
サザン Vネット通信 
会報第127号    2016      11月14日       Email：savn18@yahoo.co.jp  HP：http://2nd.geocities.jp/savn_2/ 

  
              ＜11月の SAサロンは「10 周年記念行事開催」のため  お休みになりました＞ 

            
SAサロン開催 10/13   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

名1111喫茶ボランティア  1 

10/17,24  11/7  御池台「さつき会」で  
(午前 ）10/17  各 4名   １10/24  3名  （午後 ）11/7  3名 

 

 

『うたごえ広場  』   10/14（第50回）  パンジョホールで 
今月の「うたごえ広場」は、前月を大幅に上回る     ♪172名と 

♪入場者数が 
今までの最高に 
なりました！♪  

 
 

 

定例役員会議 11月休み… ＳＡサロン･教室の運営や会の基本事項について区民プラザで協議  …  次回 12/12（月） 

 
 

11月の作品 
ポインセチアの  リース 

 『泉北近郊ウォーキング』 10/18  
  
 
  

    

● 元会員 岩本樹雄さん  「終活に際しての自分史」の 
お話を聞いたあと ● サークル活動 （パソコンなど）・ 
各班の打合せを行いました。 

 

   

パソコン勉強会  10/20 11/10 

個々 の疑問点・泉ヶ丘/南図書館 3 Fで 
月２回  個々 課題などを聞き取り、１時間で 
解決できるもの・共通     で勉強になるものを 
抽出し熟練者が           説明しました。そのあと 
従来どおり教え合いをしました 
参加 10/20 20名 11 /10 18名   
 

出席 23名  
【現在会員数 84名】 

 

『パソコンなんでも解決室     』 10/19 11/2 
栂文化会館で パソコンの操作・トラブルの 
相談に対しアドバイス・解決しました 
 ① 13 : 15 ～ 14:45 ②   15:00 ～ 16:30  
活動 10/19 ① ②     :5名  11/2 ① ②     : 6名  
    

 

 

11111111楽しく作る 折り紙教室 11/8 (9～11月)                    

月１回 栂文化会館で開催しています （午前中には 
区民  プラザでのサポータ 111再確認と配付材料の準備 
をしました ） 9月から、井上和子先生に講師として 
ご指導いただくことになりました  活動 11/8  ：4名 
4名 

1111111111 

 
｢パソコン会｣ をサポート  10/13   
 
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 10/ 13  3名   

10 周年記念行事準備委員会  11/7 

ロビーで休憩 の様子 

岩本樹雄さんによる講演 

9/26 11/76

10/19 

南区役所 2Fで 
10周年記念行事に 
関する準備と当日の 
役割などの確認を 

しました 
活動 8名 

 

10/20 

11/2 

これまでの活動  

深井駅→野々宮神社→ 大鳥大社→ 
ﾊﾞｽに乗車⇒浜寺公園（バラ園散策）→ 
阪堺線に乗車     利昌の杜見学→ 
開口神社→堺東駅 
参加 24 名 

 

めだかの学校 ♫ <歌詞の勉強会>  
南区役所 2F 区民プラザで 参加７名 

11/11 課題：「もずが枯れ木で」「ローレライ」  

 

1 活動  12名 
 



  

 

 

 

 

          

これからの活動      

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 泉ヶ丘駅いずみがおか広場に集合し、泉北１号線側道のゴミを拾いながら南区役所前まで歩きます 
解散 11：30 〔ゴミばさみ・軍手 各自持参〕 ☂ 雨天の場合は 12/4 (日) ☂ 両日雨天の場合は中止  ［交］                               

11/22  12/7,20  パソコン勉強会 （会員を対象・無 料）泉ヶ丘/南図書館 3  Fで             
13:0 0～13:15 教えてほしいと思うことを聞き取りします 質問・課題のある方は 13:0 0に来てください   
13:15～14:15 聞いた内容の中から１時間で解決するもの 共通で勉強になるものを選び 

       教えられる人が講師になり説明します    
14:15～14:15 従来どおり個々の疑 問点を解決するための勉強会 《インターネットも つながります》 

（パソコンと共に 延長コードが必要な場合は各自持参してください） 

11/16  1/25  2/1,15  3/1,15,29  『パソコンなんでも解決室 』  （9 ～11月)  栂文化会館 3F で 
1回目 13:15～14:45  2回目 15:00～16:30  相談料は 1単 位 90分で 1000円 

メールでの問合せは E-mail : savn18@yahoo.co.jp  〔問合せ･予約は 090-6205-5746 三 木 まで〕 ［交］   
 

1喫茶ボランティア  御池台   「さつき会」の喫茶室で ＜活動：各 4名＞ 

11/21,28  12/12,19,26 11119:30～11:30   毎週月曜日の午前に活動しています                                     
12/5        1111           14:00～16:00     111 第一月曜日は午後の活動になります                ［交］                                                                                                                

11/23(水・祝 )        12/16（金）『うたごえ広場 』  ♪パンジョホールで♪ 受付 13:30～ 会費 500円 

初めての方は「うたごえ広場」の会員に入会ください  入会費 200円 歌詞集をプレゼント 
12月から、ポイントカードが１０回（１回プレゼント）達成者の方から順次に「会員証」の更新を行います 

12月に 10回達成見込みの会員の方は、 申請   の  受付を 10月から 実施しています           ［交］ 
♪めだかの学校♫  (12月はお休み)           〔問合せは 080-3801-7151 金銅まで〕                                                                                                                                                                                                    

11/24 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  「パソコン会」は 第2木曜日に開催しています 
  サポーターの方よろしくお願いいたします                      〔問合せは 0725-56-3803 丸山まで〕   ［交］                                                                                                                                                                     

11/25（金） 『泉北近郊ウォーキング』 （約 6.7    km）      モミジの名所をめぐります 

ウォーキングに参加の方  は、 当日お渡しする等の印刷数を無駄にしないために実施前日午前中までに 
参加連絡をお願いいたします。連絡なしでも参加できますが、資料が不足した場合はご了承願います 

 

泉ヶ丘周辺の方は、8：20 泉ヶ丘駅    南海バス 6番乗り場に集合（8：35 発    南海バスに乗車）⇒ 
金剛駅 9：10 着…（南海電車に乗車）金剛駅 9：14 発→河内長野駅 9：19 着→●に続く 
和泉市の方は、中百舌鳥駅で乗り換え河内長野行きが安く、 南海河内長野駅 1階  ﾊﾞｽ案内所前 9：20 
までにお越しください●河合寺→観心寺（昼食）→延命寺→神ケ丘口ﾊﾞｽ停（14：30 発 南海バスに乗車）
⇒美加の台駅…（南海電車に乗車）→河内長野駅→金剛駅 15：20 頃に解散の予定です 

金剛駅から泉ヶ丘駅行きﾊﾞｽに乗車予定   
河内長野駅から光明池駅行き、泉ヶ丘駅行きバスがあります 

参加連絡：携帯電話・スマホからは、 C メール（SMS メール）が便利です 090-6205-5746 三木まで 

（自分の名前を記入ください）   パソコン            からは、Eメール savn18@yahoo.co.jp   
                      電話では、090-6205-5746三木まで     ☂        雨天場合は  中止 

今後の予定：（12月の予定はなくなりました 2月、3月は日程変更の可能性があります） 

         1月 15日  櫻井神社～福徳寺（火渡り   ）～多治速比売神社 
            2月 28日  フォレストガーデン（紅白枝垂れ梅） 
            3月 16日  和泉市春木町春日神社（ツバキ 大阪府指定天然記念物） 

  次回の  ＳＡサロンは 12 月 21日（水）〔ビッグ･アイで 1～ 5時 〕です 

10周年記念 CD の内容と見方について説明    を予定しています  

／ そのあと サークル活動 （パソコンなど）／各班の打合せを行います   
- 1月は 18日（水）です － 

 
 

                                                                                                                                                                                            

 
 

〔問合せは 090-5252-2236 
        川本敏まで  〕   

■ 会報では、11月号  のあと、「10周年記念特集号」を発行します。 
10周年記念で行われたイベントなどを、いつもより       大きい写真にして 

その日の雰囲気を楽しんでいただける      「特集号」を予定しています。 

 

［交］：交通費助成対象の活動 

 

：交通費助成対象の活動 
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