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● サザンプラザの利用時間
Open

● ご意見

9 : 00am ～ 9 : 00pm

休館日の
お知らせ

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

〒270－
－1341

2015.2.15

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

★ 2月の休館日 12日(木曜)、 26日(木曜)
★ 3月の休館日 12日(木曜)、 ２6日（木曜）

サザンプラザ・春のふれあいの日

春うららコンサート
3月7日(土)
9:20～開会式（永年功労者表彰状授与）
～出演～ 9:40(原山小学校 児童合唱) 10:00(船穂中学校 吹奏楽部 演奏)
10:30(内野小学校 児童合唱) 11:00(原山中学校 吹奏楽部 演奏)
★ 当日の都合で、発表時間などが変わることがあります。ご了承ください。

（昨年のコンサート模様）

サザンプラザ利用者団体の会加盟・４団体による

春の美術工芸展のお知らせ
会 場：サザンプラザ１階ギャラリー
＊作品入れ替え日：3月10日・17日・24日

3月4日(午後)
～ 3月 9日

ミモザの会

3月11日
～ 3月16日
コロネード

和の会

～ 第2部 演奏と歌声 ～
出 演：魔法のピンク
時 間：14:00～15:00

中央駅南地区の人口と世帯数 (H27.1月末現在)

墨友会
3月18日
～ 3月23日

子供のアトリエ
3月25日
～ 3月31日(午前)

地

区

内野地区

人口

世帯数

サザンプレス
配布部数

3,828

1,798

1,705

原山地区

3,687

1,391

1,280

戸神台１丁目

1,955

681

565

5,649

2,169

2,038

15,119

6,039

5,588

高花地区
計
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折り紙教室

机上散歩(向島周辺) 2/7

(文化部)

(図書部)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

4回連続シリーズでスタートした今年の「折り紙教室」は、
2月1日に行われた第7回を最終回として行われ、「椿」を
題材にして行いました。
※ちなみに取り扱った題材は「兜(4/6)」･「パンダ
(6/1)」･「ホウズキ(7/27)」･「パンダ(9/7)」･「干支の
ヒツジ(11/2)」･「連獅子(12/7)」で、そして今回の「椿
(2/1)」でした。

(総務部)

★ 館内に設置されている自動体外式除細動器「AED」の取
り扱いを周知する
ため、サザンプラ
ザの休館日を利用
して、消防署係員
の指導を受けなが
ら、事務局職員及
び希望者による取
扱い講習会を実施しました。
装置そのものも、年々改善されて
いて、機器の扱い方や救命動作の
手順などにも、これまでとは少し
ずつ変わっていることを教えられ
ました

館内忘れ物の展示終了

(事務局)

★ 昨年９月からこれまでに館内に置き忘れられていた物品
(３２点)と、傘(１２本)を、１月１５日～２１日の１週間で
すが、１階ギャラリで公開展示して引取りをお願いしてい
ました。
展示期間を過ぎてもお引き取りのなかった物品は、廃棄
処分させて頂きましたので、ご了承ください。

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ＡＥＤ講習会（2/12）

きらきらお話し会

(図書部)

★ 月曜日の11:20から
12:00に行っている
「きらきらお話し会」
では、紙芝居・絵本の
読み聞かせ・かんたん
工作といった幼児向け
の催しで、0歳から参
加できる催しです。
参加申し込みは自由
で、当日窓口にお申
し出頂ければ参加で
きます。
明るい日差しのプ
レイルームで一緒に
遊んでみませんか。

“うちのっ子”見守り隊活動
★ 内野小学校PTA(小林 康子会長)では、内野小学校
児童の登校路での見守りを目的として“うちのっ子
見守り隊”活動を行っています。
3学期の始まる1月の活動は
1月7日(水)、1月9日(金)、1月16日(金)、1月19日
(月)、1月23日(金)、1月30日(金)の7日間で、朝7
時20分から7時55分までの間、
「戸神台1丁目交差点」
「NT大橋西側詰」、
「花の丘公園前交差点」
「多々羅田公園側登校口周辺」
等を重点的にPTA役員が配置し、登校中の児童と挨
拶を交わしながら安全を見守っています。
なおPTAでは、関連の地域団体有志にも声をかけ
て協力を呼び掛けています。

公園の木々もすっかり葉を落とし冬景色に
なりました

あたりに良い香りを漂わせている
ロウバイ

風に飛ばされそうな“ガマ”の穂

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

お雛さま飾り
(文化部)
2月2日、サザンプラ
ザ1階サロンの一角に、
ひな祭り用の雛壇が文
化部の手で飾り付けら
れています。

★様変わりする中央駅南口駅前の景観

かって駐輪場があり、しばらく雑草繁茂の空き
地となっていた南口駅前に、今高層マンション
の建設が急ピッチで進んでいます。

平成27年2月初旬撮影
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ツバキ つぼみがたくさん

中央駅南地区連絡会・会長会が開催
印西市町内会自治会連合会の中央駅南地区連絡会
（自治会長/町内会長）では、2月15日、午後3時よ
り中央駅前地域交流館の会議室4 で会合を開き、
1．平成26年度実施事業(交通安全等の立て看板)
2．平成27年度の取組み
等について意見交換を行っていました。

「立て看板設置」については、連合会から活動助成金
として南地区連絡会に配賦されている資金を原資に地
区内の主だった箇所などに、“通学路につき最
徐行”、“スピード落とせ”
“防犯パトロール実施中”な
ど13枚の立看板を設置して
います。
会合では、防犯立て看板の
効果は？といった意見も出て
防犯に関する意識向上を目的
とした事業とすることが表明
報告する相川代表(左)
されていました。

一年で一番寒い時期になりました。枯れた木々の
間から冬咲く花や冬の鳥を見つけるのも楽しみ

ツグミ？ 盛んにシバを突いて何か
を食べています

コブシ フワフワした花芽が一斉
に咲くと、春はすぐそこ！

マンサク
黄色の花びらが鮮やか
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★☆★ <<

事務局よりお知らせ >> ★☆★

★ 壁紙張替え工事による貸室使用停止のお知らせ

（文化部）

◇日 時 ：3月15日(日) 10:00 ～12:00
◇集合場所：サザンプラザ 9:30
◇場 所 ：白幡地区
◇参加費 ：1,000円/1人（当日申し受けます）
◇講 師 ：山崎一枝さん

● 第38回 古本交換市

（図書部）

◇日 時 ：3月15日(日) 10:00 ～(昼食休憩)15:00
◇場 所 ：サザンプラザ2階 多目的室
※事前受入れ：3月14日(土)17:00～19:00
◇受け入れる本：絵本、児童書、事典、単行本
コミック、実用書、文庫本
◇古本がない場合：20円で交換可能。
ただし本の買取りはしません。
※ 集まった本の選別・処理は図書部で行います。

★自治会・町内会の総会会場予約は、お早めに！
自治会・町内会が行う総会の会場として、サザンプラ
ザの貸室をご利用される場合は、会日の6か月前から予
約が可能です。
総会の日時が決まりましたら、早めにお申し出頂き、
貸室予約を済まされることをお勧めいたします。

防犯指導員募集のお知らせ
★ 中央駅南地区防犯支部では、現在の防犯指導員17名
(内野3名、原山1名、高花10名、戸神台3名)の任期が来
年3月で切れることを受けて、次期の防犯指導員を募集し
ております。
★地域の防犯活動に関心のある方や、地域防犯の在り方
などでアイディアをお持ちの方(男女を問いません)の積極
的なご参加をお待ちしております。*
* 3/20まで受付
3/20
＊連絡先： FAX 0476-46-5145（平井）宛
（氏名と所属自治会・町内会名を明記)
★ 関心のある方は、まずは毎月行っ
ている定例会（情報交換）に訪れて
戴き、活動内容の実体験や、防犯支
部の詳細をご確認下さい。
定例会は、原則として毎月最終土曜
日、19:30からサザンプラザ1階の
ホールで行っております。
★ 中央駅南支部の主な活動は、
１． 市や印西警察が行う防犯行事への参加
２． 毎月の定例会（情報交換）と、青パトによる地域
内巡回パトロール
３． 地域内の防犯グッズ(ノボリ旗や防犯啓発看板等)
の点検見回り (毎月：18日の午前中実施)
４． 複数台の青パト合同パトロール
(毎月：第二水曜日1930～)
５． 青パト所有者との連絡で、出動可能日に随時巡回
パトロール実施
６． 防犯情報を地域内へ広報

～～～～～～～～～

地域の防犯活動に参加してみませんか!

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

● “味噌つくり”教室

2月24日(火)と、2月25日(水)は、壁紙張替え工事の為、
下記の貸室利用ができません。
工事対象：「集会室①」「調理室」「和室」
★ タイルカーペット張替えで1階サロンの使用停止
3月10日から12日までの3日間は、1階サロン床のタ
イルカーペット張替え工事を行うため、この間はサロン
ホールがご利用戴けません。合わせて「喫茶コーナー」
も閉鎖となりご利用できませんのでご了承ください。
なお、1階にあるほかの施設につきましては「プレイ
ルーム」を除いて利用可能です。
ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。
★ 新しい幼児向けオモチャと更新
プレイルームで遊ぶ幼児向け“オモチャ”が、3種
類増えました。（全部で15種類あります）

きかんしゃトーマス・おはなしパズル

アンパンマン・
ドキドキアンパンチ！

プレイルームで貸出オモ
チャをご利用される場合は、
プレイルームに張り出して
ある「貸出オモチャの一覧
アンパンマン・バランスつみき
表」にある、①番から⑮番
までの「オモチャ番号」の中から希望のオモチャ番号を
事務局窓口で申し出て、借り受けてください。

運営協議会・1月度定例役員会(1/12)の議事
1．報告事項
① 会長報告(年頭挨拶)
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（12月度）
‥‥‥‥‥‥ 会 計
④ 原山中合同パトロールの件 ‥‥管理担当副会長
⑤ 利用者団体の会報告 ‥‥‥‥ 事業担当副会長
⑥ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥ 事務局長
1階トイレの排水詰り、喫茶・事務所周りの洗
い場排水詰り、1階サロン・ギャラリー・工芸
室ラインの空調不良…（11件）
2．議 題
① H27年度事業費予算案について 事業担当副会長
② H26年度管理費運用項目の件 ‥‥‥ 総務部長
③ 職員募集と面接について ‥‥‥‥‥‥ 総務部長
④ 机上歴史散歩実施の件 ‥‥‥‥‥‥ 図書部長
⑤ 蔵書の修理と部会開催について ‥‥‥ 図書部長
⑥ 調理実習開催の件
‥‥‥‥‥‥ 福祉部長
⑦ イチゴ狩りウォーキング実施の件 ふれあい部長
★次号（197号）は、3月15日発行予定。

