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● ご意見 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
◎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

★ 3月の休館日 12日(木曜)、 26日(木曜)
★ 4月の休館日 9日(木曜)、 23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
～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)

☆ 卒業シーズン！サザン
プラザのいんザイ君も制
服に着替えました

原山小学校児童合唱

船穂中学校吹奏楽部

3月7日(土)

内野小学校穂児童合唱

原山中学校吹奏楽部

“あなたと歌プラザ”
☆演奏：魔法のピンク
14:00～15:00
懐かしい歌謡曲の演奏と歌を交
えながら、演奏に合わせて“歌
終え喫茶？”風を味わいました。

中央駅南地区の人口と世帯数 (H27.2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

3,809

1,792

1,705

原山地区

3,701

1,397

1,280

戸神台１丁目

1,958

681

565

高花地区

5,631

2,165

2,038

15,099

6,035

5,588

計
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第38回古本交換市

(ふれあい部)

2月15日(日)肌を刺すような寒さでしたが、絶好の
ウォーキング日和。
今回は千葉県東金市の
“ときがね湖周辺”の
ウォーキング(約1時間)
コース)を実施。
(参加者：69名)

◇ ウォーキング後は
“イチゴ園”の新鮮
で甘いイチゴの食べ
放題となり大満足。

その後、バスで佐原の
「東薫酒造」を見学。

さらに佐原・香取神
社に参拝、盛り沢山
の一日でした。

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

3月15日(土)に行われた「第38回古本交換市」には、
前日の持込み本と合わせて、午後2時現在で
今回の受け入れ冊数は 1,330冊
当日持ち帰り 冊数
701冊
となっていて、終了後
(15:00)に図書部員に
より本の精査を行って
「廃棄本」や「館内保
管本」の選別を行うこ
とにしています。

イチゴ狩りウォーキング

調理教室

(図書部)

(福祉部)

今回のテーマは「いなり蕎麦」と「蕎麦巻き」作りに
初挑戦！
「いなり蕎麦」には甘辛の、
「蕎麦巻き」にはレンコン
の天ぷらを付け合せ。

それぞれ風味の違う2種類の
“そば”味わいました。
10時から調理開始。参加者
(15名)皆さんの手際が良く、
11時半には調理完了。
試食会では皆さん“おい
しい！”と好評でした。

永年功労者に対する表彰状を授与
(サザンプラザ運営協議会)
サザンプラザ運営協
議会では3月7日の
“春のふれあいの日”
催しに先立って、開館
20周年目を迎える機会
に「サザンプラザの役
員・運営委員」として
永年にわたり運営に協
力して戴いている方々
に対し、感謝状を贈呈
して謝意を表しました。 感謝状を授与される山谷正夫氏
★ 表彰された方々(21名)は、以下の通り(敬称略)
(お名前)
現在の役職・所属専門部
1 川本 進
運営協議会々長
2 好川八重子
事業部副会長 (兼)図書部長
3 山谷 正夫
監事
4 平岡 直行
総務部長
5 表 俊一郎
総務部
6 粕谷 茂
広報部長
7 藤岡 由香
広報部
8 末田 洋子
広報部
9 片見 慎一
広報部
10 菅原 つな
福祉部長
11 高森 春江
福祉部
12 岡本 尚子
福祉部
13 高野 利正
ふれあい部
14 奥山喜久恵
ふれあい部
15 榎戸 洋子
文化部
16 南雲 嬉子
文化部
17 菅原みどり
文化部
18 藤宮 祐子
文化部
19 平井 健男
顧問
20 川合 博
相談役
21 宇田川 茂
相談役
※過去(2005年、2010年)に表彰された方を除か
せて頂きました。
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サザンプラザ利用者団体の会
加盟・４団体による

（展示：3/4～ 3/ 9）

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ミモザの会

春の美術工芸展(その1）
コロネード

和 の 会 (展示：3/11～ 3/16）

★館内の改装工事
開館20年目を迎えて、2月24日と25日の
両日には、集会室①、和室、調理室の内装改
修を行い、3月10日～12日には、1階サロ
ンの床面タイルカーペットの張替えを行いま
した。
1階サロン

∬∬

… 春は足元まで！ … ∬∬

和 室

集会室①
「和室」の座布団を新調し
ました。20年来使われて
きた座布団ですが、角房
（すみふさ）がちぎれ、
布団皮もところどころが
透けてきたので、このほど
25枚を新調しました。

コブシはまだ固いつぼみです。サンシュユの黄色
いつぼみ、地面に散った椿の花。
自然はダイナミックに“時”を刻んでいます。

カワヅザクラ
気の早いつぼみが雛祭り前には、
1～2輪花びらを見せていました

梅林
白梅が漂う霞のようです。
香りもしてここは“桃源郷”？

ツグミ ヒヨドリ
目が可愛らしい。
冬鳥は望遠鏡で観察
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（福祉部）

いつもサザンプラザでお稽古している皆さんと、有志
の方々による「踊りの会」を開催します。
春うららかなひと時をお友達と一緒にサザンプラザ
にお出かけ下さい。
◇日 時 ：3月28日(土) 10:00 ～12:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階・多目的室
◇参加費 ：100円/1人（当日申し受けます）
◇募集人数：30名程度
◇受付開始：3月16日(月) 10:00からサザン窓口、ま
たは電話にて受け付けます。

● “折り紙教室(お題：桜)

（文化部）

◇日 時 ：4月5日(日) 10:00 ～
◇場 所 ：サザンプラザ 2階・集会室①
◇参加費 ：100円/1人（当日申し受けます）
◇募集人数：15名程度

● グラウンドゴルフ大会

（福祉部/ふれあい部）

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

● “踊りの会”

青空の下でみなさん元気よく運動しましょう！
いつもの練習成果を発揮して頑張ってください。景品は
参加者全員分を用意してありますので、大勢の参加をお
待ちしております。
なるべく早めのお申し込みをお願いいたします。
◇日 時 ：4月18日(土) 9:00集合 (9:30スタート)
◇場 所 ：多々羅田公園
◇参加費 ：100円(当日、会場で申し受けます)
◇募集人数：40名
◇受付開始：4月1日(水) 10:00からサザン窓口、または
電話にて受け付けます。
※ 道具をお持ちでない方は、申し込み時にお申し出くだ
さい。5名分を用意してあります。

～～ サークルなどからのお知らせ ～～
～ 三友会(囲碁の会)・新会員募集 ～
〇
○
〇
〇

募集人員：5～6人(女性歓迎)
会合日 ：毎週水曜日の午後
場 所 ：サザンプラザ2階・和室
会 費 ：1,000円/年間
※ 平成27年4月より
※ 責任者：石井 義規
※ 問合せ先：電話0476-46-2383まで
★☆★ <<

記事訂正とお詫び >> ★☆★

① 前月号(196号)の4面に記載した「古本交換市」の回
数を“第36回”と記載しましたが、正しくは“第38
回”でした。
② 前々号(195号)の1面に記載した中央南地区の「人口
と世帯数」欄で、原山地区の人口数を“2,448”とし
ましたが、正しくは“3,678”の誤りでした。
記載事項の誤りにつきましては、お詫び申し上げるとと
もに今後とも校正作業を十分に行っていくよう努力しま
す。(広報部長)

★☆★ <<

事務局よりお知らせ >> ★☆★

★健康診断会場と臨時休館のお知らせ
来る6月23日(火)と24日(水)は、印西市の健康診
断会場となるため“臨時休館日”となります。
ご了承ください。

H27年度 利用者団体登録手続きについて
平成27年度の「利用者団体登録」を希望される団体
（サークル）の方は、4月1日から受け付けを開始します
ので、サザンプラザ事務局窓口で手続きを行ってくださ
い。（受付は4月26日土曜日まで）
◎ 登録カード発行は、5月24日(日)の「利用者団体全体
会」集会終了後に公布される予定です。
★東日本大震災四周年追悼黙祷を実施 ★
3月11日、午後2時46分。東日本大震災四周年を追悼
するため、来館者も含め全員で1分間の黙祷を捧げまし
た。
★玄関入口に“案内看板”登場！

サザンプラザを
訪れた方が最初に
目にする玄関入口
に直近のイベント
などをお知らせす
る案内板を設けま
した。

運営協議会・2月度定例役員会(2/8)の議事
1．報告事項
① 会長報告(住民との意見交換内容報告)
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（1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修理、集会室①の雨漏り
調査・和室座布団交換・和室前誘導灯交換‥等
…（19件）
2．議 題
① 春のふれあいの日実施計画の件 事業担当副会長
② 空調設備機器点検の件 ‥‥‥‥‥‥ 総務部長
③ 職員継続と新規採用について ‥‥‥‥ 総務部長
④ 管理費流用に伴う館内補修工事 ‥‥ 総務部長
⑤ 「味噌作り教室」開催の件 ‥‥‥‥ 文化部長
⑥ 図書館本返却/選書作業について ‥‥ 図書部長
⑦ 第38回古本交換市実施の件 ‥‥‥ 図書部長
⑧ 期末の管理費支出について ‥‥‥‥ 会
計
★次号（198号）は、4月12日発行予定。

