19, 日本語特別養護老人ホーム
サポーターとして みなさんの参加をお願いします☆

他の役員の参加もＯＫ)7/2 ボランティア ビッグ・アイ運営班会議 ２Ｆで 13:30～15:30 (

定例役員会 南区民プラザ(南区役所2Ｆ) 13:30～7/9 で

こころの 市民サポート7/2 23 8/6, パソコン出張講座 14～17 ｢ 健康時 地域生活支援施設
でセンター｣ (美原)

サポーターとして みなさんの参加をお願いします☆

(パソコン教室 修了者を対象)8/2,9,23 パソコンフｫロｰ教室 初歩の初歩
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☆

次回ＳＡサロンの7/25に臨時総会を開催し 新役員の補充をしますお知らせ ・
欠席される方は 委任状をお送りください

今年度入会者の中から 新役員の立候補者を受け付けますので・
別紙｢‥お知らせ｣を参照の上 7/6までに 立候補をお願いします

次回のＳＡサロンは、 月 日(水)です。⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ７ ２５

「裁判員制度の話｣ と 臨時総会と パソコン塾 を 予定しています(大阪高等検察庁広報担当) 等


