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● サザンプラザの利用時間
Open

Closed

9 : 00am ～ 9 : 00pm

休館日の
お知らせ

● ご意見

〒270－
－1341

2014.12.14

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

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

★ 12月の休館日 11日(木曜)、 28日(日曜)
★ 1月の休館日 8日(木曜)、 ２2日（木曜）
※年末年始の休館日は本紙面の下段をご参照ください。

◎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

11月23日(日) ＆ 24日(祝日)

2日間の来場者数；1600人余

☆ 年末年始の休館日についてお知らせ ☆
◎ 12月29日～1月4日の間は、年末年始休館日となっております。
新年は、1月5日(月)より通常通りの開館となります。

☆ 節電ご協力のお願い ☆
今冬季も暖房設定温度は、昨年同様 １９℃ と致します。
ご協力をお願い致します。

中央駅南地区の人口と世帯数 (H26.11月末現在)
地

区

内野地区
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世帯数

サザンプレス
配布部数

3,864

1,850

1,705

原山地区

3,688

1,381

1,280

戸神台１丁目

1,953

679

565

5,674

2,173

2,038

15,179

6,083

5,588

高花地区
計
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楽器を弾くならギターでしょ！
(11/8)
(図書部)

★ 参加者14名 スタッフ7名
講師とアシスタント2名の
計23名。
幅広い年齢層が参加し、満員御
礼状態になりました。
★ 反省点として
「参加者のレベルの違い」
「参加人数の制限」
「他の楽器の要望対応」など。
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これまでホームグラウンドだった
多々羅田公園から、初めて原山小
学校校庭に場所を移して催しまし
た。参加チームは、4チーム。
どんよりした曇り空も、“晴れの
特異日”である11月3日というこ
ともあり、試合が始まる頃にはス
ポーツ日和の日差しになり、大い
に秋を楽しみました。

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ソフトボール大会(11/3)
(ふれあい部)

いも煮会(11/23）
(福祉部)
★ サザンフェスタ初日の夕方、駐
車場で「いも煮会」を開催。前日
からの仕込み準備も順調に、調理
室で煮込んだ大鍋を持ち込んでの
“いも汁”は、約100人分を用意
しましたが、踊り見物帰りの人や、
サザン前を行き交う人々に声をか
け、1杯100円のお椀が約1時間で
完売となりました。

☆ 舞踊出演の皆様は、次号で紹介
させて頂きます。
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サザンプラザ運営協議会・平成26年度中間報告会を開催
◆ サザンプラザの平成26年度中間報告会が、11月16
日、午前10時よりに多目的室で行われ、
役員11名、部員18名、事務局スタッフ
3名が出席して行われました。
川本会長から全般にわたる上期の運営
状況報告の後、施設管理状況報告（平岡
総務部長）、コミュニティ醸成事業報告
（好川事業担当副会長）が行われた後、
意見交換が行われました。

(11月16日)

出席部員から出されたおもな意見は、
◎ 中間報告会開催の意義は?
◎ 子供向けイベントの検討と、
PR方法（ホームページ活用）
◎ 自転車を活用したイベント
安全性や道路交通法などの関
係で実現が難しい。

※ 中間報告会は、サザンプラザ運営協議会会則第15条で、全委員を以って構成した会で、事業計画の変更、中間事業報告、
収支予算等について報告・審議することが規定されており、同則第16条で毎年1回、年度の中間を経て3か月以内に会長が招
集する規定となっています。

原山小学校

内野小学校

高花小学校

フェスタ会場を沸かせた地域児童・生徒の発表会

原山中学校

船穂中学校

2014年(平成26年)サザンプラザの主な出来事
1月 賀詞交歓会、会議資料の一部をペーパーレス化
（パソコンによるプレゼンテーション採用）
2月 XPパソコン(2台)対応を市に申請(１台許可)
3月 事務局職員2名採用
市の公衆無線LAN(Wi-Fi)端末設置
館内設備、屋外駐車場の補修工事
4月 新税率(8%)に伴い、多目的室使用料を変更
大森図書館返還本の取次業務を継続
5月 印西市による業務監査を受検
6月 第18回通常総会開催

印旛明誠高校

6月（続き）
エレベーター室内などの換気扇不具合と、エアコ
ン補修。特定健診会場で2日間の臨時休館日
7月 平成26年度サザンプラザ評議会開催
8月 夏のふれあいの日開催
9月 2階トイレのベビーシート脱落事故で補修
図書コーナー側LED蛍光管交換
10月 ホームページアドレス変更
大型台風接近で臨時休館（1日）
11月 中間報告会開催、サザンフェスタ開催
12月 28日(大掃除)後、29日～1月4日まで年末年始
の休館

「公園に吹く風も冷たくなり晩秋の気配です。」

幻想的な雰囲気をかもしだす湖面の
ススキ

京都の庭園のようです。
後ろで大きく枝を張っているのは黄
葉している榎でしょうか。

モミジの落ち葉に交じってクヌギの
ドングリも。

4

サザンプラザで働いてみませんか

～～～～～～～～～～～

★ サザンプラザ運営協議会では、事務局職員（パートタ
イム勤務）を募集します。
サザンプラザは、印西市から指定管理を受け、住民が
管理・運営する施設です。地域住民の交流の場、安らぎの
場として、より多くの方々の利用を目的としています。
気軽に出かけられる楽しい施設になるよう、あなたの
活躍を期待します。
**********
募集要項
*********
１）職務内容：受付業務など
２）勤務地 ：サザンプラザ（印西市原山３-３）
３）募集人員及び勤務時間、採用予定日
※右表をご参照ください。
４）資 格：①徒歩または自転車で通勤可能な方。
②職業経験のある方。
③パソコンができて明るく接客のできる方
５）勤 務：月間約18日（72時間）程度
（但し第２・第４木曜日及び年末年始は休館）
６）給 与：時間給 830円/1時間(印西市の規定による)
７）有給休暇：制度あり(印西市の規定による)

募集人員

採用予定

勤務時間
09：00～13：00

１名

13：00～17：00

H2７年４月1日

17：00～21：00

※ 平日、土、日、祝日を問わず上記のどの時間帯でも勤
務出来る方
※ 研修予定：採用内定時に通知いたします。
※ 詳細については面接等の機会を通してお知らせします。
８）応募方法：履歴書(写真貼付のこと)を下記にご持参又
は郵送してください。
後日、面接日をご連絡いたします。
９）受付締切：平成27年１月31日（土）まで
10）面接試験：応募された方に直接、日時をご連絡致し
ます。
11）採用・不採用の決定：郵送にてご連絡いたします。
12）問合せ先：〒270-1341 印西市原山 3 - 3
サザンプラザ事務局

☎

４５-０６１１

● 文化部よりお知らせ
（図書部）
◇日 時 ：1月10日(土)
10:00～12:00
◇場 所 ：2階 多目的室
◇募集人員：30名
(こども～大人まで)
◇参加費 ：無料
写真は、昨年のカルタ会模様です。

～～～～～～～～～～～

● 百人一首とカルタの会

2015年・賀詞交歓会のお知らせ
サザンプラザ運営協議会では、運営委員、評議会委員、
地域の各団体代表者による2015年「賀詞交歓会」を新
春の1月12日（月曜日・祝日）に催す予定で実施計画
を検討しております。
招請者の方々には追ってご案内を差し上げますので、
是非ご列席の程、お願い申し上げます。

12月4日、3回シリーズラストのボイストレーニング
を行いました。
「秋の歌」の復習の後は、クリスマスソング。
渡辺先生がアロマキャンドルとお菓子で雰囲気を盛り
上げてくださいました。
終始和やかなご指導に、もっと
続けたい‥の声。
サザンのサークルとして成り
立つか検討して行きますので、
ご希望の方は、サザンプラザ
窓口にお問い合わせください。

運営協議会・11月度定例役員会(11/16)の議事
1．報告事項
① 会長報告(中間報告会終了において)
会 長
② 各専門部報告（総務部、福祉部、広報部、文化部
図書部、ふれあい部）各専門部長
③ 会計報告（10月度）
‥‥‥‥‥‥ 会 計
④ サザンフェスタ実施計画 ‥‥ (事)担当副会長
⑤ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥ 事務局長
AEDバッテリー交換、市の電力契約先変更、
内野小児童校外活動・原山小児童の館内見学、
ピアノ調律、施設設備の法定転換実施など

2．議 題
① 中間報告会での意見に対する対応 ‥‥総務部長
② 職員退職に伴う人員補充の件 ‥‥‥‥ 総務部長
写真は、過年の
賀詞交歓会風景です。
③ 特別会計の支出承認について ‥‥‥‥ 総務部長
④ H27年賀詞交歓会開催の件 ‥‥‥‥ 総務部長
⑤ 管理費流用委員会設置の件 ‥‥‥‥ 総務部長
◆ 訂正とお詫び：
⑥ 折り紙教室開催の件 ‥‥‥‥‥‥‥ 文化部長
前月号(193号)の3ページに掲載した「秋のバス
⑦ ボイストレーニング開催状況 ‥‥‥ 文化部長
ツアー」タイトルで「富岡製紙場」とありますが、
⑧ クリスマス会開催の件 ‥‥‥‥‥‥ 福祉部長
正しくは「富岡製糸場」の誤りでした。
訂正の上、お詫び申し上げます。
★次号（195号）は、1月12日発行予定。

