
サザン Vネット通信 
会報 135号 2017  7月 17日 Email：savn18@yahoo.co.jp  HP：http://2nd.geocities.jp/savn_2/ 
 
本日の SAサロン  ●大阪府立大学奇術部の宇野さん（代表）他      によるマジックで 

マジシャンは３人、３グループに分かれて間近で見ることができます。 そのあと 
●サークル活動（パソコンを持参して インターネットやメールの勉強をしましょう）、各班の打合せを行います。 
 

SAサロン開催 6/28  
 

●「演奏と唄う会」太田佳一さん他 ハーモニカ、ギター、マンドリンなどによる楽しい演奏で♪「高原列車は行く」     
から「ふるさと」まで 13 曲をみんなで 歌いました♪ その中の「旅姿三人男」では、大政、小政、森の石松を    
井上さん、朝倉さん、北村さん （皆さん会員）が それぞれに歌って拍手喝さいで！会場は、盛り上がりました！  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『うたごえ広場  』【5周年記念】7/14（第        59回） パンジョホールで 
5周年記念のこの日は 200名 近い参加者で大盛況の内に終わりました。 
1部：山本汎昭先生によるアコーディオン、中東圭子先生によるボーカルなど 
2部：全曲リクエストでたっぷり歌い、5周年記念のお礼にお菓子をプレゼントと楽しい 2時間を過ごしました。 

ヒマワリ 

出席 27名 【現在会員数 72名】 

 

11111111楽しく作る 折り紙教室  7/11(5～7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 ） 井上和子講師  
活動 7/11 4名   

1111111111 

 

7 月の作品      

なんだろう 

名1111喫茶ボランティア  7/3,10,17  御池台「さつき会」で 
(午前 ）7/10,17（祝）  3名  （午後 ）7/3     2名 

                  

 

｢パソコン会｣ をサポート 7/13  
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 7/13 2名   

『パソコンなんでも解決室     』 7/5,15 (5～7月)  
栂文化会館で    新たに 土曜日を追加    月3回で  開催  
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 7/5① ②:  3 名   

7/15① ②:4名   
 

パソコン勉強会  7/4  

泉ヶ丘/南図書館 3 F で      月２回      開催  
  最初の 1 時間に    「Word 基礎講座」を開催                      
そのあと 従来どおり教え合いをしました  

参加  
7/4     
24名 

  
 

 

定例役員会議 7/10… 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 8月は休み 
 
 

 これまでの活動  

5周年記念のお礼に 
お菓子を配り、 
大変喜ばれました！ 

大入り満員のパンジョホール 

アコーディオンの演奏と 
ボーカルを聴きました 

 

活動 12 名   

参加 198名 

 

「うたごえ広場」のミーティング ハーモニカ、ギター、マンドリ の演奏 

 

そのあと 
 
●うたごえ広場ミーティング 
パソコン（インターネットやメールなど）を 
行いました。 
 

  

 

めだかの学校 ♫ 7/7(5～7月)   

<歌詞の勉強会> 南区役所 2F区民プラザで     
課題：「リンゴの唄」「長崎の鐘」 参加 10名 

 

 



 
■ 9月からの1楽しく作る 折り紙教室1 は、若干名の募集をいたします。〔問合せ 090-8576-1898 太田 まで〕 
 
 次回の ＳＡサロンは 8月 28日 (月) 〔ビッグ･アイで 〔1時 30分～4時 30分〕です 
 
「クローバーズ」によるチアリーディングを予定しています。 

そのあと サークル活動 （パソコン：メールとインターネットを中心に）、 
各班の打合せなどを行います。            ―9月は 15日（金）です― 

 

これからの活動 ［交］：交通費支給対象の活動 
 
9/12 10/10 11/14 1楽しく作る 折り紙教室  （9～11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 

  ＜8月は休み＞                                      〔問合せ 090-8576-1898 太田 まで〕    ［      交］ 
 
7/18 8/3,24 9/1,19 パソコン勉強会・Word基礎講座（会員を対象・無 料）泉ヶ丘/南図書館 3 Fで 

時間…13:00～13:10 パソコンの準備  13:10 ～14:10 Ｗoｒｄ基礎講座 

7月18日…「表を使った実用的な書類」 8月3日…「上手な印刷のコツ」 ヘッダー・フッター、拡大/縮小印刷  
8月24日…「イラストや写真入りのチラシ・ポスター」  ワードアート、クリップアート  
14:10～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！》   

 
7/19＜8月は休み＞ 9/6,16,20 10/4,14,18 11/1,25,29  『パソコンなんでも解決室 』 （9～11月)  

       土曜日 1 回追加して月 3 回で開催   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 前払い制に変更 
メールでの問合せは E-mail : savn18@yahoo.co.jp  〔問合せ･予約は 090-3359-6494 北谷 まで〕    ［交］              
 
1喫茶ボランティア  御池台「さつき会」の喫茶室で 
7/24 8/14,21,28  9:30～11:30   毎週月曜日の午前に活動しています 
8/7             13:30～15:30    第一月曜日は午後の活動になります                      ［交］ 
 
8/18(金)『うたごえ広場 』     大きな声で歌えば♪ 健康によし！ ストレス解消によし！                  
 
パンジョホールで  14 時～16 時  受付開始 13:30～ 参加費 500 円  初めての方は「うたごえ広場 」に 
入会ください 入会費 300 円 入会時に「Ｍｙ 歌詞集」をプレゼントします  歌詞集は会員証の役目をします   
旧歌詞集は 100 円で現在の歌詞集に交換いたします    得点 ポイントカード １０回参加すると 
「無料招待券」を差し上げます  次回 8 月の特集「終戦記念」にちなんだ選曲と朗読があります  ［交］                                      

♪めだかの学校♫ ９月 1 日（金）10:30～12：00 課題：「旅愁」「村まつり」 南区役所 2FCOCOプラザで    
                     〔問合せは 080-3801-7151 金銅まで〕 
 
 
  

 

 
8/10   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］           
 
    
 

 
8/22（火） 夏の特別企画     ◆    いよやかの郷   バーベキュー ◆ 

◎ 今回はバーベキューの予約が必要ですので、7 月 25 日 までに、参加申込をお願いたします。 

集合場所  いよやかの郷 送迎バス…泉ヶ丘発（ビッグアイ連絡橋下）9:55  光明池発 （高架下交番付近）10:05 
和泉中央発（タクシー乗り場奥）10:20 ⇒いよやかの郷 11:00 前 

解散場所  いよやかの郷 14:00発の送迎バス ⇒和泉中央駅、光明池駅、泉ヶ丘駅の順に停車 
ル ー ト  滝めぐり 希望者のみ（大威徳寺 → 一の滝、二の滝、錦流の滝…往復 2 ㎞）  
参 加 費  バーベキューのみ 2,800 円＋貸し切りﾊｽ゙代 700 円  風呂付 3,500 円＋貸し切りﾊｽ゙代 700 円  

送迎バスは 28 人乗りの為一人 700 円の追加料金が必要、参加人数が少ないと乗り合いバスで無料です 
食材持込禁止 但し 飲み物は持込可能 （酒、ビールを含め）ですので、各自持参の事 
飲み物の購入や材料の追加は現地で可能ですが、各自負担願います 

参加申込  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 自分の名前を  
パソコン…    Eメールsavn18@yahoo.co.jp                                     記 入ください） 
電話…090-6205-5746 三木まで  乗車駅 又は現地直接かを連絡ください                          
キャンセルは、３日前 （１９日）までに連絡願います    ☂ 雨天決行 (バーベキュー場は屋根付き)  

                                 

〔問合せは 090-2112-1226 
 武田 まで  〕   

＜８月は休み＞ 
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