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Vol-19 No7(通巻192号)

発行：サザンプラザ運営協議会
● サザンプラザの利用時間
Open

〒270－
－1341

印西市原山３－３

● ご意見 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

編集：広報部

2014.10.12

ホームページ http://sazanplaza.ec-net.jp/index.htm
E-mail : sazanplaza@space.ocn.ne.jp
◎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

★ 10月の休館日 9日(木曜)、 23日(木曜)
★ 11月の休館日 13日(木曜)、27日（木曜）

秋のふれあいの日

サザンフェスタ★

★

11月23日(日) ＆ 24日(祝日)
1日目（23日）－午前の部－

★ ステージ発表 ★
10:20 マジック(不器用な仲間たち)
10:40 舞踊：嬉久扇会
11:05 舞踊：ひまわり会舞踊部
11:20 舞踊：ニュータウン友遊会
11:35 カラオケ：あすなろ会
★ 出演順、発表時間は、当日都合
により変更することがあります。
予めご了承ください。

2日目（24日）－祝日－

～ 開会あいさつ ～
★ ステージ発表 ★
内野小学校児童
12:30 キッズダンス(Smile)
原山小学校児童
12:40 ピアノ連弾：
タント・カンタービレ
高花小学校児童
13:10 舞踊：あじさいグループ
船穂中学校吹奏楽部
13:30 舞踊：あかね会
原山中学校吹奏楽部
13:50 舞踊：秋桜舞の会
印旛明誠高校吹奏楽部
13:55 舞踊：松の実会NT支部
東京電機大学演劇部
14:20 ジャズ・クラシック演奏：
アンサンブル・クレール
15:00 歌声喫茶：アンダンテ
(引き続き) 女声合唱：オレンジコーラス
15:40 合唱：女性コーラス
”四季の会”
★ 詳細は、窓口まで
16:00 踊り：印西音頭保存会
出演順・時間は調整中

10:00 ～ 開会式 ～
運営協議会会長
挨拶
利用者団体の会代表 挨拶
来賓者の挨拶

1日目（23日）－午後の部－

お問い合わせ下さい。

サザンプラザのホームページアドレスが変わりました！
◎ 新アドレスは、
http://sazanplaza.ec-net.jp/index.htm です
★ メールアドレスは従来通りで変わりません。

11月23日(日)

ジャズの夕べ
(18:00～20:00)
参加費：500円/一人

出演：KAZUO NOBUTA・TRIO
スイングレディーズ&ガイ
中央駅南地区の人口と世帯数 (H26.9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

3,896

1,827

1,705

原山地区

3,675

1,379

1,280

戸神台１丁目

1,955

680

565

高花地区

5,700

2,174

2,036

15,226

6,060

5,586

計
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第37回 古本交換市(9/20）

(図書部)

図書コーナーの蔵書点検

(図書部)

【写真左】9月20日(土)に行われ
た「第37回古本交換市。
前日の持込み本と合わせて、今
回の受け入れ冊数は 1,935冊
当日持ち帰り冊数
975冊
廃棄処分
149冊
※受入れ古本の残冊累計数：
1,450冊
館内で保管しています。

【写真右】10/8＆9の二日間に
わたって行われた図書コーナーの
蔵書点検風景。
図書部員+事務局スタッフ(延べ
39名)の手により約6000冊の蔵
書を台帳と照合しながら毀損や落
丁の有無を点検しています。
今回の点検結果、48冊の廃棄
本を選定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

10月4日～10月19日の期間で、原山団地ペットクラ
ブ主催の「ファミリーフォトコンテスト」がサザンプ
ラザ1階のギャラリで行われています。
出展作品は、同団地ペットクラブ会員の作品で50数
点が飾られていました。

サザンフェスタ実行委員会
第2回サザンフェスタ実行委員会を10/7に開催（第1
回は9/5開催）し、1日目の利用者団体ステージ発表部
門の出演者と出演順番、および発表時間が確定しました
が、2日目の「学校関係者」の方が運動会などの学校行
事が進行中の為「調整中」であると確認された。
利用者団体からは、ステージ発表の際のスポットライ
トの設置位置などで要望が出されました。

平成26年度・サザンプラザ利用者団体の会（中間報告会）
サザンプラザ利用者
団体の会（加盟団
体：40団体）の今
年度中間報告会が
9/28に行われてい
ます。
報告会終了後は、
毎回ご尽力いただい
ている「館内清掃」
に汗を流していただ
きました。
ありがとうござい
ました。

9月28日 13:00～

3

9/27 原山小学校

10/4 高花小学校

9/27 内野小学校

結縁寺参道
団地脇の枯れ尾花
スーパームーン＆皆既月食
（Web画像から引用）

猛烈台風の襲来（Web画像から引用）
ニュータウンでも“秋”を感ずるさまざまな事柄を
見ることができます。
皆さんも身の回りで“小さな秋”を見つけられたの
ではないでしょうか。

運動会から始まり、草花の色づき、自然現象では
秋の名月にまつわる“スーパームーンや皆既月食”、
秋につきものの招かざる“台風”も今年は直撃を受け
ました。

「花と緑の文化館」で見つけた花達。

カトレア・ボウリンギニアセルレア
薄紫色の花が集まって花嫁のブー
ケのようです。

オンシジウム
黄色がキリリと際立っています。

木立ベゴニア
濃い緑の葉が淡いベゴニアの
花を浮かび上がらせています。
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（文化部）

グラス片手に“ジャズ”を聞く。大人のお楽しみの時
間を企画。ミュージックマスターが参加者リクエストに
応えます！イメージはジャズが流れるショットバー？
◆日
時：10月26日(日) 17:00～20:00
◆場
所：サザンプラザ2階 多目的室
◎ ミュージックマスターは、文化部の楮畑さん。
（豊富なジャズ音源の持ち主）
◆ 参 加 費：500円 当日徴収
（飲み物２杯、つまみ付き）
◆定
員：３０名程度
☆ 受付窓口、または電話にて先着順で定員まで。
※お酒を飲みますので、歩いてくる方が対象。
ソフトドリンクの準備あり。

● 連続ボイストレーニング

（文化部）

もっとうまく歌えたらいいな～‥という人向け。
グループレッスン形式。※１回のみの参加も可。
◆日
時：10月31日(金) 10:00～12:00
11月14日(金) 16:00～18:00
12月 4日(木) 14:00～16:00
◆場
所：サザンプラザ2階 多目的室
◆ 参 加 費：3回連続 ｰ1000円。１回のみ ｰ500円
※高校生まで無料
◆定
員：15名程度
◆講
師：渡辺 早織さん(高花在住)
※昨年のクリスマスコンサートに出演
◆受
付： 受付窓口、または電話にて各回の3日前
までに

● 折り紙教室

（文化部）

来年の干支“未(ひつじ)”を折ります。
◆日
時：11月 2日(日) 10:00～12:00
◆場
所：サザンプラザ2階 集会室①
◆ 参 加 費：100円
◆定
員：15名
※見本“ひつじ”は、サザンプラザ窓口に展示予定

● 楽器を弾くならギターでしょ！

（図書部）

～サザンの図書コーナーにある実用書を使って～
アコースティックギターもエレキギターも触ってみま
しょう。楽器は用意しますが持参戴いてもOKです。
皆様のご参加をお待ちしています。
◆日
時：11月 8日(土) 10:00～12:00
◆場
所：サザンプラザ2階 集会室①
◆対
象：ギターに関心のある10才位～大人まで
◆ 募集人員：10名程度
◆講
師：佐々木 貢 氏

☆★ 訂正とお詫び ★☆
前号（No.191号）、表紙の「印西NT夏祭り参加団
体」掲載記事で「内野東自治会」様の名前が漏れてし
まいました。関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけし
たことをお詫び申し上げます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

● ジャズの夕べ

ソフトボール大会・参加者募集のお知らせ
爽やかな秋の日！ソフトボールで
汗をかいてみませんか?

日 時 11月3日（月、祝日） 雨天中止
場 所 原山小学校グラウンド (集合時間 8：30)
対象者 中央駅南地区に居住、または、勤務・交流活
動している方で「チーム」「個人」を問いま
せん。
◎地域混成、お子様や女性混合など、バラエ
ティーに富んだグループを歓迎します。
参加費 100円/1人
（当日会場で申し受けます）
申込み 随時受付 サザンプラザ窓口、または
電話（45-0611）で受付（詳細は窓口まで）
★ 印西市の見解(近隣住民への安全対策)で、本年度か
ら多々羅田公園でのソフトボール使用不可となりま
した。

● サザンフェスタ開催に伴うルーム予約制限
☆11月23日(日)・24日(月、祝日)の両日は、サザン
フェスタ開催の為、「ルーム予約」はできません。
よろしくご協力をお願いいたします。

運営協議会・９月度定例役員会(９/1４)の議事
1．報告事項
① 会長報告
‥‥‥ 会 長
② 各専門部報告（総務部、福祉部、広報部、
ふれあい部）
各専門部長
③ 会計報告（8月度）
‥‥‥‥‥‥ 会 計
④ 秋のふれあいの日 (事)担当副会長… 会長代読
⑤ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥ 事務局長
H26年度後期指定管理料請求書を市に提出
図書コーナーLED灯交換、2階トイレのベビー
シート補修、消防訓練(10/3)実施、損傷備品の
廃棄処分を市に申請、……など、13件
2．議 題
① 事務局職員雇用継続の件 ‥‥‥‥
総務部長
② H27年度・指定管理費予算の件 ‥‥‥ 総務部長
③ H26度内部監査実施の件 ‥‥‥‥‥ 総務部長
④ 利用者アンケート調査実施の件 ‥‥
総務部長
⑤ ホームページ運営会社変更の件 ‥‥ 広報部長
⑥ カクテル/ジャズの夕べ開催。折り紙教室
Xマスチャリティーコンサート開催の件
‥‥‥ 会長代読で提案
⑦ 図書コーナー蔵書点検実施の件
‥‥‥ 管理部担当副会長代読で提案
★次号（193号）は、11月9日発行予定。

