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● サザンプラザの利用時間
Open

● ご意見

印西市原山３－３

お問い合わせは

T E L 4 5 － 0611・ 2
F AX 4 5－ 0613

Closed

9 : 00am ～ 9 : 00pm

休館日の
お知らせ

〒270－
－1341

2014.8.10

★ 8月の休館日 14日(木曜) 15日(金曜)と 28日(木曜)
※８月１５日（金曜）は、夏季特別休館日です。
★ 9月の休館日 11日(木曜) ２5日（木曜）

◎貸室の空き状況はホームページをご覧下さい
◎ホームページでは、カラー版でご覧戴けます

“ふれあいの日”(8/3)
盛況でした！

いんザイ君と踊ろう！

そーめん試食

サザン記録に挑戦の結果
輪ゴムつなぎ：17個
新聞紙切り ：188ｃｍ

無料のかき氷コーナー
印西ゆめ太鼓

夕涼み・大人の時間

ミニフリマ

昼下がりのコンサート

夏季期間中の(幼児～小学2年生)対象

中庭特設プール開放について
昨年試験的に実施した夏季の「幼児・小学2年生まで」を対
象とした「ビニールプール開放」を、今年も下記日程で実施
しています。
日程：8月11日(月)、8月18日(月)‥の2日間
時間：12:30～13:30 の1時間
※参加者は、保護者付き添いと、当日の
お子様の健康をチェックする「健康
カード」に必要事項を記入、署名して
いただくことなどの条件があります。
詳細は、窓口にお問い合わせください。
◇異常渇水警報発令など、水道使用に際し警報が発令された
場合には中止させて頂くこともあります。

☆ 節電ご協力のお願い ☆
平成26年７月1日から、全国的な節電協力の呼び
かけに対してサザンプラザは、前年同様下記の対
応と致します。
皆様のご協力をお願い致します。
・夏季期間冷房温度 28℃
・冬季期間暖房温度 19℃
・照明の間引き＆減灯
（不要箇所の消灯)
中央駅南地区の人口と世帯数 (H26.7月末現在)
地

区

人口

世帯数

サザンプレス
配布部数

内野地区

3,863

1,799

1,705

原山地区

3,661

1,371

1,280

戸神台１丁目

1,961

684

565

高花地区

5,728

2,168

2,622

15,213

6,022

計
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(文化部)
◎ 7/20（日）、男性料理教
室の３回目、最終回を実施し
ました。参加者の希望で、メ
ニューは‘あじのたたき‘を
中心に１汁３菜でご飯、味噌
汁、焼きナス、たたききゅう
り。おまけに新鮮なあじが入
手できないときのために用意
していた餃子も“やっちゃ
え”で、たらふく食べること
ができました。
３回目ともなると皆慣れて段
取りもよく、終わっちゃうの
が名残惜しい感じ。
一緒にご飯を食べるのって
いいですね。
また文化部で企画したいと思
います。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

男性料理教室(最終回)

夏休みお話会スペシャル (図書部)
*7月19日(土)、参加者32名
（内、スタッフ7名）
☆ 同日の午後4時から内野東団地で行っ
た「お話し宅配便」は、参加者12名(ス
タッフ2名)で行いました。

夏休み100冊の本展示～7/14～8/3～ サザンプラザ1階ギャラリー

(図書部)

※ギャラリー展示終了後は、しばら
くの間、図書コーナーの方に陳列し
ています。

文庫本

神南署安積班

今野敏

岩崎書店
ポプラ社
角川春樹事務所

大人 NF

甲子園への遺言 伝説の打撃コーチ高畠導宏の生涯

門田隆将

講談社

大人 NF

教育格差の真実

尾木直樹／森永卓郎

小学館

大人 NF

どこへ行くニッポン社会

働き盛りがなぜ死を選ぶのか-＜デフレ自殺＞への処方箋 － 岡田尊司

角川書店

実用書

「医療否定本」に殺されないための48の真実

扶桑社

実用書

いい家は無垢の木と漆喰で建てる

神﨑隆洋

文春文庫

実用書

お正月料理と鍋

小倉厚子、熊谷留加、

オレンジページ

実用書

飾り巻きずし のり巻き大全科

長尾和宏

川澄 健

グラフ社

小説 日本 秘めたる殺人

西村京太郎

双葉社

26

小説 日本 馬喰八十八伝

井上ひさし

朝日新聞社

・

小説 日本 神苦楽島 上

内田康夫

文藝春秋

小説 日本 神苦楽島 下

内田康夫

文藝春秋

小説 日本 検察捜査

中嶋博行

講談社

7

小説 日本 警官の紋章

佐々木譲

角川春樹事務所

月）

小説 日本 廃墟に乞う

佐々木譲

文藝春秋

小説 日本 名もなき毒

宮部みゆき

幻冬舎

小説 日本 ロスジェネの逆襲

池井戸潤

ダイヤモンド社

6
月～
図書部

観光バスの駐車場確保や、駐
車場から製紙場までのウォーキ
ング経路など細部を確認しなが
ら最終的なツアー実施要領が決
まりましたら、次号のサザンプ
レスで紹介させて頂きます。
ご期待ください。

絵本 日本 むささび屋

20132
20132013.3.2
013.3.2
梅田俊作
2
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いまにしすけゆき

（Ｈ

サザンプラザ・ふれあい部では
今秋のバスツアー行く先として、
今話題の「富岡製紙場」を10月
下旬頃に実施する計画を検討し
ていて、8月の役員会に実施計画
を議案提出しています。

新しく入った本の紹介

世界遺産“富岡製糸場”へ
「バスツアー」検討中！

絵本 日本 ねむいの ねむいのとんでいけ！

小説 日本 天地明察

冲方丁

角川書店

小説 日本 震える牛

相場英雄

小学館

小説 日本 保身

小杉健治

双葉社

小説 日本 三匹のおっさん

有川浩

文藝春秋

セミが鳴き、小鳥がさえずり、トンボが群れ飛ぶ
花の丘公園。 只今“夏”真っ盛り ！！

クリの実がたくさんなってるよ～

折り紙教室

水辺のガマに止まった赤とんぼ

高花4丁目町内会では納涼会を7月26日
(土)に開催しています。
団地中央広場前には子供向けプールや
ヨーヨーすくいの出店が並び、集会所内
では子供たちに大人気の“射的”コー
ナーもあり、子ども達は元気に走り回っ
ていますが、大人たちは猛暑の日差しを
避けて木陰に陣取って焼き鳥を片手に生
ビールで涼を求めていました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

☆ 次回の折り紙教室は“涼”を求め、「ペンギン」を題
材にする予定です。
◎ 日時：9月7日(日) 10:00～
◎ 場所：サザンプラザ 2階 集会室①
◎ 材料費：100円 （※当日申し受けます。）

高花四丁目の“納涼会”

【青カエデ】日陰を十てくる風が涼しい

(文化部)

☆ 7月27日(日)、今回の折り紙教室では贅沢な“和紙”
を使って「鬼灯」を折りました。
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夏休みだ ！ラジオ体操で早起き・元気に
高花近隣公園にある「鐘撞き塔」前広場では、今年
も周辺の自治会・町内会の協力で、夏休みに入ると同
時に、毎朝6:30からラジオ体操のメロディが流れ、
多くの子供たちや、大人たちが集まり、元気に手足を
伸ばしています。
皆さんもぜひご参加を！
◆ 協力自治会：
・高花1丁目自治会
・ルミナス高花町内会
・高花4丁目町内会
・高花5丁目自治会
・高花町内会
※ 開催期間は、7/19～8/29
ただし、8/13～8/15の3日間は休み
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（文化部）

◆日
時：8月21日(木) 10:00～12:00
◆場
所：サザンプラザ2階 集会室①
◆講
師：ビーズ作家 川村玲子さん
【作品】皮の花びら中央部にビーズを配し、高級材
料を使った「講師オリジナルデザイン」
☆サザンプラザ受付に見本があります。
◆ 参 加 費：3､000円(材料費+講習代)
◆ 募集人員：15人

● 多々羅田夏祭りについて

（福祉部）

◆日
時：8月23日(土)15:00～20:00頃まで
◆場
所：多々羅田公園、夏祭り会場
サザンプラザ福祉部が、会場テント内でお茶や救護
などの活動をします。皆さんお立寄り下さい。

● 絵本に出てくるごちそう

（図書部）

絵本の主人公たちが食べている“ごちそう”は、どん
な味がするのかしら?
作ってみましょう。
◆日
時：8月27日(水) 10:00～13:00
◆場
所：サザンプラザ2階 調理室、和室
◆ 募集人員：小学生、15名程度
◆ 持 ち 物：三角巾、エプロン、ハンカチ、
お箸、スプーン
◆ 申込受付：8月1日(金)窓口にて(電話も可)

● カラオケ大会

（福祉部）

皆さんの日頃の練習成果を今日は思いっきりサザンで
歌ってみませんか? どなたでも参加できますよ！
◆日
時：8月30日(土) 10:00～13:00
◆場
所：サザンプラザ2階 多目的室
◆ 募集人員：30名程度 (参加費：100円/一人)
◆ 申込受付：8月12日(火)10:00から窓口または電話

～～ サークルなどからのお知らせ ～～
～ 印西NT夏祭り実行委員会よりお知らせ ～
◇ 印西NT夏祭り実行委員会(実行委員長：菅谷戸神台
東自治会々長)では、8月23日(土)の夏祭りに向けて、
盆踊りの練習日を下記の通り設けました。
どなたでも参加できますので、多くの
皆様のご参加をお待ちしています。
★ 8月19日(火) 13:00～15:00
〇 場 所：サザンプラザ2階・多目的室
〇 指 導：印西NT夏祭り実行委員会

～ 墨友会(ぼくゆうかい)・会員募集 ～
◇ 毎月、書道誌「書美」の課題を練習し、先生に添削し
ていただいています。
それによって段、級位を取得していますが、何よりも
会員の親睦が大事と思っています。
一緒に「書」を楽しみませんか！
○ 練習日 毎月、第2・第4の月曜日 9:30 ～ 12:00
〇 場 所：サザンプラザ2階・第一集会室
※ 8月は夏休みですが、9月以降は自由に見学に来てく
ださい。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

● ビーズのアクセサリー作り

● 第37回古本交換市

（図書部）

時：9月20日(土) 10:00～15:00
(12:00～13:00 の間は、昼休みです)
◆場
所：サザンプラザ2階 多目的室
◆ 受け入れ本の選別、処分は、図書部で行います。
ご了承ください。
☆ 事前受入れは、9月19日(金)17:00～19:00の間、
多目的室で承ります。
◆日

過去の写真

☆ サザンプラザ運営協議会よりお知らせ ☆
☆★ 館内の忘れ物展示 ★☆
館内に置き忘れて行かれた物品の展示を下記の通り行
います。心当たりのある方は、展示期間内にお引き取
りをお願いいたします。
展示期間終了後は、廃棄処分させていただきますので
予めご了承下さい。
展示期間 8月25日(月)～9月2日(木)
展示場所 サザンプラザ1階ギャラリー
◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

前月号(No.189号)の1面に記載しました「夏のふれ
あいの日」開催日（8月3日）の曜日を土曜日と誤記し
てしまいました。また、「夏休み100冊の本」展示期
間が、7/28から8/3まで延長されましたので、訂正
の上お詫び申し上げます。

運営協議会・7月度定例役員会(7/13)の議事
1．報告事項
① 会長報告(原山中学校区パトロール参加の件)
‥‥‥ 会 長
② 各専門部報告（総務部、文化部、福祉部、広報部、
図書部、ふれあい部）各専門部長
③ 会計報告（6月度）
‥‥‥‥‥‥ 会 計
④ 南地区会長会に付託される補助費について
‥‥‥‥‥ 筆頭副会長
⑤夏のふれあいの日実施について
(事)担当副会長
⑥ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥ 事務局長
印西ＮＴ夏祭りとサザンプラザの関係、
賠償保険・労災保険料関連、給水ポンプの異常
事務室コピー機(H15年設置)の更新申請、図書
コーナー側空調施設のフィルター洗浄を検討、
……など、14件
2．議 題
① 多目的室周りの空調施設補修について
③ H27年度指定管理費予算案について
④ ビーズのアクセサリー作り実施の件 ‥
⑤ ピアノコンサート当日対応について

総務部長
総務部長
文化部長
文化部長

★次号（191号）は、9月14日発行予定。

