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◎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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2012012012016666....1111....11111111Vol-20 No10(通巻207号
)

★1月の休館日14日(木曜)、 28日(木曜)

★2月の休館日12日(金曜)、 25日(木曜)

※2月11日(木)は祝日のため開館日となり、翌日が休館となります

中央駅南地区の人口と世帯数 (H27.12月末現在)

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

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

2016年・賀詞交歓会

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（月日・祝日）に催しまし

た。フレンドリープラザ、永治プラザ、船穂コミュニ

ティセンターからのご来賓を含め、64名の出席者で本年

の躍進を期待し、祝杯を挙げていました。

年頭のご挨拶
サザンプラザ運営協議会

会長 好川 八重子

あけましておめでとうございます。

地域の皆様にはお健やかに新春をお迎えのことと

お慶び申し上げます。

昨年は、春・夏の“ふれあいの日” 秋の“フェスタ”など各部事

業にご支援ご協力を頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。

サザンプラザは平成八年四月に“皆が集える広い場所を‥”

という住民の強い要望でできた施設です。

開館当初には、多数あった利用者団体・サークル登録も高齢

化に伴い減少の一途をたどっております。

そこで皆様には“行事に参加する” だけではなく、ご自身の趣

味に合ったサークルの立ち上げなど積極的な関わりを持っていた

だきたいのです。

そうすることで、サザンプラザの存在意義はもっと大きくなるのでは

ないでしょうか。

今年もサザンプラザは各事業を通じて、地域コミュニティの醸

成に努めてまいります。

また、開館二十周年事業の計画も推進しておりますので、より

一層のご支援、ご協力をお願い申し上げますと共に、皆様のご多

幸、ご健康をお祈りいたします。 平成二十八年 元旦

地　区 人 口 世帯数
サザンプレス

配布部数

　内野地区 3,666 1,670 1,705

　原山地区 3,796 1,458 1,291

　戸神台１丁目 2,536 897 565

　高花地区 5,630 2,198 2,039

計 15,628 6,223 5,600
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クリスマス会 （福祉部、ふれあい部）

百人一首とかるた会 （図書部）

図書コーナーだより（今月の1冊）

「ちか100かいだてのいえ」
いわい としお 著 (小学館)

☆「ちか100かいだての
いえ」に行ったことのあ
る人はいない。
だから「ちか100かい

だてのいえ」は、どんな
風になっているのか誰で
も知りたいと思う。
100のへやがあるから、

大好きなへやがきっと見
つかる。
ちなみに、私の好きなへやは ウォーター・

スライダーのある“95かい”。

クリスマス・

チャリティコンサート （文化図》☆12/19(土)、多目的
室で行われていた
「Ｘマス会」に現れ
た2人のサンタク
ロースが、ビンゴ
やダーツゲームに

興じていた参加者に
プレゼントをお届け。

(参加者：29名)

☆12月23日(水)、サザンプラザ2階の多目的室

では、14:00から“昨年水害被害のあった”常

総市”への寄贈を目的としたチャリティコン

サートを開催。

チャリティ金額を一人500円以上とし、出演

者として、芸大卒のサックス奏者(信太ななみ

様)、ピアノ奏者(井後優弥様)のお二人を迎えて

約2時間の時間を堪能しました。

チャリティ金などの詳細は、次月号で報告いた

します。

新春恒例の「百人一首とかるた会」
が年明け早々の1月5日に、サザン
プラザ多目的室で開かれました。
まだ冬休み中の小学生を中心に、

2歳、5歳、7歳から大人まで27人
の参加。初めての人は、『ハイ!! 』
と大きな声、何十年ぶりの人は「は
い」と落ち着いた声。みんなの闘志
が一枚の札に集まって、熱気のある
お部屋となりました。

大人NF ひよっこ特攻　　ハイテク艦隊VS複葉機特攻 永沢道雄 光人社ＮＦ文庫

大人NF 零戦 堀越二郎　　奥宮正武 ＰＨＰ研究所

大人NF 探求録　　中尾武徳遺稿集・戦没学生の手記 中尾義孝 櫂歌書房

大人NF 記録写真集　沖縄戦 多和田真重 那覇出版社

絵　本 　外国 みつばちじいさんの旅 フランク・ストックトン 童話館出版

絵　本　 日本 セロひきのゴーシェ 宮沢賢治 福音館書店

児童書　日本 精霊の守り人 上橋菜穂子 偕成社

児童書　日本 チョコレート戦争 大石真 理論社

児童書　日本 星モグラサンジの伝説 岡田淳 理論社

児童書　日本 二分間の冒険 岡田淳 偕成社

児童書　日本 ジーク 月のしずく日のしずく　2冊目 斉藤洋 偕成社

児童書　外国 ぼくらは世界一の名コンビ！　ダニィと父さんの物語 ロアルド・ダール 評論社

児童書　外国 ５０点先生と２７人の子どもたち エリザベス・シュティーメルト さ・え・ら書房

児童書　外国 荒野にネコは生きぬいて Ｇ．Ｄ．グリフィス 文研出版

児童書　外国 父さんギツネバンザイ ロアルド・ダール 評論社

児童書　外国 もぐらのカモネと森のなかまたち 岡田淳 童話館出版

児童書　外国 ギリシア神話 石井桃子 のら書店

児童書　外国 グリムの昔話　(2)林の道編 グリム 童話館出版

児童書　外国 グリムの昔話　(3)森の道編 グリム 童話館出版

児童書　外国 トルストイの民話 トルストイ 福音館書店

児童書　外国 二年間の休暇 Ｊ・ベルヌ 福音館書店

児童書　外国 ぶたのフレディ　名探偵 ウォルター・ブルックス 童話館出版

児童書　外国 アベルの島 ウィリアム・スタイグ 評論社

児童書　外国 アリーテ姫の冒険 ダイアナ・コールス 学陽書房

児童書　外国 のどか森の動物会議 Ｂ．ロルンゼン 童話館出版

児童書　外国 ジンゴ・ジャンゴの冒険旅行 Ｓ．フライシュマン あかね書房

児童書　外国 青い目のネコと魔女をおえ Ｍ＝ディヤング 文研出版

児童書　外国 チョコレート工場の秘密 ロアルド・ダール 評論社

児童書　外国 町かどのジム エリノア・ファージョン 童話館出版

児童書　外国 点子ちゃんとアントン エーリヒ・ケストナー 岩波少年文庫

児童書　外国 少年探偵ブラウン（１） ドナルド・ソボル 偕成社文庫

児童書　外国 最後のひと葉 オー・ヘンリー 偕成社文庫

新しく図書コーナーに入った本
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田んぼのサカナ（虫？）を
食べているハクセキレイ

里山にお正月が来ました。

集落を守る神様たちのしめ縄が新しくかけ替えられ、重ね餅やお米が供

えられていました。

谷津の住人達は寒さの中にも春を迎えようとしていました。

クサギの葉痕（ヨウコン、葉の落ち

た跡）。点々模様がかわいい

結縁寺の四季 ＜5＞

ウグイスカグラ

森の中で見つけた唯一の花

元旦、結縁寺隣にある熊野神社。
鎮守の杜の木漏れ日を浴びて…

大師様もお正月（頼政塚の傍らにて）前回は緑だったのが

真っ赤になっていたアオキの実

“年末親睦パーティ” （コロネード原山）

コロネード原山年末恒
例の「親睦パーティー
」が12月6日行われま
した。
寒風も何のその子供

たちの餅つきに始まり
トン汁、お餅、お菓子
や飲み物をいただきな
がら、ご近所や家族の繫
がりを大いに温め、最後
に福引で最高潮に達する
のでした。

“防災訓練 ＆餅つき大会”

（高花4丁目町内会）

高花4丁目町内会では、団地管
理組合と共催で、暮れの防災訓
練と餅つき大会を実施。
8種類の訓練項目(避難、安否確
認、緊急通報、要援護者の避難
補助、初期消火、煙ハウス体験、
炊き出し訓練と盛り沢山を企画。
残念ながら「煙体験」は発煙装
置が不調で中止となりました。

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。

子供たちも景気よくお餅つき！

(写真左)昔遊びに興じる子供た

ちに指南役は大モテ。

パパも参戦し大盛り上がり。

(写真下)

みんなが見守るパーティーの

クライマックス、福引

団地管理組合では訓練参
加者に万一の時の携帯用と
して非常用笛(右図)を配り
ました。この笛には緊急連
絡事項をメモした紙片も収
容可能。
町内会は、炊き出し訓練
の一環として「餅つき」を
実施。好天が幸いし訓練には家族で参加している姿

も多くみられました。
炊き出しの竈には、団

地内の立ち木を枝打ちし
た小枝を活用しています。

緊急連絡事項が

書かれた紙片
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★次号（208号）は、2月14日発行予定。

運営協議会・12月度定例役員会(12/13)の議事

1．報告事項
① 会長報告(全館事業) ‥‥‥‥‥‥ 会 長
② 各専門部報告(総務部、広報部、福祉部、文化部

図書部、ふれあい部) 各専門部長
③ 会計報告（11月度）‥‥‥‥‥‥ 会 計
④ 事務局連絡事項 ‥‥‥‥‥ 総務部長
H27.6月総会以降の運営委員移動、館内寄贈品
の扱い、マイナンバー制度に伴う法人番号受理、

‥など(15件)

2．議 題
① 春のふれあいの日「行事」の件 ‥‥ 事業副会長
② 開館20周年記念事業の件 ‥‥‥‥ 事業副会長
③ 折り紙教室開催の件 ‥‥‥‥‥ 文化部長
④ マイナンバー制度基礎セミナー ‥‥ 総務部長
⑤ H28年賀詞交換会の件 ‥‥‥‥‥ 総務部長
⑥ 貸室予約規定条項の改正 ‥‥‥‥‥ 総務部長
⑦ ジャズの夕べ開催の件 ‥‥‥‥‥ 文化部長
⑧ 百人一首と、かるた会の件 ‥‥‥ 図書部長
⑨ 「ダーツ」購入について ‥‥‥‥ 福祉部長
⑩ 煙感知器、誘導灯交換の件 総務部長(事務局)
⑪ 身障者用可動手摺り補修の件 ‥‥‥ 総務部長
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・・ 運営協議会からお知らせ ・・

運営協議会の12月度役員会で、コミュニティルーム利

用規定の見直しが審議され、「予約の受付時間（規定第4

の (2)項」を改正することが決まりました。

【改正内容】‥平成27年12月13日改定

4．使用申込手続き及び方法

（1）予約の受付（現規定通り）

（2）予約の受付時間（太字箇所が改正内容）

午前9時から午後8時30分まで。但し、利用者団

体は使用希望日の2ケ月前の一日前、午前10時から

予約受付をします。

（3）と（4）項は、現規定通り。

【施行日」平成28年4月1日使用分から

☆★ コミュニティルーム利用規定の改正 ★☆

2月度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11111111日を開館日とし、翌12121212日(金)を休館日に変更させてい

ただきますのでご了承ください。

● ジャズの夕べ パート３ （文化部）

◇日 時 ：1月 30日(土) 17:00～20:00

◇場 所 ：サザンプラザ 2階・多目的室

◇募集人数：30名程度

◇参加費 ：500円（当日会場で申し受けます)

◇ミュージックマスター：楮畑さん（文化部）

※ お酒を出します。徒歩で来られる方を対象とします。

※ リクエスト曲を申込時に受付けます。お申出下さい。

● 折り紙教室 （題材：鬼の面） （文化部）

◇日 時 ：2月 7日(日) 10:00～12:00

◇場 所 ：サザンプラザ 2階・集会室①

◇募集人数：15名程度

◇参加費 ：100円（当日会場で申し受けます)

◇講 師 ：藤宮さん（文化部）

● 調理実習 （福祉部）

ごはんで作る昔ながらのおやつ《五平餅》を作ります。

岐阜や、長野地方に伝わる昔ながらの味です。

楽しくおしゃべりをしながらの試食もあり、ご自分

の故郷の“おやつ”の話などで、久しぶりに“ふるさ

との味”を味わってみてはいかがでしょうか。

★ 作ったことのない方も簡単にできるので是非ご参加

ください。

◇日 時 ：2月20日(土) 10:00～12:00

◇場 所 ：2階 調理室

◇募集人員：15名

◇参加費 ：100円（当日申し受けます）

◇持参するもの：エプロン、三角巾

★申込受付：2月2日(火) 10:00から窓口または電話

● 机上散歩 “ミラクルワールド 神田古書店街”

（図書部）

お茶の水から九段あたりまでを歩きます‥ただし机の

上での話です。

写真や参考資料と合わせて、楽しい“見て歩記”を

報告します。周辺に詳しい方、学生時代を過ごされた

方の参加も大歓迎です。

◇日 時 ：2月6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（当日申し受けます）

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。

★自治会・町内会の役員の皆様へ ★

● イチゴ狩りウォーキング （ふれあい部）

平坦な房総の海辺を2～3時間程度歩いた後、イチゴ狩

りをするウォーキングです。

◇日 時 ：2月21日(日) 7:00～19:30(帰館予定)

◇行き先 ：千葉県・房総方面

◇集合場所 ：サザンプラザ周辺 ➡ 7：00集合

高花方面(セブンイレブン) ➡ 7：15集合

◇参加費 ：大人 5,000円 小学生以下 4,000円

（バス代、いちご狩り料金、弁当代含む）

★申込受付：2月1日(月) 10:00から窓口または電話

サザン出発(高花経由)→東金日吉神社→みのりの郷東金→石橋

いちご園→道の駅(オライ蓮沼)→東薫酒造(佐原)→香取神社→

道の駅(水の郷さわら)→帰館


