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ホームページ http://sazanplaza.ec-net.jp/index.htm
E-mail : sazanplaza@space.ocn.ne.jp

★2月の休館日12日(金曜)、 25日(木曜)
◎貸室の空き状況はホームページをご覧下さい
★3月の休館日10日(木曜)、 24日(木曜)
◎ホームページでは、カラー版でご覧戴けます
※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

平成28年・サザンプラザ春のふれあいの日

春うららコンサート
3月5日(土) 9:40 開会式

（昨年のコンサート模様）

～出演～ 9:50(原山小学校 児童合唱) 10:10(船穂中学校 吹奏楽部 演奏)
10:40(内野小学校1年生合唱) 11:00(リズミック・カンフー)
11:30(原山中学校 吹奏楽部 演奏)
★ 当日の都合で、発表時間などが変わる
ことがあります。ご了承ください。

サザンプラザ利用者団体の会加盟・４団体による

春の美術工芸展のお知らせ
会 場：サザンプラザ １階 ギャラリー

3月2日
～ 3月 9日

ミモザの会

3月9日
～ 3月16日
コロネード

～ 第2部 ステージ演奏 ～
アルトサックス演奏
（Ａ.sax：伊藤様、他）
時 間：13:30～14:00
魔法のピンク（歌と演奏）
時 間：14:30～15:30
～ 閉 会 ～

和の会

出店者募集！
中央駅南地区の人口と世帯数 (H28.1月末現在)

墨友会
3月16日
～ 3月23日

子供のアトリエ
3月23日
～ 3月30日

地 区

人口

世帯数

サザンプレス
配布部数

内野地区

3,658

1,767

1,685

原山地区

3,814

1,467

1,320

戸神台１丁目

2,539

901

565

高花地区

5,623

2,195

2,039

15,634

6,330

5,609

計
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ジャズの夕べ(パート３)

（文化部）

★ 1月30日、土曜日、第3回JAZZの夕べを開催。
時間が経つにつれ、だんだんノリノリ。今回は音響が改善
されて“イイ感じ”。
チョロっと飲みつつ、コストコのイカ、ブラウニーなどで
まったり楽しく過ごしました！好評につき、またやります！

クリスマス・チャリティコンサート

★ 昨年末に行われたクリスマス・チャリティコンサー
トは、昨年に引き続き、最近大活躍のピアニスト、井
後優弥さん(原山中出身)と初お目見得のサックス奏者の
信太ななみさんのお二人。
力強さと繊細さを併せ持つ井後
さんのピアノと深みのある信太さ
んのサックスの音色に酔いしれた
ひとときとなりました。
今年のチャリティー金、
35,605円は全て常総市の
常総市から送られた
水害被害支援に募金いたしました。 寄付金受領証明書抜粋
★ 支援いただきました皆様、ありがとうございました。

机上文学散歩
《神田古本店街》

折り紙教室《お題：鬼の面》

（文化部）

★毎回好評の折紙教室。
今年度6回目の教室（2月7日）
は一足遅れましたが鬼の面を。
(写真右)
立派な作品になりました。

次回、3月6日(日)10時～調理室、今年度の復習でお雛様
と兜を予定しています。前に実施のものと同じです。

第三期指定管理者の指定通知を受けて思う
★ 昨年12月26日付で、サザンプラザの指定管理業務は、サザ
ンプラザ運営協議会が引き続き「指定管理者」として第三期
(H28.4.1～H33.3.31の5年間)の管理業務にあたることが決
まりました。これまで以上に地域のコミュニティ醸成に寄与で
きるよう努力してまいります。
☆ 地域の大型集会場として、住民の憩いの場所として平成8年
開館。今年で満20年を迎えました。
開館当初から係られた方には思いはひとしおと存じます。今ま
でご尽力下さった方、これから支えて頂く方共に集い、20周
年を祝いたいと存じます。

印西市“市制20周年”と共に歩む

サザンプラザの
“開館20周年”を祝う
～1996年4月29日開館 ～

（文化部）

（図書部）

★実際に歩いてきた”神田古書店街”と、いくらかの
東京名所をスライドレビューで報告。
参加者からは「良く資料を探しに行った」「娘の頃
行ったが、人が多くて本を買えなかった」「関西出身
なので、勉強になった」‥などなど、たくさんの話を
伺いました。
初めて会う人同士なのに、共通の話題でその後も話
が尽きませんでした。

図書コーナーだより（今月の1冊）
「完全保存版“本の街”
ディープガイド!! 決定版 神保町」
☆ 千代田区神保町、
靖国通り辺りに広がる
“古書店街”のガイド
ブック。
160の店は専門分
野に対する店主の思い
入れの深さが、奥行き
のある品揃えを作り、
一店一店の味わい
となっている。
33店舗を紹介し、
ゆっくりできる喫
茶店なども紹介し
ている。
この本を携えて、
ミラクルワールド
に浸りたい。

(日本文芸社)
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中央駅南地区連合会(自治会・町内会)
原山小・高花小PTAと合同防犯啓発活動

“ダンスコンテスト” 出場者募集中
印西音頭保存会主催(印
西市教育委員会後援)の
“ダンスコンテスト”
では、出場者を募集中
です。
★申込は、2/29まで
★ 詳しくは印西音頭保
存会 ☎ 090-42007446(浅野)まで、お
問い合わせください。

（原山小、北側通学路付近）

結縁寺の四季

行基所縁の花井戸。
小さな泡が浮かび水がわいている。

天神様の梅の木。 紅梅は散って
しまったが白梅はこれから。

＜6＞

∬∬ … 春を待つ …∬∬

（高花小、南側通学路付近）

霜柱の中でジッと春を待つパンジー

1月17日(日)、午前
10時に中央駅前地域
交流館では、南地区
連絡会役員と原山
小・高花小関係者並
びに防犯支部指導員
等20名が集まり、新
調した「防犯啓発看
板」28枚を手分けし
て両小学校周りを中
心に、２時間弱で設置を完了しました。
今回の参加者は、自治会
連合会から３名、防犯組合
から６名、内野、原山小学
校のPTA教職員などから
12名余の約20名で“自治
会町内会”“学校関係者”
及び“防犯組合南支部”が
初めてコラボして行った防
犯活動となりました。
看板内容から設置場所などを地域関係者間で合議して
決定実行したもので、地域連携が深まったと思います。

★何もないと思って行った結縁寺でしたが、冬の鳥達に生まれて
初めて出会いました。
コゲラの木をつつく音も生まれて初めて聞きました。（1/28）

家の敷地の柚子の大木。
まだまだ沢山の実をならせている。

目の下が白いのでヤマガラ？
メジロ、コゲラも同じ場所にいた

氷が張った水神様の池。

斜面林の奥を覗くとシラカシやアカガ
シなどの大木が見える。
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（ふれあい部）

なだらかな房総の海辺を3km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

● 味噌つくり教室

（文化部）

◇日 時 ：3月 6日(日)
◇場 所 ：白幡地区
◇集合場所：サザンプラザ 集合時間 9;30
◇参加費 ：1,000円 /1人 (当日申し受けます。)
◇募集人員：12人位
★ 講 師 ：山崎 一枝 様

● “踊りの会”

（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”を催します。
春うららかなひとときを、お友達と一緒にお出かけく
ださい。
◇日 時 ：3月12日(土) 10:00 ～12:00
◇場 所 ：サザンプラザ2階 多目的室
◇募集人数：30名ほど
(当日、参加費として100円を承ります)
◇申込受付：3月1日より、窓口又は電話で受付ます。

● 第40回 古本交換市

（図書部）

◇日 時 ：3月13日(日) 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：3月12日(土)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。

「今日から始める 財産・身辺の整理」
★ 夫が、妻が、家族が、突然倒れて意識をなくしたら‥
いざという時に備える暮らしの整理を考えてみましょう。

社会福祉協議会 ＮＴ中央南支部 主催
3月19日(土) 10:00～12:00
サザンプラザ 2階 多目的室
無料
不要
吉益 千絵氏(司法書士)
谷 道子氏(現・親族後見人)
問合せ 山下 (社福協・NT中央南支部長)☎46-6896
社会福祉協議会(吉野) ☎0476-42-0294
☆ ぜひご参加ください。

日 時
会 場
参加費
申込み
講 師

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

● イチゴ狩りウォーキング

・・ 運営協議会からお知らせ ・・
☆★ コミュニティルーム利用規定の改正 ★☆
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 となっております。
詳しくは、窓口までお問い合わせください。

☆★ プレイルームに新しいオモチャ ★☆
小さいお子様たちが安心して遊べる新しいオモチャが、
プレイルームに
くるコロタワー
登場します。
★神経衰弱で脳を
鍛える
“絵合わせボード”
★指先の発達や、
集中力が養われる
“くるコロタワー”
絵合わせボード
(神経衰弱！)

★ 自治会・町内会の役員の皆様へ ★
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。

運営協議会・1月度定例役員会(1/1１)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、ふれあい部) 各専門部長
③ 会計報告（12月度）‥‥‥‥‥‥
会
計
④ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥ 総務部長
第三期指定管理者指定通知の受理(H28.4.1～5
年間)、12月の工事関連(3か所)終了、事務所コ
ピー機入替え、
‥など(9件)
2．議 題
① 調理実習(五平餅作り)実施の件 ‥‥‥ 福祉部長
② 机上散歩(神田古書店街)実施の件 ‥‥ 図書部長
③ イチゴ狩りウォーキング実施の件
‥‥‥‥‥ ふれあい部長
④ H28年度事業予算要望書提出の件 ‥ 総務部長
★次号（209号）は、3月13日発行予定。

