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まず｢歌体操｣をして 海外派遣事業に参加した二人の女子大生の講演本日 ＳＡサロンの ● ●
を「世界考現学 ～知っていましたか､こんなこと｡ 世界の今～｣

聴いたあと… サークル活動をします●
（10/24～）これまでの活動

10/24 サロン開催… 歌体操 ／童話作家 沢田俊子 の講演ＳＡ (大隅皓子 )さん さん

／ (折り紙･｢ただのおばさん変身する｣ サークル活動
【 】パソコン塾 )等 出席者 37名 現在会員数 86名

→← 歌体操 沢田俊子さん

｢ 健康パソコン出張指導 地域生活支援施設 こころの

通所者に月２回 の初歩を指導市民サポートセンター｣(美原区) Word

：秋田･河田･平岡･丸山10/26 ｻﾎﾟｰﾀｰ

：河田･川本･濵井･東山･三木11/9 ｻﾎﾟｰﾀｰ
10/26 →年賀状づくり

10/27 ｢ ｣にさかい ･市民活動ボランティア フェスティバル

サザンＶネットのＰＲコーナーと喫茶コーナーを出店

活動：秋田･太田 ･加登･金子･川本･昌

小林 ･志方･田村･畠田･東山･藤村雄

堺市総合福祉会館で←
→

→古川 南区長が

11/6 ｢ ｣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

：秋田･加登･河田･瀬戸川･長嶋･平岡･丸山･三木ｻﾎﾟｰﾀｰ
和泉 でシティプラザ

シテｨプラザでパソコン教室 初歩の初歩 和泉(９～11月) シニアを対象

講師:東山 ：秋田･足立･植田･金子･河田･川本･嶋･11/1 第７回 ｻﾎﾟｰﾀｰ
高井･長嶋･西 ･濵井･松田･丸山･三木智

講師:加登11/8 第８回
：秋田･金本･金子･川本･渋谷･ｻﾎﾟｰﾀｰ
瀬戸川･高井･西 ･東山･古河･智

文細田･増木･松田･丸山･矢野

講師:東山11/15 最終回
：秋田･足立･植田･加登･ 河田･ｻﾎﾟｰﾀｰ
川本･渋谷･瀬戸川･高井･辻本･11/1 ↑パソコン教室

パソコン教室長嶋･西 ･細田･増木･丸山･三木智 ↑ 11/8

11/7 特別養護老人 ｢故郷の家｣入所者に ( )の指導ホーム 日本語 読み書き
活動：秋田･植田･太田 ･志方･紫藤･東山･古河･渡辺孝

現ＳＡ講座 (20 の コース で11/8 ＩＴ期) （大阪府社会福祉会館/谷町七）

「 」を講演ＳＡ 修了生の活動事例報告
→活動:高井 サザンＶネットの紹介

11/11 ｢ ｣で南区ふれあいまつり
南区役所３ＦにＰＲコーナーを
出し 折り紙の指導(折り紙教室
のＰＲ)をした

活動：秋田･植田･川本･小林 ･田村･畠田← 南区役所で 雄

⇒裏面に続く



とがグリーンハイツ 12名11/13 サザンＶネット (第３回)を開催折り紙教室 で 受講生

講師：畠田･小林 活動：植田･太田 ･加登･川本･志方･田村雄 昌

折り紙教室←
→パソコン勉強会

パソコン 勉強会11/16 ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ
泉ｹ丘/ で南図書館3Ｆ

会員を対象にした勉強会で個々の
疑問点を解決するための勉強をした

(中区)職員に11/16 ｢ 保育所｣パソコン出張指導 たんぽぽ
活動:河田(金曜･不定期)

で11/5 運営班会議 … 毎月第１月曜 13:30～15:30 ２Ｆボランティア ビッグ・アイ
（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）

11/12 定例役員会議 …ＳＡサロン 会の基本事項について協議運営や 運営などボランティア

これからの活動

(会員対象･無料) で11/27 12/14,20 パソコン 勉強会ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 泉ｹ丘/南図書館３Ｆ
なるべくノートパソコンの持参を‥13:00 17:00 ( 9:00 12:00)～ ～12/20は

こころの 市民サポート ｣11/30 12/7 パソコン出張指導 地域生活支援施設｢ 健康 センター

14:00～17:00 サポーターとして みなさんの参加をお願いします美原区で ☆

｢故郷の家｣入所者に ( )の指導12/5 1/16 特別養護老人ホーム 日本語 読み書き
14:00～15:30 サポーターとして みなさんの参加をお願いします☆

障がい者向けパソコン教室ＯＢの自主的サークル｢ ｣を12/11 1/15 パソコン会
で月１回指導 13:30～16:30 和泉シテｨプラザ

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☆

サザンＶネット とがグリーンハイツ 13:30～15:3012/13 1/8 折り紙教室 で

で1/11,18,25 パソコン教室 初歩の初歩(１～３月) 和泉シテｨプラザ
13:00～, 15:00～ 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)12/3 ボランティア ビッグ・アイ運営班会議 ２Ｆで 13:30～15:30 (

定例役員会議 区民プラザ(南区役所2Ｆ) 13:30～12/17 で

南図書館3Ｆ をしていますが、広い部屋なのでスペース■ でパソコン 勉強会ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ
(机･椅子)が余っています。サークル活動などに利用してください。(日程は上記)

(１～３月)の日程は■ パソコン教室 初歩の初歩
1/11,18,25 2/8,15,22 3/7,14,21 ですが､(金)
前回抽選もれの人に優先的に案内したところ
満員になったため､募集しないことになりました。

(^_^)v● 新入会員です どうぞ よろしく

(堺市槇塚台）石崎 利明さん
いしざき としあき

(堺市赤坂台）小林 俊雄さん
こばやし とし お

泉北１号線酒井 敦子さん(和泉市いぶき野） 11/19

さか い あつ こ

(堺市新檜尾台） (和泉市青葉台）長谷川 好枝 三輪 幸子さん さん
は せ がわ よし え み わ ゆき こ

次回のＳＡサロンは、 月 日(水)です。⇒ ⇒ ⇒ ⇒ １２ １９

講演「生ごみ減量方法〔生きごみさん〕～森の環境を生かして～」と
サークル活動を 予定しています




