
サザン Vネット通信 
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本日の SAサロン 

13:30～14:00  三木会長のお話「地下はどの様に利用されているか？」 
14:00～      南大阪チアリーディング「クローバーズ」の皆さんによるチアリーディング   
● 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）、各班の打合せなどを行います。 

 

SAサロン開催 7/17  出席 29名【現在会員数 72名】 
 

● 大阪府立大学奇術部の皆さん 4人 によるマジックを、３グループに分かれて披露、 
間近で見るマジックを十分楽しみました。 

● サークル活動  

(パソコン：インターネットや 
メールを中心に) と各班の 
打合せなどを行いました。 

                                                   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

夏の特別企画 ◆    いよやかの郷   バーベキュー ◆ 8/22  
 
泉ヶ丘駅（送迎バス）⇒いよやかの郷→バーベキュー 
滝めぐり「一の滝、二の滝、錦流の滝」→ 
いよやかの郷（送迎バス）⇒泉ヶ丘駅  参加 23 名 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでの活動  

名1111喫茶ボランティア 7/24  8/7,14,21 

 御池台「さつき会」で 
(午前 ）7/24 8/14,21,   3名  

（午後 ） 8/7は台風接近のため休止  

 

パソコン勉強会  7/18  8/3,24  
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 7/18  24 名  8/3  22 名  8/24  27 名 

  
  

 

ツクツク 
ボウシ 

 

定例役員会議 8月は休み… 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…次回は 9/4（月） 
 
 
 

朗読中の 
脇家 和美さん 
（うたごえ会員） 

『うたごえ広場  』 8/18（第  60回） パンジョホールで 

 

満員のパンジョホール 

 ♪この日は、特集「終戦記念日」 にちなんだ歌から始まり 
うたごえ広場で初めての朗読を、脇家和美さんによって 
行われました。  このあと今月をもって終わることになり 
ましたアコーディオンの山本汎昭先生最後の演奏と共に 
2 時間たっぷり楽しみました♬ 参加 175 名 活動 12 名 

♪ 

『パソコンなんでも解決室     』 7/19 (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 7/19 ① ②:  4名     
  

 

 

トランプ・スプーン・ロープ などのマジック 

｢パソコン会｣ をサポート 8/10  
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 8/10  3名   

バーベキューに 
会話が弾みます！！ 

7/15 7/19 

7/18 

7/24 



 
 次回の ＳＡサロンは 9月 15日 (金) 〔ビッグ･アイで〔1 時 30分～4 時 30分〕です 
 

 ヤクルト健康教室 「落語講座」のビデオを予定しています。 

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。             

―10月は 26日（木）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ｌす 

                                                  〔問合せ 090-8576-1898 太田 まで〕        ［      交］ 
 
9/1,19  10/5,19 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 イラストや写真入りのチラシ・ポスター  

9月 1  日… 「テキストボックス、吹き出し」  9月19日…「背景、ページ罫線、文字をワードアートに変換 」    
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！》  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
9/6,16,20  10/4,14,18  11/1,25,29  12/6,13,16  『パソコンなんでも解決室 』 （9～12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  〔問合せは 090-2112-1226 武田 まで  〕                   

9/25 10/16,23,30  9:30～11:30   毎週月曜日の午前に活動しています 
10/2                14:00～15:30    第一月曜日は午後の活動になります ※ 午後の時間が変わりました    
 
活動休止のお知らせ：8月 28日～9月 18日まで延命荘の都合で休みになりました              ［交］ 
 
                   

 
9/6(水)『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！    ［交］              
 
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    特典 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 ♪めだかの学校♫ ９月 1 日（金）10:30～12：00 南区役所 2FCOCOプラザで                                                                                           

                            課題：「旅愁」「村まつり」   〔問合せは 080-3801-7151 金銅まで〕  
 
 
 
              

 

 
9/14   10/12 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］           
 
    
 

 
9/22（金） 『泉北近郊ウォーキング』 （約3 km） ◇ 犬鳴川の渓流を歩き 七宝龍寺・行者の滝のコース ◇ 

泉ヶ丘駅北側（コノミヤ側） 南海バス 2 番乗り場 8：30 分集合 8:50発 津久野行きに乗車 
泉ヶ丘駅（南海バス）⇒ 津久野駅→ （阪和線）鳳 乗り換え→日根野駅 10:01着 ﾊﾞｽに乗車 10:22発⇒ 

犬鳴山バス停 10:42 →  山道入口→犬鳴山不動明王→ 塔の滝→難切不動明王→ 七宝龍寺→ 

行者の滝（引き返し）→ 七宝龍寺（昼食）→ 犬鳴山バス停 14:50 発に乗車⇒日根野駅 15:33発→   

津久野駅 15:59着 津久野駅 16:05 発のバスに乗車⇒ 泉ヶ丘駅 16:40 着  
津久野駅・鳳・和泉府中の駅から直接乗車の方は、その旨連絡をお願いします  

各駅の発車時間は ＜津久野駅発 9:35 / 鳳駅発 9:41 / 和泉府中発 9:46＞   
実施前日午前中までに、参加される方はお手数ですが、下記の方法で連絡をお願いいたします  
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            ☂ 雨天の場合は 中止 

今後の予定 10 月下旬 和泉環境リサイクル公園（コスモス）  
        11 月中旬 願昭寺（南海高野線千代田駅）（五重塔）と滝谷不動尊     
           12 月初旬 泉ヶ丘緑道と高倉寺                            
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