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本日の SAサロン ●日本伝統文化の一つ狂言を題材に   「狂言のワークショップ」を 

大和座狂言事務所 比嘉     峯宰  さん ほか 4名によって演じます。 ＜開演 13：15 予定＞ 
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。 

 

 

  
 

 
 

SAサロン開催 12/21  
  

●10 周年記念 CDの内容と見方について説明のあと、 
サークル活動（パソコンなど）各班の打合せを行いました 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 これまでの活動 
出席 24名 【現在会員数 84名】 

 

狂言鑑賞入門講座大和座   

一  狂言のなりたち 猿楽      （申楽） 能楽（能と狂言の総称） 
二  狂言の上演形式 能 ： 歌舞劇 主人公は（シテ）歴史上の人物 
三  狂言の登場人物 狂言：台詞劇 11  1主人公は歴史上の人物 
四  狂言「盆山」を読む                           会場の皆さんでシテ方の謡い方をまねる（歌詞のプリント有） 
五  狂言小謡「雪山」を謡う  メインエベント 本日のシテと脇による実演 

 

 

11111111楽しく作る 折り紙教室  1/10 (1～3月)                    

月１回 栂文化会館で開催しています （午前中には 
区民  プラザでサポータ 111再確認と配付材料の準備 
をしました ） 講師：井上和子  活動 1/10  ： 4名 

1111111111 

 

1月の作品  つる ＆つるのリース 

名1111喫茶ボランティア  112/19,26  1/9,16 
御池台「さつき会」で  
(午前 ）12/19,26 各 4名  （午後 ）1/9   3名 

                

 

スタッフの皆さんと和やかな喫茶風景 

月 4 回  御池台    「さつき会」で活動 を 行っている 
喫茶ボランティアでは、      昨年 12 月の最終 26 日で、 
   53 名    と        今まで最高  の利用者を記録   しました。    

また わずか    4 名のスタッフで対応とのことでした。 

『うたごえ広場  』  1/11（第        53回） ♪パンジョホールで♪ 
 

  
 

 

参加 123名   
活動 11名 
 

 『泉北近郊ウォーキング』 1/15  
この日は、最低-0.1℃ 最高  ５℃の中 ウォーキングと福徳寺の「火渡り」に皆さん元気に参加されました。                          

 
 
  

    

定例役員会議 1/13… 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  …  次回は 2/13（月） 
 
 

｢パソコン会｣ をサポート   1/12    
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    
活動 1/ 12  3名 

パソコン勉強会  12/20  

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  12/20  18名  

 

めだかの学校 ♫ 1/6 <歌詞の勉強会>  
南区役所 2F 区民プラザで 参加 10名 

課題：「今後の運営について」」 

 三木会長・川本敏副会長の参加を頂き 
良いスタートになりました。 

コタツ＆ 
ネコ＆冬景色 

栂・美木多駅→ 
伏見稲荷大社→ 
福徳寺（火渡り）→ 
多治速比売神社→ 
竹城公園→ 
泉ヶ丘駅  
 

金曜日開催が多いうたごえ広場ですが、今回は水曜日で正月明けにも 
かかわらず、予想以上の参加者になりました。  参加 10回達成でもらえる 
「招待券」を 20人の方が利用されました。 

川本敏さんの持つ矢は、放たれた矢を 
見事キャッチして手にいれたものです！ 

参加 19名 

1月９日 1月９日 

これから「火渡り」しようと
される会員！ 



 

■ 喫茶ボランティア   「パソコン会」 活動者の募集について…「喫茶ボランティア」では  御池台の 

「さつき会」で、毎週月曜日 午前 9：30～11：30        / 第一月曜日だけ 午後 14：00～16：00                  午前・午後 

各4名で活動します。 希望日を聞いた上 月に一度でも活動できる人 にお願いしています。 

「パソコン会」は、月に一度 第二木曜日に和泉市立北部総合福祉会館で開催、ここで勉強をしている 

皆さん（障がい者等）をサポートする活動で、会員の方によるサポートをお願いします。 

問い合わせは ボランティア班［090-5252-2236 川本敏まで］ 

 

 

 

 

 
 

これからの活動      

2/14 3/14 1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          ［交］             

1/24  2/9.23  3/7.23   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 質問・課題のある方の聞き取りをしますので 13:0 0に来てください   
13:15～14:15 その中から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 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111講師になって説明します    
14:15～14:15 111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） 

1/25 2/1,15  3/1,15,29  『パソコンなんでも解決室 』  （1 ～3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＞ 

1/23,30 2/13,20,27 11                     119:30～11:30   毎週月曜日の午前に活動しています                                     
2/6       1111               14:00～16:00     111 第一月曜日は午後の活動になります                ［交］                                                                                                                

 2/10（金） 3/10（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します  ［交］ 
3月までにポイントカードが１０回（１回プレゼント）達成者の方には、申請の受付と「会員証」の更新を 

                 順次行っています   ♪めだかの学校♫  2月3日（金）10:30～12：00 南区役所 2Fで 
                    課題：「朝はどこから」「南国土佐を後にして」 〔問合せは 080-3801-7151 金銅まで〕                                                                                                                                                        

2/9 3/9  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］                                                                                                                                                                     

2/14（火） 『泉北近郊ウォーキング』 （約 6.6    km） ツバキ   を見に行きます！（大阪府指定天然記念物）      
 
ウォーキングに参加の方  は、 地図・資料等の印刷数を無駄にしないために実施前日の午前中までに 
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 

 

10：00          和泉中央駅  に集合 中央公園→内田町→春木町→春日神社（ツバキ観賞・弁当）→つくしの公園→ 
ららぽーと和泉  までウォーキングをして 14:00頃   解散予定です 

  帰りのバス： ららぽーと和泉発       ⇒ 和泉中央駅行き  …  14：27,57発 / 15：27,57発 
なお バスの時間まで ららぽーと和泉でショッピングやお茶など楽しんではいかがでしょうか 

参 加 連 絡： 携帯電話・スマホ…     Cメール（SMS メール）が便利です  090-6205-5746 三木まで （ 注・必ず 

パソコン…    Eメール savn18@yahoo.co.jp                  自分の名前を記入ください） 
111111111111                                                                                                                          電話… 090-6205-5746三木まで  

  
今後の予定： 3月 3日（金）  フォレストガーデン（紅白枝垂れ梅） 
             4月 4は（火）  黒鳥山公園（桜）                     
 

  次回の  ＳＡサロンは 2 月 22（水）〔ビッグ･アイで 1～ 5時 〕です 

有馬大正琴教室から「大正琴」の演奏を予定しています ／ そのあと 

サークル活動 （パソコン）／ 各班の打合せ  などを行います      -3 月は 22 日（水）です － 

 
 

                                                                                                                                                                                            

 

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

［交］：交通費助成対象の活動 

 

：交通費助成対象の活動 

 

☂        雨天場合は  中止 
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