
◎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
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● サザンプラザの利用時間
Open Closed

9:00am9:00am9:00am9:00am ～ 9:00pm9:00pm9:00pm9:00pm

● ご意見 お問い合わせは

TEL 45－0611・2
FAX 45－0613

休館日の

お知らせ
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2015.1.12Vol-19 No10(通巻195号
)

★ 1月の休館日 8日(木曜)、 22日(木曜)

★ 2月の休館日 12日(木曜)、 ２２２２6日（木曜）

中央駅南地区の人口と世帯数 (H26.12月末現在)

ホームページ http://sazanplaza.ec-net.jp/index.htm

E-mail : sazanplaza@space.ocn.ne.jp

川本会長（ ）年頭のご挨拶
サザンプラザ
運営協議会

平成27年・賀詞交歓会

明けまして、おめでとうございます。
サザンプラザをご利用の皆様には、
健やかなに新年をお迎えのこととお
慶び申し上げますと共に、平素より
サザンプラザの各般にわたり格別の

ご支援・ご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。
昨年は、自然災害が各地に発
生していましたが、印西市では
幸いに大きな災害も無く、また
サザンプラザも何事もなく過ご
すことができました。
昨年11111111月に行いましたサザン
フェスタ（秋のふれあいの日）
で過去最高の人数の参加頂きま
したことは一重に地域の皆様、

利用者団体の皆様、並びに役員・
運営委員及び事務局職員の皆様の
ご支援の賜物と深く感謝する次第
です。
本年も引き続きご支援いただき

ますようよろしくお願い申し上げ
ます。
サザンプラザは今年開館20202020年目を迎え、新しい

地域住民も増えてきています。
今後の運営方向を再検討することで

新しいコミュニティセンターに生まれ
変わることも可能と思われますので、
新年のご挨拶にあたり自治会・町内会
の皆様方のご支援と人的支援をあらた
めてお願い申し上げる次第です

す。
平成27272727年 元旦

波静波静波静波静かなかなかなかな穏穏穏穏やかなやかなやかなやかな年年年年をををを願願願願ってってってって‥‥‥‥

写真は「谷津田だより」(阿部純氏HP)から引用

◎ 平坦な房総の海辺を、2～3時間程度(約7km)歩き、その後

に“イチゴ狩り”をするウォーキングです。

歩きなれている方はもちろん“ゆっくりなら

大丈夫”というご年配の方も是非ご参加下さい。

●日 時：2月15日(日)

●行 き 先：千葉県・房総方面

●集合場所と集合時刻：

サザンプラザ周辺の方－サザンプラザに、7時15分集合

高花周辺の方－高花セブンイレブン前に、7時20分集合

●帰館予定：午後7時30分頃

●参 加 費：大人5,000円、小学生以下4,000円

※バス実費のほか、イチゴ狩り料金・弁当代を含む

●申込受付開始：2月2日（月）午前10：00から

●申込み方法：サザンプラザに、電話もしくは直接来館してお

申込みください。

※参加申込みされた方には追って詳細をご連絡いたします。

初春の房総路を歩く

イチゴ狩りウォーキング参加者募集のお知らせ ★ 新しい年を迎えサザンプラザ運営協議会では

11日(日)に賀詞交換会を催しました。

役員・運営委員をはじめコミュニティセン

ターや学校関係者も交え約60名ほどの人が集ま

り、新たな年

に向かっての

前進を誓かい

祝杯を挙げた

あと懇談して

います。

地　区 人 口 世帯数
サザンプレス

配布部数

　内野地区 3,825 1,795 1,705

　原山地区 3,678 1,382 1,280

　戸神台１丁目 1,957 681 565

　高花地区 5,654 2,171 2,038

計 15,114 6,029 5,588
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百人一首とカルタ会 (図書部)

★ 年明け早々の土曜日(10日)、サザンプラザ2階の多
目的室に子供たちの賑やかな声が飛び交っていました。
付き添いの父兄も交えて約30名が床面に広げられた

札を熱心に見つめ、“上の句”が読み上げられると一
斉に盤面に眼を注ぎ、手を伸ばして“ハイ”の掛け声

と共に、札を取
り歓声を上げて
いました。

クリスマスチャリティ・コンサート (文化部)
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☆ 舞踊出演以外の皆
様は、前月号で掲
載させて頂きまし
た。

舞踊サークル「嬉久扇会」

ひまわり会舞踊部 友遊会

あじさいグループ
秋桜舞の会

あかね会

12月21日、多目的室にてボイストレーニングでお馴染
みになった渡辺早織さんのソプラノ、原山中出身、芸大卒
の井後優弥さんのピアノ、サザンプラザ初登場のクラリ
ネット五十嵐優子さん、フルート喜田瑞樹さん、ピアノ五
十嵐沙織さんのアンサンブルの3組出演のチャリティコン
サートを実施。

実力ある出演者が揃い、満席の観客を
魅了しました。
チャリティ金49,010円は、昨年は
福島県に送りましたので、今年は全額
宮城県災害対策本部に振り込みました。
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クリスマス会（12/20）
(福祉部/ふれあい部)

★ 午前10時から12時までの2時間で
したが、園児や小学生も含めて27名の
参加者があり、ビンゴゲームやダーツ、
ジャンケン遊びなどで楽しいひと時を
過ごしました、
催し物の終盤には、チョコレート手
にしたサンタクロースが2名も現れ、一
人一人に手渡して喜ばれていました。

調査日：平成26年11月23日＆24日
調査票回収数：(11月23日) 69通 (11月24日) 67通 合計 136通

① 回答者の性別
１．男性 52名（38％） ２．女性 82名（60％） 不明 2名

② 年齢について ③ お住まいの地域
１．15歳以下 6名 内野地区 15名
２．16歳～19歳 2名 原山地区 24名
３．20歳～29歳 8名 高花地区 19名
４．30歳～39歳 13名 草深地区 4名
５．40歳～49歳 26名 戸神台地区 9名
６．50歳～59歳 9名 上記以外の市内 14名
７．60歳～69歳 34名 印西市以外 13名
８．70歳～79歳 24名 不明 38名
９．80歳以上 13名

不 明 1名

④ 職員の態度・対応 ⑤ 施設案内、サザンプレス、HPなど
１．とても良い 54名(40％) １．とても良い 19名(14%) 
２．良い 58名(43％) ２．良い 55名(40%)
３．普通 17名(12％) ３．普通 33名(24％)
４．悪い 1名( 1％) ４．悪い 3名( 2％)
５．どちらとも言えない 0名 ５．どちらとも言えない 0名

（不明 6名） （不明 26名）

⑥ 今回のサザンフェスタの内容 ⑦ 施設の利用し易さ
１．とても良い 48名(35%) １．とても良い 40名(29％)
２．良い 65名(48％) ２．良い 62名(46％)
３．普通 14名(10％) ３．普通 28名(18％)
４．悪い 3名( 2％) ４．悪い 1名
５．どちらとも言えない 0名 ５．どちらとも言えない 0名

（不明 6名） （不明 8名）

⑧ 施設の清潔さは

１．とても良い 45名(33％) ４．悪い 0名
２．良い 63名(46％) ５．どちらとも言えない 0名
３．普通 28名(21％) （不明なし）

◎ その他：施設管理及び事業に関するご意見として28件を頂きました。

コミュニティセンター利用者アンケート調査結果のご報告 高花4丁目
防災訓練と餅つき大会

12月21日、高花4丁目では管理組合と
町内会合同の「防災訓練と餅つき大会」
が行われていました。
実際の火災発生があり、指導される消

防職員の到着が遅れる事態もありました
が、寒風の中“水消火器”を使っての初
期消火訓練が行われたあと、
60kgの餅米に
よる「餅つき大
会」があり、団
地の木立から枝
打ちし小枝を薪
材に“かまどと
せいろ”で本格
的な餅つきを行い、参加者には無料で配
られた雑煮や
“からめ餅”を
食べ、さらには
甘酒を片手に、
餅つきを楽しん
でいました。

絵本　外国 みつけたものとさわったもの ウィルとニコラス 童話館出版

絵本　日本 かばんねことあめふりかばん はしもとゆたか 土屋鞄製作所

児童書　日本 桂子は風のなかで 宮川ひろ 岩崎書店

子供NF オーパ！ 開高健 集英社

子供NF
おかあさんと

なぞなぞようちえん
本間正夫 高橋書店

大人NF 生きて死ぬ智慧 柳澤桂子 小学館

実用書 人を育てるこの会話技術 工藤アリサ こう書房

旅行
ユネスコ世界遺産

ビデオ鑑賞ガイド
ユネスコ 日本通信教育連盟

小説　日本 穴 小山田浩子 新潮社

小説　日本 豪華特急トワイライト殺人事件 西村京太郎 新潮社

小説　日本 上方武士道 司馬遼太郎 中央公論社

小説　日本 異境　　Ｉｋｙｏ 堂場瞬一 小学館

小説　日本 陽炎の門 葉室麟 講談社

小説　日本 三匹のおっさん　ふたたび 有川浩 文藝春秋

小説　日本 潮鳴り 葉室麟 祥伝社

小説　日本 渋谷署強行犯係　虎の尾 今野敏 徳間書店

小説　日本 望郷 湊かなえ 文藝春秋

小説　日本 まちをずんずん 市川宣子 福音館書店

"NF"は、ノンフィクションの略

新しく図書コーナーに入った本の紹介 (図書部)

★印西市民活動ファンド事業★

～合唱アカデミー参加者募集～

教科書掲載作品で人気の作曲家、若松歓先生直接ご指
導にて、若松先生作品4曲を練習、文化ホールにて発表
します。

練習日：1/31、2/14、2/28、3/14の４日間、
いずれも、土曜日：14時～16時

場所：サザンプラザ多目的室・他
発表：3/21（土・祝）印西少年少女合唱団定期演奏会内
問合せ・申込 榎戸 0476-47-1985（午後6時以降）
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★次号（196号）は、2月15日発行予定。

運営協議会・12月度定例役員会(12/14)の議事

1．報告事項
① 会長報告(館内利用者調査結果) 筆頭副会長代理
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（11月度） ‥‥‥‥‥‥ 会 計
④ 事務局連絡事項 ‥‥‥‥‥ 事務局長

フェスタ模擬店での消防署点検結果、消防設備
法定点検実施、中庭庭園灯の電気絶縁状況、多
目的室のピアノ調律実施など （14件）

2．議 題
① 春のふれあいの日について ‥‥‥ 筆頭副会長
② 賀詞交歓会実施の件 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 総務部長
③ 旅費規定の一部改正案について ‥‥‥ 総務部長
④ 特別会計からの支出の件 ‥‥‥‥‥ 総務部長
⑤ 新春百人一首とカルタ会実施の件 ‥ 図書部長
⑥ 机上散歩について ‥‥‥‥‥‥‥‥ 図書部長

～
～

～
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～
～

～
～

～
～
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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 勤務時間 採用予定

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

● 調理実習 （福祉部）

★ ご家庭で簡単にできる“いなり蕎麦と蕎麦巻き”を

ワイワイお喋りを楽しみながら作ってみませんか?

◇日 時 ：2月21日(土) 10:00～12:00

◇場 所 ：2階 調理室

◇募集人員：15名

◇参加費 ：100円（当日申し受けます）

◇持参するもの：エプロン、三角巾

★申込受付：2月2日(月) 10:00から窓口または電話
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～～ サークルなどからのお知らせ ～～

～ 女声コーラス“四季の会”・会員募集 ～
◇ みんなで歌う楽しさを味わってみませんか！

是非ご参加をお待ちしています。

○ 練習日：毎月、第2・第4の水曜日 13:00 ～ 16:00

〇 場 所：サザンプラザ2階・多目的室

※ 自由に見学に来てください。

※ 問合せ先：電話0476-47-1235（桜井）まで

★☆★ << 事務局よりお知らせ >> ★☆★

○ AED講習会を下記日時に開催します。受講を希望さ

れる方は、1月31日(土)までに電話または窓口にて

申し込みしてください。

講習日：2月12日(木、休館日) 9:00～12:00

場 所：サザンプラザ2階、多目的室

○ 3か月先の貸室予約(市や優先団体扱い)状況を、1月

から玄関入り口前の掲示板に表示しました。

○ 2/24(火)＆2/25(水)の二日間、壁紙張替えのため、

集会室①、調理室、和室は使えません。

○ 館内忘れ物の展示公開を行います。

展示期間：1月15日(木)～21日(水)

展示期間終了後は、引き取りのない物品は廃棄処分

とさせていただきます。

「歌声喫茶 アンダンテ」 1月24日(土)定例開催
○ 時間：14時～16時 参加費300円(楽譜・茶菓子代)

● 「机上散歩（向島辺り）」 （図書部）

◇日 時 ：2月7日(土) 10:00～12:00

◇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（当日申し受けます）

● 「折り紙教室」 ：お題「椿」 （文化部）

◇日 時 ：2月1日(日) 10:00～

◇募集人員：15名


