
アンケート収集＆編集：広報部　

出　来　事 主管グループ

1位 「地域ふれあい活動」　 地域ふれあい活動チーム

2位 文化祭 文化祭実行委員会

3位 「川柳」MLを賑わす　広報部企画　 広報部

4位 情報通信月間行事（Skyp三元実況中継） SSN,OSS,YNS

5位 「新年を寿ぐ会」　 運営委員会有志

6位 チェリーラブツアー(サロン活動部企画) サロン活動部

7位 大通公園ビアガーデン（サントリー会場） サロン活動部

8位 フォーラム：「セキュリティー被害者にならないために」 サロンイベント部

9位 定期交流会(新入会員歓迎交流ランチ会) 交流会実行委員会

10位 フォーラム：十勝方面美術館めぐり(一泊旅行) サロンイベント部

執筆者ほか敬称略

1

「地域ふれあ
い活動」
(H22.12.11)
執筆者：地域
ふれあい活動
ﾁｰﾑ

文化祭に、近隣のデイサービスに通う皆様がお見えになった事がきっか
けで、地域活動部の中に地域貢献のためのチーム立ち上げを運営委員
会の中で確認し、その名称を「地域ふれあい活動チーム」と致しました。
まず年内にテストケースで開催しょうと、12月11日、サロンに「ろく舎」の
皆様をお招きしました。会場設営・横断幕作成から出し物「絵本の読み
語り」、「尺八・お琴の演奏」、「フラ」を大いに楽しんで頂けた様子でし
た。多くの会員の皆様に協力頂き素晴らしいステージが実現しました。2
回目は3月12日（土）に予定していたところ前日に発生した東北関東大震
災の為、急遽取り止めとしましたが、着実に継続してSSNの行事として
ゆっくりと育てて行きたいと思っています。

2

文化祭
（H22.9.29-
30）
執筆者：松浦

今年度の文化祭は、キャッチフレーズ　‘素敵な出逢い!　輝く人生’　の
大看板のもとに開催。このお祭りに日頃の夢を託し、それぞれの人生で
得た能力を存分に反映させ、実行委員会を中心に周到な計画と準備で
進められました。数々の出店は北海道神宮祭りよりバラエティーに富
み、ステージでのイベントはディズニーランドにも劣りません。青いネッカ
チーフが会場のいたるところで動き回り、久し振りの会員や、外来のお客
様とも会話がはずみました。笑い、飲み、食べ、歌い、踊り・・・。様々な
感動を与えられた文化祭でした。シニアの永い青春は、この日のために
あるのです。

3

「川柳」MLを
賑わす(2月上
～中旬）
執筆者：白蓋

2月はじめ‘川柳で交流’が、メーリングリストで広報部より提案されまし
た。その心は、① 新入会員にSSNの魅力を一発で伝える　②メーリング
リストの活性化を図る　③日ごろの鬱憤、悩み、不満を笑って解消する。
最初もじもじして投稿がありませんでしたが機知に富む席亭が詠み人を
指名。　その後次々と面白い型破りな迷句がメーリングを賑わしました。
川柳人59人、集まった作品約300。　作風は自由闊達、SSNを愛してやま
ない会員の熱い思いがあふれていました。　楽しい仲間意識が確認され
たようです。

4

情報通信月間
行事：Skyp三
元実況中継
（H22.5.21）
執筆者：堀川

総務省主催「情報通信月間」協賛事業参加のためＳｋｙｐeを利用して、シ
ニアネット三兄弟①札幌シニアネット②小樽しりべしシニアネット③羊蹄
ニセコシニアネット　の同時三元生中継をしました。夫々の理事長・会長
をモニターに映し、お互いの顔を見ながら挨拶の交換で開始。②OSSで
は小樽美術館から会員の作品紹介や製作苦労話など。また予め撮って
おいた小樽紹介ビデオも流されました。①ＳＳＮサロンにも大勢の会員が
集まり、生中継が始まると歓声に包まれ、③YNS会長の事務所会場の風
景も写され、三兄弟の絆も深まりました。マスコミからも取材があり札幌・
小樽市民に広く紹介されました。

5
「新年を寿ぐ
会」　(H23.1.5)
執筆者：梅津

‘会費なし、申し込み不要’のお誘いで、新年5日午後1時開始予定がお
昼前から会員が続々と集合。サロンには本イベントの最大の目玉‘クジ
ラ汁’の美味しそうな匂いが充満していました。Ｅ家伝来の正月料理で、
昨年秋に採った貴重な山菜、汁がたっぷり浸みてなんともいい味なので
す。傍にはO家の家宝“家内喜多留”が置かれ、カジメン自慢の漬物や、
さまざまなお酒、自家製のお正月料理などなど山のように届き、飲み、
笑い、食べる、賑やかなこと！その間を、赤い法被のチャッチリーズが、
サロン移転費用を捻出しようと募金箱を持って回ります。総勢60余人4時
間余りの楽しい宴は年男Tさんの閉会の辞で盛会のうちに終わりまし
た。

6

チェリー・ラブ
ツアー
(H23.7.16)
執筆者：杉本

会員のSさんが、趣味が高じて余市で本格的に営む陽寿園へ“さくらん
ぼ狩り”に行きました。快晴の下４０数名が札幌市福祉バスにて出発。現
地では真っ赤に実った“さくらんぼ”を早速一粒。美味しい！“こっちの木
は甘～いよ” 皆満面の笑みで完熟の実を求めて木々を渡り歩きました。
その間サロン活動部の世話役はジンギスカンの準備。飲んで食べて皆
顔がさくらんぼ色。歓声が山に響き渡りました。即興の “種飛ばしゲー
ム”では沢山の集められた景品が提供され、小さな口の女性(誰?)より大
口の男性陣が有利。帰りは土産用のサクランボを籠の中へ、市価の半
値。お腹も心も大満足。初めて出会った会員同士が直ぐ打ち解けられる
素晴らしい一日でした。



7

大通公園ビア
ガーデン
(H22.8.3)
執筆者：前田

太平洋高気圧の勢力が強く連日の記録的な高温続きでシニアにとって
は厳しい日でしたが、開始時間を待ちきれず涼を求めて多くの会員が時
間前から‘大通り公園会場’集まりました。昨年と同様サロン活動部が、
難病連に助成を行う社会奉仕の一環の金券をSSN会員を通じて購入
し、６丁目のサントリー予約席を優先確保。病後療養明けの方や、暫く顔
を見せなかった会員も駆けつけ思いがけない出会いもありました。ビー
ルにおしゃべりにシニアパワー全開。大いに盛り上がりしっかりと暑気払
いされ三々五々解散。みなさん千鳥足ぎみで帰宅されました。

8

フォーラム ：
「セキュリ
ティー犯罪の
被害者になら
ないために」
(H22.11.26)
執筆者：谷

インターネットやメールを利用する者にとって、今や“セキュリティー対
策”は必須条件です｡　ネットやメールに仕込まれたウイルスによって被
害を受けるばかりか、自分が加害者になっているかも知れません。その
脅威の一つは‘スパイウェアー’などプログラムとしてパソコンに入り込
み、アドレスやキャッシュカード等の情報を盗み取り、これが知らぬ間に
他人や自分のパソコン内のデータを消去、書き換えたり甚大な被害をも
たらす結果となります｡　その対策ソフト開発に日夜取り組んで居られる
プロに最新の状況を解説していただき、５０人を超える参加者が真剣に
聞き入っていました｡

9

定期交流会兼
新入会員歓
迎・交流会
(H22.5.25)
執筆者：永井

春の定期交流会は、ＳＳＮ総会後新入会員の歓迎会を兼ねて、ジャス
マックプラザ・ホテルの大広間において開催されました。「交流会実行委
員会」の募集に応え、100名を超す多くの参加者を得て、前年度までの
夜の交流会と一味違った雰囲気の中、ランチをとりながらそれぞれのお
喋りに興じていました。また、昨年の文化祭の模様が放映されたり、新入
会員もそれぞれ個性的な自己紹介。瞬く間に時間が過ぎ、参加者は一
様に満足し和気藹々のうちに散会となりました。　(画像は、秋の交流会のも
のを使いました。）

10

フォーラム：
「十勝方面美
術館めぐり」
（H22.7.22-23)
執筆者：尾崎

出発時にちょっとしたごたごたを解決し、ＮＨＫ前を出発。途中上富良野
は雨模様。最初の目的地は「後藤美術館」、北海道の四季を描いた絵画
に只々感激。富良野の「風のガーデン」に立ち寄る。帯広の「カンバーナ
六花亭」では絵画の鑑賞後、同店限定の団子を購入。‘かんぽの宿’で
の会食は互いの交流の話で沸騰し、道すがら調達した飲み物やつまみ
で幹事さんの部屋で盛大な二次会だ。翌日、「柳月」ではみやげ物漁り。
「音更公園」の花時計が素晴らしく、皆で記念撮影。「神田日勝記念館」
では行くたびに何点か違うものを発見。個人のコレクションとは思えない
程多くの作品が展示されている「福原美術館」を最後に、帰路清水のドラ
イブインで昼食。その夜の‘花火観賞会’組み１０数名とはサロン近くで
別れ、無事解散しました。

作者　（雅号又はイニシャル）

ちょっとだけのぞくつもりが生き甲斐に　 ２６２　（TKさん）

人生の達人揃うシニアの輪　 ３８ 　（AMさん）

喜寿過ぎもシニアネットじゃ若い衆 １９  　（SFさん）

シニアでもパソコン教室ひよこ組 ９４８　（HIさん）

シニアの輪仲間が集う縁（えん）の糸 ９７６  （NKさん）

学習会教えるつもりが教えられ ７８０　（MHさん）

シニアでも女優になれる文化祭　 ８３１　夢子

送信後読んで慌てる誤変換　 １１７　川柳人

ペイントでお絵描きすれば皆ピカソ ５９９　五十雀

パソコンも人を見てから動き出す　 １２　　（KAさん）

シルバー割スッと通れるしわの数 ２４９　（YSさん）

君の名は何度も尋ね嫌われる　　 １１６　サロンパス

戻るはず確定申告払うはめ　 ７３８　（FHさん）

打って良しこころ広がる楽し日々　　 ３６　（JMさん）

また飲めるまた会えるで早１０年　 ３６９　ＳＳＮ人

面白いで賞 グーグルの検索疲れで目がグールグル ６３７　（HUさん）

つぶやきで賞 源氏殿なぜお前だけもてるのか　 ４５０　ひかる

それはないで賞 時遅しこれがあなたの辿る道　　 ９９９　　腹黒

願望で賞 女房にも欲しい定年家事卒業　 ９１９　若声ＢＢ

うそで賞 電気消す頭の中は５７５（ゴーシチゴー） ７９９　（E I さん）

あんまりで賞 お留守番不自由しなくてゴメンナサイ ４２１　恐妻仮面

わびさびで賞 咲き誇る花の香りに癒されて ０９６　（YHさん）

その通りで賞 皆同じ社長も盲腸もおりません　 ７９３　（J Iさん）

見栄っ張りで賞 同期生会うと自覚の我が年齢　　 ００５　豆奴

字余り過ぎで賞 シニアネット老いも若きも新鮮な愛に満ち溢れ ９２３　（EBさん）

安いで賞 年会費月にならせば５００円　 １３３　過労の家老

あなたのお蔭で賞 サロンでは知らない人も打ち解ける ３０６　おくみ

これからで賞 ９０代まだまだ人生これからだ　 ８１１　からおけ　

もうおそいで賞 コロリンと騙され早くも５０年　 ３０７　おむすび

第3位　川柳部門　優秀賞作品　（順位なし）

新会員にＳＳＮ
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ＳＳＮメーリング
リストの活性化
部門

2

日頃の鬱憤、悩
み、不満を笑っ
て解消部門

3

ニュース収集はまずメーリングで一般会員に呼びかけピックアップ。その内容も反映させて運営委員会

(事務局/広報部員を含む）にてアンケート調査。これを人気度の高い順に並べ順位を決定しました。


