
 

 

会報 第 68号  2011  11/30  Email：savn18@yahoo.co.jp  URL：http://www.geocities.jp/savn18/ 
 

本日のＳＡサロン  ●体操をして ●「ほっとけないネットワーク」 すまいるセンターの西上 孔雄さんの
お話を聴いたあと  ●サークル活動 (パソコン塾・切り絵)をします 

 
 

/ＳＡサロン開催 10/26     ● ｢災害に備えて｣ 堺市生涯学習まちづくり 
出前講座を聴いたあと ●サークル活動 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                            

         

 

                                 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111楽しく作る 折り紙教室  11/8 ( 9 ～11月)   
 
毎月１回 栂文化会館で開催 (午前中には教え方の 
再確認と配付材料の準備をしている)         

                                                          講師：川口   

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

  

  

これまでの活動          

   出席 29名【現在会員数 91名】 

折り紙サポーター勉強会 10/26  

ＳＡサロンの午前中に  
翌月の折り紙教室作品を練習  参加：   8名 
  

  喫茶ボランティア      御池台の「延命荘」で 
 

/10/31,11/7,21午前 各 3名と 
       /11/21午後 2名が活動      

 〈11/14, 28は 延命荘の都合で休み〉 
 

                            
      

1    パソコン教室 初歩の初歩  ( 9 ～11月)    ［シニアを対象］ 和泉シティプラザ 

11/11 第 8回  
講師:東山 ｻﾎﾟｰﾀｰ:18名  

11/18 最終回   
講師:三木 ｻﾎﾟｰﾀｰ:18名  

11/4 第 7回  
講師:秋田 ｻﾎﾟｰﾀｰ:17名  

パソコン勉強会  11/2,17                   

泉ヶ丘/南図書館 3Fで              
/月 2 回 個々の疑問点 
/を解決するための勉強 
/をしています/ 

/ 参加       11/ 2:16名    

////11/17:18   名 
     

 

1｢パソコン会｣1をサポート 11/10 

和泉市立北部総合 
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 

           

定例役員会議 11/21 … 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:12/12     (月) 

 

ノジギク コギク 

インターネット勉強会 110/31   
ビッグ･アイ 小研修室 6で 
インターネット・メールを 
/      中心とした勉強を 

/しています        
/ 

/参加 21名 

 

 

健康体操 → 

出前講座 

←パソコン塾 

↑切り絵サークル 

11 月の作品 

クリスマスの 飾り 

     緑道･公園保全調査活動 & ウォーキング   11/25 

ビッグアイから 茶山公園→槇塚 
公園→晴美公園→高倉公園 
→三原公園をウォーキング 

しながら ゴミも拾い 
/樹木の保全状態等を調査して 

パンジョで解散しました         
参加：14名 

 

晴美公園 

11/21           

11/17 



 

 

■ 1月からの「   1パソコン教室 初歩の初歩   」は、泉北コミュニティ（12/8付）で 受講生を募集します。 
  会員のみなさんの事前のクチコミも、よろしくお願いします。 〔問合せは 090-3702-7530 秋田まで〕 
 
■ 1月から 「111楽しく作る 折り紙教室 」が始まります。 〔問合せは 072-292-9655 金銅まで〕 
  
■ 「延命荘」での 1喫茶ボランティア    活動者募集について … 喫茶ボランティア活動日は月曜日で、 

午前の活動が毎週、午後の活動は第２・第４週です。   活動日・活動時間は上記のとおりですが、 
毎回ではなく、希望日を聞いて 月に一度でも活動いただける方を募集します。 

なお、「延命荘」館内の防火工事のため１２月の喫茶ボランティアは休みになりますが、来年１月 
から再開します。   問合せは、 ボランティア班（090-5252-2236 川本敏）まで ご連絡ください。 

  
■ 忘年会のお知らせ…サザン Vネットでボランティア活動等をしていただいている会員の皆様の親睦 

のために忘年会を開催したいと思います。 １２月２０日（火） １３時～１５時 
泉ヶ丘駅前「チャイナ厨房 じゅらく」  会費３０００円(料理＋ソフトドリンク) 酒類希望者は別途加算 

出席の方は 12月 3日までにご連絡ください。〔連絡・問合せ 090-6205-5746 三木まで〕 

 

 

 
 
● 緑道ウォーキングなどで撮った写真を使い、写真と文章で泉北を紹介するブログが出来ました。 
        「緑いっぱいの泉北ニュータウンを紹介」または「midorinosenboku」で検索できます。 

 

 

 

 

 

1/10  2/14  3/13   1111楽しく作る 折り紙教室  (1 ～3月)    栂文化会館 研修室または第 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 

1/13,20,27         2/3,10,17         3/2,9,16  1パソコン教室 初歩の初歩        (1 ～3月)   和泉シティプラザ 4Fで 
     9:30～11:45              ●サポーターとして 皆さんの活動をお願いします 〔交通費補助の対象〕 
 
12/1,15  1/17,24  2/7,16     パソコン 勉強会 （会員を対象・無料）泉ヶ丘/南図書館 3Fで     
    13:00～16:00   個々の疑問点を解決するための勉強会で パソコン持参です 
                                                                  (インターネットは つながりません) 

● パソコン教室サポーターで 都合がつく方は 指導の応援を お願いします     
                            

2/ 未定   インターネット勉強会（会員を対象・無料）「ビッグ･アイ」小研修室６で 
13:00～14:30  14:30～16:00  インターネットとメールを中心とした勉強会で パソコン持参です 

＊ 2 月開催日・詳細は   決まり次第 メール・会報でお知らせします  〔問合せは 090-6205-5746 三木まで〕       

12/ (延命荘が工事のため休みです)   1喫茶ボランティア      御池台の老人ホーム 「延命荘」で 
9:00   ～11:30      /  13:00～16:30   ※ 午前は毎週（月） 午後は第２･４週（月）です 

                        問合せは ボランティア班(090-5252-2236 川本敏)まで  〔交通費補助の対象〕 

12/8   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）をサポート 
13:30～15:30 〔原則として第２木曜〕   〔問合せは 090-3702-7530 秋田まで〕   〔交通費補助の対象〕 

12/3（土）  誰もが参加できる活動として 誇れる堺を創る会主催「クリーン作戦」に当会として参加します 
  9:30泉ヶ丘駅前に集合し 栂・美木多駅までの泉北１号線側道のゴミを拾いながら 11:30南区役所まで 
歩きます（ゴミバサミ・軍手・各自持参） 雨天の場合 12/4(日) 両日雨天の場合は中止     〔交通費補助の対象〕 

1/15(日) 1     緑道･公園保全調査活動 & ウォーキング   を実施します 〈12月は緑道ウォーキングありません〉    
コース途中の「福徳寺」で、勇壮な「火渡り」を見る予定をしています。 〔問合せは 090-6205-5746 三木まで〕 

これからの活動 

  次回の ＳＡサロンは 12 月 21日 (水)〔ビッグ･アイで  1～5 時〕です。 
体操 ／ 「これからの人生をどう生きていくか」  

ＮＰＯ法人 生きがい大阪 理事長 田畑   卿子さんのお話を聴きます 
／ サークル活動 (パソコン塾・切り絵) ／  －1月は 25日(水)です－ 

 

Bb                                                             

吊るし柿 

     新入会員です   どうぞ よろしく   ♪（＾－＾）/ 

      岸野
きしの

     悦子
えつこ

（堺市御池台）  本田
ほんだ

     由美子
ゆみこ

（堺市御池台）  松本
まつもと

    昌子
まさこ

（堺市茶山台） 

 サザン V ネットの ホームページは サザン V ネット 

 

検 索 

http://blog.goo.ne.jp/midorinosenboku

