
サザン Vネット通信 
会報第 131号    2017  3月 22日       Email：savn18@yahoo.co.jp  HP：http://2nd.geocities.jp/savn_2/ 

  
本日の SAサロン ●  ボランティア活動保険、29年度会費受付と 29年度交通費支給について改正案の説明 

 
 
 
 
 
 

SAサロン開催 2/22  
 
●  有馬大正琴教室から、有馬朋美さんによる「大正琴」と「ヴィオリラ」の演奏を聴いたあと、出席の皆さんと 
「ふるさと」など 3曲を演奏に合わせて歌いました。  
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した。 

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 これまでの活動 
出席 26名 【現在会員数 84名】 

 

11111111楽しく作る 折り紙教室  3/14 (1～3月)                    

月１回 栂文化会館で開催     しています 

勉強会は第一火曜日に区民プラザで 

サポーター  再確認と配付材料の準備   を 

しました ）  講師：井上和子   

活動 3/14    4名 
1111111111 

 

名 1111喫茶ボランティア  1 2/20,27 3/6,13,20 
御池台「さつき会」で  
(午前 ）2/20,27 3/13  

3/13,20  各4名 

（午後 ）3/6  3名 

                  

 

『泉北近郊ウォーキング』  3/3   

栂・美木多駅→原山公園→庭代公園→藥師寺→ 
妙見山関応寺→フォレストガーデン（枝垂れ梅）→ 
茶山公園→ビッグ・アイ  参加 20名  
ウォーキングと日付が重なった「めだかの学校」を 
終わった    4名    の方が、   途中から参加    されました                       

 
 
  

    

｢パソコン会｣ をサポート 3/9  
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/ 9  3名 

パソコン勉強会  2/23 3/7 
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  
2/23 12名  
3/7   118名  
 

 

『パソコンなんでも解決室     』  3/1,15   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 

3/1  ① ②     :7名   

3/15   ① ②     : 6名  

 

めだかの学校 ♫ 3/3         <歌詞の勉強会>  

南区役所 2F区民プラザで   参加 7名 

課題：「思い出のアルバム」「春の小川」 

 

定例役員会議 3/13… 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 4/10（月）に変更 
 
 
 

3月の作品  ネコ  と  ガク 

13：00 ～ 13：30 ボランティア活動保険、29年度会費の受付 
13：30 ～ 14：00 29年度交通費支給について改正案の説明 
14：00 ～ 15：30 赤坂佳代子さんによる「スローエアロ」 
15：30 ～ 17●    サークル活動（パソコン：インターネット中心に）と各班の打合せ    などを行います 
 

「クリーン作戦」に参加 53/4 
 
「誇れる堺を創る会」/主催の「ゴミ拾い」に 
当 会 と して参加  活動 6名   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
  

 

 

サクラ 

   

ピアノ    ：♪多田景子先生♪に       今月から     新しくアコーディオン：♪山本
やまもと

汎
ひろ

昭
あき

先生♪に 
加  わって頂き 生演奏の     楽しい2時間を過ごしました♪ 参加 170名 活動 11名  

 
                 
 

  
 

『うたごえ広場  』 3/10（第        55回） パンジョホールで 

受付時間前から並ぶ参加者 

170名の参加者で満席の会場 アコーディオン＆ピアノ 演奏 

3/15 

2/23 

3/1 

3/6 

 



 

■ 5月からの                                                              楽しく作る 折り紙教室 は、継続以外に若干名を募集します 

（連絡先  090-8576-1868 太田 まで ） 

 

 

 

 
  

これからの活動      

5/9  6/13  7/11 1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             

 〔問合せ 090-8576-1898 太田 まで〕               ［交］        

3/23  4/6,18  5/18,30    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 その中から１時間で 
13:15   ～14:15 １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 1111111講師になって説明します 
14:15    ～   従来どおり個々の疑 問点を解決するための勉強会     （延長コードが必要な場合は各自持参のこと） 

《インターネットも可能ですが    回線数が少ないのでＳＡサロンを優先に！》       

3/29  5/13,17,31  6/7,17,21  7/5,15,19  『パソコンなんでも解決室 』    栂文化会館 3F で 
◆   5月からは、土曜日 1回    を追加し、月 3 回を予定しています◆   ※   4月は休み 

                    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＞ 

3/27 4/10,17,24              1                                                9:30～11:30   毎週月曜日の午前に活動しています                                     
4/3       1111               14:00～16:00      第一月曜日は午後の活動になります                   ［交］                                                                                                                

4/3（月） 『うたごえ広場 』  ♪パンジョホールで♪ 14時～16 時  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 300円 歌詞集をプレゼントします        
ポイントカードの「招待券」プレゼントは終了しました  4月から新ポイントカードに変わります               
「うたごえ広場」に参加の際は、ポイントカードを必ずご持参ください                       

［交］ 

    ♪めだかの学校♫    5月12日（金）10:30～12：00 南区役所 2F       COCOプラザで                

次回：4月 は休み          課題：「若葉」「高原列車は行く」     〔問合せは 080-3801-7151 金銅まで〕                                                                                                                                                          

4/13  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］                                                                                                                                                                     
4/4（火） 『泉北近郊ウォーキング』 （約 8.5  km）    満開    のサクラを見に行きませんか     
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 光明池駅改札口に集合 光明池運転免許試験場前→陸上自衛隊信太山自動車教習所→ 
今池→黒鳥山公園（花見・弁当）までウォーキングをして 15:00 頃 光明池駅で解散の予定です 

   

☂        雨天場合は 5 日に順延 前日午前 8 時 55 分の NHK  TV天気予報で大阪中部の降水確率が 
1111111111111111111111111111111111111日中（午前/午後いずれか）４５％以上の場合は、翌日に順延とします      
 
4/27（木） 『泉北近郊ウォーキング』          錦織公園のツツジを鑑賞 

9：50 泉が丘駅 南海ﾊﾞｽ 6番乗り場     集合 10:05 発 金剛行きバス   ⇒ 

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： 6月   初旬   長慶寺 （アジサイ  和泉砂川）                                  

11111118月     は 特別企画ハイキング 和泉高原スカイラインを検討中 

〔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 

 

 次回の  ＳＡサロンは 4月 26（水）〔ビッグ･アイで 1～ 5時 〕です 

13：00 ～ 13：30 28年度交通費助成金の支払い（印鑑    をご持参ください） 
13：30 ～ 14：30 若菜流（さつき会）新舞踊 
14：30 ～ 15：30 サザン V ネット通常総会  

通常総会の議案書と出欠葉書は、別途送付します        -5月は 24日（水）です－ 
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