1

Vol-20 No8(通巻205号)

編集：広報部

発行：サザンプラザ運営協議会
● 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

2015
201 5 . 11.
11 . ８

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

★11月の休館日12日(木曜)、 26日(木曜)
★12月の休館日10日(木曜)、 28日(月曜)～24日(木)を振替
◎ 年末年始の休館日：12/29 ～ 1/4 (7日間)

◎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

秋のふれあいの日

サザンフェスタ★ 11月21日(土) ＆ 22日(日)

★

開会式：11月21日（土） 1階ステージ 9：30～

2日目（22日）－午後の部－

サザンプラザ運営協議会 好川 八重子会長 挨拶
々 利用者団体の会 榎戸 洋子 代表 挨拶
来賓紹介と来賓代表のご挨拶

1日目（21日）開会式に引き続き
★ ステージ発表 ★
9:40 原山小学校児童合唱
10:00 内野小学校児童合唱
10:25 船穂中学校吹奏楽部
10:50 高花小学校児童合唱
11:15 原山中学校吹奏楽部
11:40 印西少年少女合唱団
12:00 ビエンフラメンカ
(フラメンコ)
12:30 印旛明誠高校吹奏楽部
12:55 プルメリア(フラダンス)
14:00 ミュージックサロン印西
(ピアノ、クラリネット、
フルート演奏)

2日目（22日）－午前の部－
10:00 ～ あいさつ ～
運営協議会会長
挨拶
利用者団体の会代表 挨拶
★ ステージ発表 ★
10:05 キッズダンス(Smile)
10:20 舞踊：嬉久扇会
10:45 舞踊：ひまわり会舞踊部
11:05 舞踊：あじさいグループ
11:30 マジック：不器用な仲間達
11:45 ダンス：
カントリーダンス印西

ジャズの夕べ
11月21日(土) (18：00～20:00)

★ ステージ発表 ★
12:10 バンド演奏：ノマーニ
12:40 ピアノ連弾：タント・カンタービレ
13:10 舞踊：友遊会
13:25 舞踊：あかね会
13:45 舞踊：松の実会
14:10 歌 ：ベッラ・ヴォーチェ
14:30 女声合唱：四季の会
14:50 歌声喫茶：アンダンテ
女声合唱：オレンジコーラス
15:30 踊り：印西音頭保存会
～ 会場整理 ～
16:30 アンサンブル：なはみずき

◇ ミニフリマ・模擬
店もあるよ～

★ 詳細は、窓口までお問い合わせ下さい。
★ 出演順、発表時間は、当日都合により変更す
ることがあります。予めご了承ください。
★ 会場内で“アンケート調査”をお願いするこ
とがあります。ご協力をお願いいたします。
中央駅南地区の人口と世帯数 (H27.10月末現在)
地 区

会費：500円/一人

世帯数

サザンプレス
配布部数

内野地区

3,686

1,790

1,705

原山地区

3,778

1,447

1,291

戸神台１丁目

2,528

894

565

高花地区

共演：スウィングレディース＆MEN

人口

計

5,599

2,179

2,039

15,591

6,310

5,600
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バスツアー(ブドウ狩り)

(ふれあい部)
《味覚の秋》10月18日(日)、
朝7時に印西を出発、一路甲
州時へ向かう。
ブドウ園では熟れたブドウ
を堪能し、ワイナリーでは
“ワインを爆買い？”。
野菜の詰め放題や、秋晴れの
ハーブ園で《味覚の秋や行楽

グラウンドゴルフ大会(福祉部・ふれあい部)
10月17日(土)、朝9時より多々
羅田公園グラウンドで、恒例の
グラウンドゴルフ大会を開催。
(参加者 25名)
当日早朝は、天候が危ぶまれ
ましたがスタート時には風もな
く絶好のコンデション。8ホー
ル・3ラウンドで競いました。

優勝した野中さん

の秋》を、思
う存分楽しん
だ一日でした。
(参加者：
45名)

パークゴルフ大会

ソフトボール大会

優勝した土屋 様

《スポーツの秋》10月28日
(水)、印西市の公認パークゴ
ルフ場(泉公園)に6パーティ
(20名)が参加。
秋晴れの好天の下、グリー
ンのコースに繰り出す。

(ふれあい部)

(図書部)

11月7日、サザンプラザ2階、集会室①に
アパレル会社勤務の田村純子さんを迎えて
“今日着る服”“今秋のオシャレ”などの
レクチャーを受けました。
この講
座はサザ
ンの図書
コーナーにある「着こな
し手帳(右欄の著書参照)」
などを参考にしながら、
“着る”楽しみを味わい
ました。

(文化部)

10月31日土曜日、小さなミニ額を作る刺繍体験を
参加12名で実施。家に帰ってから一人でやるのは
大変、と皆さん完成まで頑張りました。
講師の東原先生の丁寧なご指導と、見本の素敵な
作品郡に、もっとやりたいの声がありました。

(ふれあい部)
11月3日、原山小学
校校庭に48人（5
チーム）のプレヤーが
集結。ゲームの合間に
はトン汁（サザンプラ
ザで調理）で舌鼓を打
ちながら、秋空の下白
球を追い、熱戦を繰り
広げていました。

コーディネートの楽しみ

刺繍体験

図書コーナーだより（今月の1冊）
「毎日のナチュラルなおしゃれ

着こなし手帳」
☆ 著者は43歳の人気
スタイリスト。
“小さなポイントを
知ってぐっとセンスが
良く見えたら”‥と、
ナチュラルなオシャレ
の基本ルールを、写真
を添えて語っています。
白シャツ・ボー
ダー・チノパン・シャ
ツワンピース等の定番
アイテムの着こなし例
も展開しています。
自分のワードローブ
が少し変わるかも知れ
ない本です。

轟 節子著(宝島社)
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船穂中学校区さわコミ地域推進委員会
2015年度“船穂さわコミバザー”を開催

♪ 森の音楽会 ♪ （草深の森）
10月24日、高花6丁目に隣接した草深の森では、
RCN(NPO法人)主催の“森の音楽会”が行われていました。

10月17日(土) 高花小学校体育館

“秋祭り”開催
10月31日(土)高花四丁目町内会
では昨年に続き“秋祭り”を挙行。
子供用・幼児用の2台のミコシが
団地内を練り歩きました。

ハロウィン仮装
姿も賑やかに!

結縁寺の四季 ＜3＞

～静か～な、しずかな里の秋

アメリカセンダングサの種。
衣服につくと、くっついて取れにくい。

ザンプラザ運営協議会
平成27年度・中間報告会 （11月8日）
◆ サザンプラザの平成27年度中間
報告会が、11月8日午前10時よ
り多目的室に、役員13名、部員
20名、事務局スタッフ2名が出席
して行われました。
(挨拶する好川会長)
好川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（土屋総
務部長）、コ
ミュニティ醸成
事業報告（好川
会長）が行われ
た後、下半期の
事業計画を発表。
その後の意見交
換では活発な議
論が交わされま
した。

里山の静けさの中“モズやヒヨドリ”の甲高い声が響き、シラカシ
の実が森の竹にあたって、コツンと落ちる‥ ～ 秋が来ました。

六地蔵さんに顔を近づけると供えら
れた菊の匂いがしました

“スズメウリ”の実の連なりは五線譜上
の“♪”みたい

森の宝石“クサギ”の実

クマシデの花穂
里山の木々も色づき始めて…
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（文化部）

砂糖でベビーシューズを作ります。
◇日 時 ：12月 5日(土) 18:00～19:30
◇場 所 ：サザンプラザ 2階・調理室
◇参加費 ：お一人：2,900円 (当日申し受けます)
◇募集人員：14名
◇講 師 ：中野 はる美 さん (プリンセスローズ主宰)

● 折り紙教室 （お題： 干支 申）

（文化部）

◇日 時 ：12月 6日(日) 10:00～12:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階・集会室①
◇参加費 ：お一人：100円 (当日申し受けます)

● プリザーブドフラワーアレンジメント

（文化部）

◇日 時 ：12月 8日(火) 14:00～16:30
◇場 所 ：サザンプラザ 2階・調理室
◇参加費 ：お一人：2,500円 (当日申し受けます)
◇募集人員：10名
◇講 師 ：市川 芳江 さん

● クリスマス会

（福祉部）

平成27年、福祉部最後の行事“クリスマス会”を開催
いたします。ビンゴ、ダーツ他など、楽しいひとときを
過ごしましょう！
たくさんのご参加を待ちしております。サンタさんから
のプレゼントもありますので、お楽しみに。
寒い季節ですが、元気にサザンの行事に参加してくだ
さいますようお待ちしております。
◇日 時 ：12月19日(土) 10：00～12：00
◇場 所 ：サザンプラザ2階 多目的室
◇募集予定人数：30名
◇受付開始：12月1日(10:00より)窓口で受付ます
◇参加費 ：100円/1人

～ 福祉部からお願い ～
福祉部が行っている事業に、ボランティアで参加して戴
ける方を募集しています。詳細は「窓口まで」

● クリスマス・チャリティコンサート

（文化部）

毎年恒例の“チャリティコンサート”。
今年は水害被害のあった”常総市“への寄付を計画して
います。
◇日 時 ：12月 23日(水) 14:00～16:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階・多目的室
◇チャリティ金 ：500円以上(12/1より窓口で整理券を配布)
◇出演者 ：信太 ななみ さん (サックス)
井後 優弥 さん (ピアノ)

★ 新しい事務局職員を紹介します ★
★ 本紙No.203号でお知らせしました
事務局職員の募集に際しましては、多
くの方のご応募をいただきました。
その中から下記の方を採用させてい
ただき、11月1日から事務局の新職員
として勤務して戴いておりますので、
よろしくお願いいたします。
◇ 荒木 明道 さん

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

● シュガークラフト体験

・・ 運営協議会からお知らせ ・・
☆ サザンフェスタ開催に伴う館内利用の制限 ☆
● 貸室のルーム予約制限
☆11月21日(土)・22日(日)の両日は、
サザンフェスタ開催の為「ルーム予
約」はできません。

● 図書コーナーの閉鎖
☆11月21日(土)・22日(日)の両日は、サ
ザンフェスタ開催の為、下記日時の図書コーナーはご
利用できません。よろしくご協力をお願いいたします。
☆ 11月20日(金) 17:00～21:00
☆ 11月21日(土)
～ 終日 ～
☆ 11月22日(日)
9:00～18:00

☆★ 年末年始の休館日お知らせ ★☆
12月の休館日は、10日(木曜日)と
28日(月曜日)の2日となります。
※定例の休館日は24日(木曜日)
ですが、年末の大掃除を考慮して、
休館日を変更させていただきました。
ご了承を賜りご周知ください。
また、新年の開館日は1月5日(火曜日)からとなりま
すので合わせてご了承ください

運営協議会・10月度定例役員会(10/11)の議事
1．報告事項
① 会長報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 会
長
② 各専門部報告(総務部、広報部、福祉部、
文化部、図書部)
各専門部長
③ 会計報告（H27年上期収支報告）‥‥ 会
計
④ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥ 総務部長
第3期指定管理者申請、館内忘れ物展示、コミセ
ン利用者アンケート実施と報告、公民館総合補
償制度の見直し‥など(13件)
⑤ 「運営協議会と利用者団体の会」 ‥筆頭副会長
2．議 題
① 館内防火管理者の変更 ‥‥‥‥‥
会 長
② サザンフェスタの実施規模 ‥ (事)担当副会長
③ ソフトボール大会開催について ‥ ふれあい部長
④ サザン実用書から
‥‥‥‥‥‥
図書部長
⑤ 休館日の振替(年末) ‥‥‥‥‥‥‥ 総務部長
⑥ ピアノ調律作業の件 ‥‥‥‥‥‥‥ 総務部長
⑦ 中間報告会の施行手順と内容 ‥‥‥ 総務部長

運営協議会・11月度臨時役員会(11/5)の議事
１．議 題
① 中間報告会での報告事項 ‥‥‥‥
会 長
② 報告会の進行と手順 ‥‥‥‥‥‥
総務部長
③ 配布資料内容の確認 ‥‥‥ 総務部長(事務局長)
★次号（206号）は、12月13日発行予定。

