
『歌声喫茶』 4/20  泉ヶ丘の        コミュニティカフェ  「プールヴー」   で 

    会員相互の親睦を図るため「歌声喫茶」 
を開催しました     ♫ キーボード  多田景子 
先生と ♫ フルート清原とも子先生による 
すばらしい生演奏で  ,      みんなで          歌って 
 歌って 楽しい時間を過ごしました 

                               /           参加   ：   会員 32名･ 一般  3名              
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本日のＳＡサロン   ●体操をして ●若菜流の「新舞踊」を観てから 

   ●サザンＶネット通常総会を開催し ●サークル活動をします 
 

 
ＳＡサロン開催  3/28 交通費助成金の支給・年会費納入の受付をして 

●今までに撮った「緑道ウォーキング」写真のスライド上映と 報告事項    
/当会   ホームページの見方の説明のあと  

                                                 ●サークル活動 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

           

 

 

 

 

11111緑道･公園 保全調査活動   & ウォーキング 111111  4/10    
ビッグアイから 桜満開の大蓮公園→竹城公園→荒山公園などを 
                         /ウォーキングしながら 樹木の保全状態 

/を調査して泉ヶ丘駅まで        参加 16名 

                   
 

 

1喫茶ボランティア 44/2,9,16,23 
御池台の「延命荘」で活動 

4/2,16    :午前 3名 
4/ 9,23    :午前 3名･/午後 2名 

 

1｢パソコン会｣1をサポート 4/12  
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 (写真なし)    活動：3名   

/ 

定例役員会議        4/16    … 
ＳＡサロン･    各種教室の運営や会 
の基本事項について区民プラザで 
新役員候補者を交えて協議 

              次回 5/14(月) 

 

これまでの活動          

ハナミズキ 

パソコン塾 → 

パソコン勉強会 4/5,17    
/  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  4/5:25名 /4/17:19名 

 

/出席 41名【現在会員数 88名】 

カーネーション 

ウグイス 

4/5 

4/23 

緑道ウォーキング参加者には毎回メールで
送っている写真を、スライド上映して皆さんに
見てもらいました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/19（土） 西原公園で開催される「みどりのつどい」に サザンVネットは 折り紙指導ブースを出展し 
    11:00～1600     折り紙の指導と 会の PRをします 

5/8 6/12 7/10 11                           11楽しく作る 折り紙教室  (5 ～7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 

5/11,18,25     6/15,22,29     7/6,13,20 1パソコン教室 初歩の初歩        (5 ～7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   〔交通費助成の対象〕                                                               

5/1,17    6/7,14       7/5,19    パソコン 勉強会 （会員を対象・無料）泉ヶ丘/南図書館 3Fで     
    13:00～17:00        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(ＳＡサロン開催の「ビッグ･アイ」では接続できます） 

5/7,21                           9:30   ～11:00                            1喫茶ボランティア       御池台の老人ホーム 「延命荘」で 
5/14,28                         9:30   ～ 11:00      /  13:30～15:30    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       〔交通費助成の対象〕   
5/10 6/14 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〕 2〔交通費助成の対象〕 
  

5/15(火) 1     緑道･公園 保全調査活動 & ウォーキング      （約 12km）                     

  10:00栂・美木多駅前に集合し → 原山公園 → 庭代公園 → 御池公園→ 鉢ヶ峯→ 公園墓地内を通り→ 
/堺自然ふれあいの森 → 公園墓地北口バス停（一次解散 14:26発 ） → 櫻井神社まで ウォーキング 
/しながら ゴミも拾い 樹木の保全状態を調査して 15:30頃 泉ヶ丘駅で解散   の予定です      

▲ 一次解散後のコースは 変更することもあります ご了承ください 
☂ 雨天の場合は 5/16(水)                〔問合せは 090-6205-5746 三木まで〕  

■ 5月からの 1パソコン教室  
初歩の初歩 の受講者募集は 
皆さんのクチコミのおかげで 
泉北コミュニティ掲載日に 12名 
が確定！(キャンセル待ち 3名) 
ご協力ありがとうございました。   

 新入会員です   ♪（＾－＾）/    

福田
ふ く だ

 頼子
よ り こ

さん（堺市赤坂台） 

/どうぞよろしく    

 次回の ＳＡサロンは 5 月 23 日 (水) 〔ビッグ･アイで  1～5 時〕です  
体操 ／都亭 一門による「落語」、合間に     「どじょうすくい」    も予定されています 

         ／サークル活動（パソコン塾・切り絵）  － 6月は 27 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 

これからの活動 

     サザンＶネットについての 
質問・意見・提案などは 

/事務局まで 
 《サザンＶネット事務局 （三木） 

℡ 090-6205-5746 
/メール savn18@yahoo.co.jp 》 

「サザンＶネット通信」担当者： 
川本正子（編集/作成）・ 
秋田（写真/印刷）・藤森（発送） 

 

ハナニラ 

３月 雨で中止になったコースです 

 

/■ 5月からの 11楽しく作る 折り紙教室 は/泉北コミュニティ（4/26 付）で数名を追加募集します。  
    （問合せは 072-292-9655金銅まで） 

 


