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Vol-20 No9(通巻206号)

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

● ご意見

〒270－
－1341

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
★12月の休館日10日(木曜)、 28日(月曜)～24日(木)を振替
◎貸室の空き状況はホームページをご覧下さい
★ 1月の休館日14日(木曜)、 28日(木曜)
◎ホームページでは、カラー版でご覧戴けます
◎ 年末年始の休館日：12/29 ～ 1/4 (7日間)
Closed

9 : 00am ～ 9 : 00pm

休館日の
お知らせ

編集：広報部
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11月21日(土)
＆ 22日(日)

沢山のご来場を頂きましてありがとうございました （２日間の来場者：1500名余）
2016年・賀詞交歓会のお知らせ
サザンプラザ運営協議会では、運営委員、評議会委員、地域の各
団体代表者による2016年「賀詞交歓会」を新春の1月11日（月
曜日・祝日）に催す予定で実施計画
を検討しております。
招請者の方々には追ってご案内を差
し上げますので、是非ご列席の程、
お願い申し上げます。
写真は、過年度の会場風景です。

中央駅南地区の人口と世帯数 (H27.11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

3,683

1,785

1,705

原山地区

3,785

1,487

1,291

戸神台１丁目

2,534

895

565

高花地区

5,614

2,187

2,039

15,616

6,354

5,600

計
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原山小合唱

内野小合唱

高花小合唱

素晴らしい演奏で、会場を盛り上げていただいた近隣学校の合唱や演奏

印旛明誠高校吹奏楽部

原山中吹奏楽部

船穂中吹奏楽部

★ 文化部の事業 ★
折り紙教室《干支･申》
ブリザーブドフラワーアレンジメント

シュガークラフト体験
☆12/5(土)、アンアン6月号に、今輝
く女の教室と紹介されたプリンセス
ローズ主宰の中野はる美先生にご指導
いただき、シュガークラフトのベビー
シューズを作りました。主婦の友社
「名付け辞典」の表紙の作品、お祝い
の縁起物とあって、参加の妊婦さんが
大喜び。シュガークラフトはイギリス
の伝統工芸、見て楽しむ、食べて楽し
むとのことですがもったいなくて食べ
られません。ずっと飾
っておけるそうです。
今回参加が少なかっ
たのですが先生との交
流も楽しくまた企画し
ての声がありました。

☆12月6日(日)、折り紙教室を開催。
今回のお題は干支のさる。ちよっと
した表情をつけるのが難しかったで
すが、参加者で教え合いながら楽し
く頭の体操してました。

☆12月8日(火)、桜台在住の市川芳江
さんに教えてもらい、プリザーブドフ
ラワーのリース作りをしました。
最初のリボン作りから四苦八苦。簡
単そうで難しく、出来上がって嬉しく
皆で撮影会。材料費がかかりましたが、
それ以上に豪華な仕上がりになり大満
足でした。

次回は2月7日、鬼の面を折
ります。

図書コーナーだより（今月の1冊）

「町探検」
町探検」で小学生来館

「ひとりずもう」

小学生の社会科体
験学習で、近隣の
小学校からサザン
プラザ見学訪問が
ありました。

写真上は、原山
小学校の2年生。
写真左は、内野
小学校2年生の
皆さんです。

さくら ももこ 著(小学館)

☆“ちびまる子ちゃん”の作者、
さくらももこ自身の青春物語。
挿絵が可愛いキャラクターと
「さくらももこ」というピンク
色の愛らしいペンネームからは、
“ハートが散りばめられた青
春”を想像するが、無残続きの
日々が語られる。
けれど、そんな
日々を経てさく
らももこさんは、
自分の描きたい
漫画を描くこと
にたどり着くの
だ。
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H27年・サザンフェスタのステージを飾っていただいたみなさん
2015年(平成27年)サザンプラザの主な出来事
1月 賀詞交歓会、1階トイレ、事務所流し台の排水館
つまり補修工事
2月 集会室①、和室、調理室内装補修工事
★和室の座布団新調
3月 春のふれあいの日(1日間、永年功労者表彰)
事務局職員1名採用、施設管理業者契約
自販機メーカー変更(市の契約先変更)
1階サロンのカーペット交換
5月 臨時役員会開催、市への返納金納付
6月 第19回通常総会開催
好川会長、勝丸、北川、菅谷副会長選出、

結縁寺の四季

晩秋の結縁寺

シラサギとカルガモの無言のすれ違い

＜4＞

6月 コミセン4館合同グラウンドゴルフ大会
冷水器排水不調、特定健診会場で臨時休館(2日)
7月 平成27年度サザンプラザ評議会開催
8月 夏のふれあいの日(1日間)開催
9月 第3期指定管理者申請、
10月 事務局職員1名採用
11月 中間報告会開催、サザンフェスタ(2日間)開催
屋上屋根防水補修個所点検
調理室の水栓破損交換
12月 28日(大掃除)後、29日～1月4日まで年末年始
の休館

更け往く里の秋。辺りを包む木々や草花、野鳥にも
そぞろ晩秋を感じる時節です。

谷津の佳人、瑠璃色のカワセミ

山のムラサキシキブはチョット控え目

椿も次々と咲き始めました

名もない草々に見入ってしまいます
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（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

～ 福祉部から重ねてお願い ～
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 (芸大卒：サックス)
井後 優弥 さん (芸大卒：ピアノ)

● 百人一首とカルタの会

（図書部）

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

● クリスマス会

◇日 時 ：1月5日(火)
10:00～12:00
◇場 所 ：2階多目的室
◇募集人員：30名
(こども～大人まで)
◇参加費 ：無料
◇未就園児 (親子同伴)コーナーもあります。

写真は、いずれも昨年の
カルタ会の模様です。

来年2月の休館日でお知らせ
★ 来年2月の定時休館日(第2、第4木曜日)は、2月
11日(木)と、25日(木)が該当日ですが、11日は、建
国記念日の祝日となります。
印西市の条例では、定時休館日が祝日にあたる場合は、
【開館日】とし、翌日を【休館日】とするよう定めら
れております。サザンプラザにおいても、この条例に
合わせて11
11日を開館日とし、翌12
12日(金)を休館日に変更
11
12
させていただきますのでご了承ください。

・・ 運営協議会からお知らせ ・・
☆★ 館内忘れ物展示品の処分 ★☆
◆ 10月11日～11月29日
の期間に1階ギャラリーで
展示した「館内忘れ物」
は、引き取り手のない物
品をすべて廃棄処分させ
ていただきましたので、
ご了承ください。

☆★ 調理室の水栓故障 ★☆
◆ 調理室の水栓(浄水器付き)
のプラスチック製レバーハ
ンドルが経年劣化のため
“破損”。調理室ご利用の
皆様にはしばらくの期間ご
不便をおかけしましたが、
11月29日に改修済です。

☆★ 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・11月度定例役員会(11/8)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（10月度）‥‥‥‥‥‥
会
計
④ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥ 総務部長
防火管理者変更、市からの管理委託業務が継続
契約した際の施設管理委託業者選定問題、屋上
屋根補修見積、事務所用コピー複合機の見積先
‥など(10件)
2．議 題
① 特別会計支出承認の件 ‥‥‥‥‥
総務部長
② シュガークラフト体験 ‥‥‥‥‥
文化部長
③ 折り紙教室開催の件
‥‥‥‥‥
文化部長
④ ブリザーブドフラワー
アレンジメント教室
‥‥‥
文化部長
⑤ クリスマスチャリティコンサート ‥ 文化部長
⑥ クリスマス会開催の件 ‥‥‥‥‥ 福祉部長
⑦ 図書館本返却作業 ‥‥‥‥‥‥‥
図書部長
⑧ 所費税中間申告分の納税 ‥‥‥‥
会
計
⑨ 公民館総合保障制度について‥総務部長(事務局)
⑩ 換気扇掃除、障子張替予算 ‥ 総務部長(事務局)
⑪ 貸室利用規則の見直しの件 ‥‥‥
総務部長
★次号（207号）は、1月11日発行予定。

