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本日のＳＡサロン    ●体操をして ●会員の皆さんで新年茶話会を開き ビンゴゲームと  
1                     マジック（東山さん・嶋さん・海賀さん）を楽しみます 
2                                 そのあと   

 

ＳＡサロン開催 12/22  

● みんなで 正月用品の折り紙「可愛いウサギの付いた箸袋」５袋を作ったあと  

●サークル活動（パソコン塾） 
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 定例役員会議 12/13… ＳＡサロン･各種教室の運営や会の基本事項などについて区民プラザで協議    

次回：2/14（月） 

パソコン ステップアップ勉強会  1/11,19     
泉ヶ丘/南図書館 3F で月 2 回                 
個々の疑問点を       1/11              
解決するための                              
勉強をしている     

/ 参加 1/11:19 名 

/1/19:15  名 
 

 

1すぐに活かせる折り紙教室 1  1/11 

月１回 栂文化会館で開催 ( 1～３月) 

講師：川口 ｻﾎﾟｰﾀｰ：5 名 活動：3 名 
  
 
 
 
 
 
 

 
/     午前中には 教え方の再確認と 

/配布材料の準備をしている  
 

・出席 36 名【現在会員数 87 名】 

●サークル活動をします 

健康体操→  

1喫茶ボランティア 1   1/17,24  
御池台の「延命荘」で  活動：各 3 名 

 
 
 
 
 
                 / 

 
 

 
             1/24  
 

1｢パソコン会｣1をサポート  1/20   
和泉市立北部福祉会館 
で 「パソコン会」の会員 
(障がい者等）をサポート  

/ 活動:3 名 

 

1第 5 回 「緑道・公園保全調査活動」& ウォーキング 1 11/7   

栂美木多駅から原山公園・庭代公園・ 
御池公園・南老人福祉センター・ 

       ハーベストの丘・法道寺・石津川沿い・ 
櫻井神社までの 緑道・公園をウォー 

キングしながら 樹木の保全状態等を 
調査しました （ゴミも拾っています）        
               参加：13 名 
 

 
折り紙サポーター勉強会    
ＳＡサロンの後半に  
翌月の折り紙教室作品を練習 
 

/1 月の作品 梅の薬玉 
/ 

これまでの活動 
サザンカ  

1パソコン教室 初歩の初歩 1 （(1～3 月）［シニアを対象］和泉シティプラザで 

1/14 第 1回    

講師:三木   
ｻﾎﾟｰﾀｰ:20 名 

見学： 2 名 

1/21 第 2 回     

講師:渋谷   
ｻﾎﾟｰﾀｰ:21 名 

見学： 2 名 
 

ウサギの付いた箸袋 
折り紙 体 験 



 
 
 
 

 

     「緑道・公園保全調査活動」＆ウォーキングの写真が、三木さんから参加者に送られるメールで  
/見られるようになりました。 
/「三木雅明さんが あなたと写真を共有しました」の 

メールから アルバムの表示をクリックするとスライドショーで写真を    /⇒ 
見ることができます。  (メールは 参加された会員だけに送られます） 

    これから春に向かい 花を見ながらウォーキングできる楽しい活動 
です。ぜひ ご参加を ・・・ ＜ボランティア活動保険の対象になります＞ 

         
    「ボランティア活動保険」 ＜3 月のＳＡサロンで加入受付＞ 

ボランティア活動中の事故に備えるもので、死亡・障害・入院・手術・通院保険と対人・対物障害 

賠償金が支払われます。 ボランティア活動のための学習会・会議や活動場所への通常の経路に 

よる往復途上も含みます。「加入申込者」はボランティア団体であり、当会は B プラン（保険料 500 円） 
として、社会福祉協議会に申し込みます。なお 他の団体で加入する場合は、重複して加入する 
必要はありません。 
   

 
 
                                                      
 
                                                            
 

 
 

 
2/8  3/8  ｢すぐに活かせる折り紙教室｣（1～3 月） 栂文化会館 研修室又は第 2 講座室で 

13:30～15:30     受講者が人に教え 伝承の輪を広げられる 簡単な作品づくりをします 
 
1/28  2/4,18,25  3/4,11,18  ｢パソコン教室 初歩の初歩｣（1～3 月） 
    9:30～11:45  和泉シティプラザ 4F で   ☆サポーターとして 皆さんの活動をお願いします 

 
2/8,17  3/3,15  パソコン ステップアップ勉強会 （会員を対象・無料） 

13:00～17:00   泉ヶ丘/南図書館 3F で 個々の疑問点を解決するための勉強をしています 
    インターネットは つながりません（ＳＡサロンでは接続できます） 

 
1/31  2/7,21   9:00～11:30  1喫茶ボランティア    御池台の老人ホーム 「延命荘」で 
2/14,28       13:00～16:30          問合せは ボランティア班 (090-6205-5746 三木) まで 

   〔第 1･3･5 月曜は午前 第 2･4 月曜は午後〕        駐車場あります〔交通費補助の対象〕 

2/10  3/10  和泉市立北部総合福祉会館で勉強している「パソコン会」の皆さん（障がい者等）を 
  13:30～15:30   サポートしています (問合せは長嶋さんへ)  駐車場あります〔交通費補助の対象〕 

2/10(木)  「緑道・公園保全調査活動」& ウォーキング  を実施します 
10:00 泉ヶ丘駅に集合し 大蓮公園→茶山台 3 丁→若竹大橋→小谷城跡→小谷郷土館（200 円） 

→福徳寺→伏見稲荷大社→荒山公園・梅林→竹城公園→大蓮公園をウォーキングしながら 
樹木の保全状態等を調査して 14:00 ビッグアイ前で解散の予定です。  ゴミも拾います。 

雨天の場合は 翌日 2/11 です  （問合せは 090-6205-5746 三木さんへ） 

サザンＶネットについて 質問・意見・提案などが 
ありましたら､事務局まで 電話またはメールをください。  
《 サザンＶネット事務局（秋田） ℡ 090-3702-7530   

メール savn18@yahoo.co.jp 》 
 

次回の ＳＡサロンは、2 月２３日（水 ）〔ビッグ・アイで  1～5 時〕です。 
体操 ／出前講座「遺跡から見た堺の歴史」四ツ池遺跡について (堺市文化財課職員） 

 ・・・・   ／サークル活動 (パソコン塾)／ を予定しています － 3 月は 23 日(水)です－ 
 

 

 

サザン V ネットの ホームページは サザン V ネット 検 索 

新入会員です   どうぞ よろしく ♪（＾－＾）/     

尾形
おがた

 千恵子
ち え こ

さん （堺市晴美台）  

これからの活動 
サザンカ  

使用済み切手を集める運動に協力して 
いますので 会合の際にお持ちください 

 

  
 

スキーヤーと雪の結晶  ワードで作成 

Sky Drive の 
/スライドショー画面 


