
◎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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★ 8月の休館日14(金)、15日(土曜)、27日(木曜)

★ 9月の休館日10日(木曜)、 24日(木曜)

中央駅南地区の人口と世帯数 (H27.7月末現在)

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

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

夏のふれあいの日（8/2）

地　区 人 口 世帯数
サザンプレス

配布部数

　内野地区 3,711 1,775 1,705

　原山地区 3,719 1,412 1,291

　戸神台１丁目 2,449 883 565

　高花地区 5,579 2,176 2,039

計 15,458 6,246 5,600

“サザン記録に挑戦”結果

輪ゴムつなぎ 10本(昨年 17)

新聞仕切り 148cm(〃 188)
PTボトルボーリング 15点( ?)

☆ 昼間の喧騒が終わり、い

つものような落ち着いた雰囲

気に戻った1階サロンでは、

夕方6時よりピアノ演奏を聴

きながらのゆったりした気分

で「夕涼み大人の時間」を楽

しむ人で賑わいました。

☆ 午前10時から始まった「夏

のふれあいの日」イベントには、

替わる代わるの人の出入りで、館内

が一日中賑わっていました。
昼下がりのJazz Concert

ソーメン試食タイム 浴衣の着付け教室

いんザイ君と踊ろう！歌おう! いんザイ君と踊ろう！歌おう!印西ゆめ太鼓
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サザン夏休み100冊の本展示

(図書部)

◆ 活動を公開している利用者団体は以下の団体です。

◆ 活動している曜日や時間は、窓口にお問い合わせ下さい。

20132013201320132013.3.22.3.22.3.22.3.22

囲碁 原山OB会囲碁会 囲碁の会

印西音頭保存会 印西音頭の普及

ひまわり会舞踊部 踊りを通して内野地域の交流を図る

Ｓｍｉｌｅ 子ども達によるチアダンス

あやめ会 日本舞踊の稽古

カントリーダンス印西 地域社会との関わりと健康維持

あじさいグループ カラオケに合わせて踊る新舞踊

あかね会 歌謡曲などに振付けをした日本舞踊

友遊会 盆踊りを通じて地域の交流

松の実会 印西市ボランティア協議会所属の舞踊団体

舞踊サ－クル「嬉久扇会」 チャリティ踊りの会に参加

オレンジコーラス 合唱の練習、サザンフェスタ等への参加

ベッラ　ヴォ－チェ ボイストレーニングのグループレッスン

女声コーラス　四季の会 女声コーラスの会

ジャズボーカルクラブ

　　スイングレディース
ジャズボーカルレッスン

歌声喫茶　アンダンテ 歌声喫茶の企画、運営

アンサンブル・クレール ピアノ、フルート等のアンサンブルを楽しむ

ミモザの会 絵画の練習を通じ会員相互の交流をはかる

子供のアトリエ 子供の為の絵画、工作

健康 エアロナオミ エアロビクス及びストレッチ

工芸 キルトサ－クル”クレヨン” パッチワ－クの制作を通して交流を深める

書道 墨友会 書道の練習と会員の親睦

12期ロンクラブ 印西市民アカデミーOBで麻雀や懇親会

原山ＯＢ会 原山地区在住の60歳以上の高齢者で構成

コロネード 和の会 コロネード会員(60歳以上)で地域住民の親睦

あすなろ会 カラオケを楽しみながら会員相互の親睦

ドリームコスモス 食事会やカラオケ

スポーツ
ザファミリーサッカー

クラブ (TFSC)

親子でミニサッカーを楽しみながら、

親子と地域住民のコミニュケーションを図る

マジック 不器用な仲間達 マジックを習いながら会員相互の親睦を図る

百人一首 百人一首の会 小倉百人一首の鑑賞、研究と親睦

料理 酒心の会 料理研究

写経の会 写経を通しその意義を学ぶ

木の実会 健康マージャン

子育てサークル｢おおぞら｣ 子育て相談、お茶会や読み聞かせ

新日本婦人の会

　　 印西支部ひまわり班
絵手紙の会、環境問題、住みよい街づくり

その他

親睦

絵画

音楽

踊り

サザンプラザ利用者団体登録の団体・サークル紹介
夏休みだ！まんがスクールは“中止”

夏休みお話会スペシャル

(図書部)

7月13日～８月２日の期間、１階ギャラリー

に、夏休みにお薦めの本100冊を選定して展示

公開しました。

この後、図書コーナーの一角に陳列してご覧

いただけるようにしています。

7月18日(土)、多目的室において3歳から小

学生を対象としたお話し会を行ない、参加者

12名(スタッフ：6名)で絵本や紙芝居、ゲー

ム等を楽しみ最後にゼリーを食べました。

8月4日～８月7日に開催予定していた

「まんがスクール」は、参加応募者がおり

ませんので、中止とさせていただきました。

（広報部）

平
成

27年
度

サ
ザ
ン
プ
ラ
ザ
事
業

計
画

実施月 内　　容 実施月 内　　容 実施月 内　　容 実施月 内　　容

8月 夏のふれあいの日

７月～８月 幼児プール開設(中庭）

5月 臨時役員会 7月 平成27年度第1回評議会 10月 中間報告会 1月 賀詞交歓会

6月 第19回総会 8月 夏のふれあいの日 10月 総務部会 2月 平成27年度第2回評議会

毎月 定例役員会/各部会議 毎月 定例役員会/各部会議 毎月 定例役員会/各部会議 毎月 定例役員会/各部会議

毎月 広報紙発行・ＨＰ運営 毎月 広報紙発行・ＨＰ運営 毎月 広報紙発行・ＨＰ運営 毎月 広報紙発行・ＨＰ運営

HP更新管理(通年) 8月 全館事業PR用ビラ作成 10月 全館事業PR用ビラ作成 2月 全館事業PR用ビラ作成

6月 ジャズの夕べ 7月 マジック教室・着付け教室 10月 お菓子教室 3月 歩こう会

年/4回 折り紙教室 7月 手芸教室・コンサート 12月 チャリティコンサート 3月 味噌つくり教室

年/4回 連続料理学習会 8月 歴史講座

通年 きらきらお話し会 7月 夏休みおすすめ本展示等 10月 蔵書点検 1月 新春百人一首とかるたの会

4月 春のお話し会 7月 お話し会スペシャル 11月 サザン実用書を使って 2月 机上歴史散歩

6月 図書館本返却・貸出作業 8月 絵本に出てくるごちそう 12月 図書館本返却・貸出作業 3月 図書館本返却・貸出作業

9月 図書館本返却・貸出作業 12月 蔵書修理 3月 第38回古本交換市

9月 第37回古本交換市

４月 グラウンドゴルフ大会(*) 8月 多々羅田夏祭り 10月 グラウンドゴルフ大会(*) 2月 調理実習

6月 カラオケを歌って楽しむ会 8月 カラオケ大会 12月 クリスマス会(*) 3月 踊りの会

5月 春のバスツアー 10月 家族でサイクリング 3月 地元ウォーキング

6月 パークゴルフ 10月 秋のバスツアー

10月 秋のパークゴルフ

(*)の事業は、ふれあい部と共催 11月 ソフトボール大会

部　門

福祉部

広報部

全館事業

文化部

ふれあい部

総務部

図書部

４月～６月 10月～１２月 １月～３月７月～９月

秋のサザンフェスタ11月 3月 春のふれあいの日
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キョウチクトウの花

夏休みといえばこの花を

思い出します。

ヒマワリ畑のヒマワリ

カナ･カナ‥と、ヒグラシの

鳴き声も聞こえます。

お米はイネ科の植物で、花が咲きます。

お米が花を咲かせることを、お米の業界

では"出穂（しゅっすい）"といいます。

写真の中央・イネの穂となる

部分に見える“白い点々”とした

ものが、お米の花です。

お米の花は、イネの穂となる

部分が"パカッ"と割れ、そこから

白い花が咲きます。

“ガーデンパーティ” （コロネード原山）

7月18日(土) あいにくの雨となり

ましたが、コロネード原山、夏の恒

例行事「ガーデンパーティー」が賑

やかに行われました。

★雨天の場合は、集会所２階の大

フロアで行われます。

すぐにテーブル席は満員、後ろに椅子席

を急造！皆さん焼き鳥・スイカをほおばりながらお話に

夢中です。近くにいながら普段ゆっくりお話をするのも

久しぶり‥旧交を温めていました。ここで大きく育った

若い人達も輪になってにわか同窓会になったり、

３世代目の小さな子供たちがビンゴを

楽しんだりとココロもおなかも

満足になったひと時でした。

“夏の納涼会” （高花4丁目町内会）
光化学スモッグ警報も出るほどの猛暑日となった7月

25日(土)、高花4丁目町内会では納涼会を開始。

午後4時から団地を練り

歩く子供ミコシからイベン

ト開始。フラダンスショー

やお馴染みの模擬店を始め、

集会所内で行われた“射
的”も子供たちのお気に入

り!

夏休み恒例のラジオ体操が、高花近隣公園鐘撞き塔前

広場で今年も行われています。

高花1丁目、4丁目、

5丁目、高花およびルミ
ナス高花の各町内会・自
会・自治会が合同で開催

しています。

★7月18日～8月30日

の毎朝6時30分から。

(8/13･14･15は休み)

“ラジオ体操” （高花近隣公園）

◆大人は木陰で見守る中、

子ども達は会場内を元気

に飛び回り夏の一日を楽

しんでいました。

地域の身近な催しや、出来事などを、写真とメモ書きを付けてお寄せください。

花が咲くのは、7月下旬から8月中旬
の間です。

咲いている期間は、ひとつの花で、

たったの2時間程度です！

なんとも希少なお花なんです。

お米の花？！（出穂）
ニュータウンに隣接した田園では

勢いよく生育した稲から一斉に白

い花が咲き誇り、秋の実りを期待
させています。

モミジアオイ

空に向かって真っ赤な花

を咲かせています

ウワミズザクラの実

小鳥たちが食べに来ます
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★次号（203号）は、9月13日発行予定。

運営協議会・7月度定例役員会(7/12)の議事

1．報告事項
① 会長報告(評議会総括) ‥‥‥‥‥‥ 会 長
② 各専門部報告(総務部、福祉部、文化部、図書部)

各専門部長
③ 会計報告（６月度収支決算） ‥‥‥‥ 会 計
④ 事務局連絡事項 ‥‥‥‥‥ 事務局長
プリンター故障(市所有)、冷水機排水管修理、

多目的室エアコン不調(特定健診日の過度な使用

設定変更が原因か?)

2．議 題
① 夏のふれあいの日行事の時程表 (事)担当副会長
② アイシングクッキー作り ‥‥‥‥‥ 文化部長
③ ビーズ・アクセサリ作り ……‥‥‥ 文化部長
④ 絵本に出てくるご馳走つくり ‥‥‥ 図書部長
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● ビーズのアクセサリー作り （文化部）

昨年好評だったビーズアクセサリー作りの第2弾。

◇日 時 ：8月26日(水) 10:00～12:00

◇場 所 ：サザンプラザ2階

集会室①

◇募集定員：15名

◇参加費 ：3,000円

(材料費、講師料込)

◇講 師 ：川村 玲子 さん(桐生市在住)

● 絵本に出でてくるごちそう作ろう！ （図書部）

いたずらマックスが食べた夕ごはんを作ります。

どんな味かな？

◇日 時 ：8月25日(火) 10:00～13:00

◇場 所 ：サザンプラザ2階 和室・調理室

◇募集対象と定員：小学生、15名（7/25より受付）

◇持ち物 ：エプロン、三角巾、はし、スプーン

● カラオケ大会 （福祉部）

日頃の成果を思いっきり発揮してみませんか‥

大勢の前で歌ったり、他の人の歌を聴いたりして楽し

みましょう！ ◎男性の参加を大歓迎します。

◇日 時 ：9月19日(土) 10:00～13:00

◇場 所 ：サザンプラザ2階 多目的室

◇募集定員：30名

◇参加費 ：100円(当日、領収させて頂きます。

◇申込受付：9月1日(火) 10:00～

● 印西NT夏祭り会場の休憩所開設 （福祉部）

8月29日(土)の夏祭り会場の本部席左端で、冷茶の

サービスを用意しています。

ご遠慮なくお立ち寄りください。

運営協議会・臨時役員会(7/ 4)の議事

1．議 題
① 評議会進行次第の確認
プレゼン内容・役割担当などの確認 会 長

② H28年度以降の指定管理受諾と

契約期間について、総会議案追加の件 会 長
③ 総会の進行プレゼン内容確認 ‥‥‥ 会 長
④ 夏のふれあいの日イベント内容 (事)担当副会長

幼児向け仮設プールの開放

今夏も実施している「幼児向け仮設プール

開放」は、連日の猛暑日と重なりなり、多

くの子供たちがサザンプラザの中庭に集

まって、付き添い保護者

の“汗”とは裏腹に“水

遊びを楽しんでいました。

これまで3回の開放日で

は、25名余の子供たちが

利用されています。

● 第39回 古本交換市 （図書部）

◇日 時 ：9月12日(土) 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：9月11日(金)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。

小便器の故障発生！

1階男子便所の「小便器」のフラッシュ

バルブが故障。“水が流れ放し”‥とい

う故障が発生し、利用者にはご迷惑をお

かけしてます。冷水器の排水漏れに続く

水回り故障に頭を痛めています。


