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

★5月の休館日12日(木曜)、 26日(木曜)
★6月の休館日 9日(木曜)、 22日(水曜、検診会場)、23日(木曜)

◎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

サザンプラザ開館20周年記念イベント

(上) 紅白餅つき
(左) 寄せ書き
(上) 小動物園でチャボを抱く
好天に恵まれ、中庭で行った
「小動物園」が大好評！
また、寄せ書きや、サロンでの
イベントにも大勢の皆さんのご
来場を頂きました。

(上) 開催式
(下) 印西少年少女合唱団～同団1期生の「茂木
真由美様」の特別出演もあり

バスで行く三浦半島(城ヶ島、観音崎灯台等を予定)
●行先：
行先：神奈川県三浦半島エリア
行先：
（三崎、城ヶ島、観音崎灯台などを予定）
●開催日
開催日：
開催日：6月26日(日)
●集合：
集合：サザンプラザ
6:45
集合：
高花セブンイレブン前 6:55
●昼食：
昼食：現地のお店で食べる。
昼食：
お弁当持参など各自自由
（参加費に昼食代は含まれません）

●帰館予定：
帰館予定：19：00・
帰館予定：
●参加費：
参加費：大人5,000円、子供4,000円
参加費：
（バス料金と各種施設の入場料含む）
●受付
受付：
受付：5月30日（月）午前10：00より、☎または
直接サザンプラザ窓口にてお申込みください。
※雨天決行（台風・
雨天決行（台風・大雨をのぞく）
決行（台風・大雨をのぞく）
※申し込まれた方には、追って詳細をご案内いたします

第20回(平成28年度)・通常総会開催
サザンプラザ運営協議会では平成28年の通常総会を、来る6月
12日(日)午前10時に開催することを決定し、総会構成委員(平成
28年4月1日在籍の役員と運営委員)の皆様には近日中に総会議案
書をお届けいたします。
◎ 平成27年度の事業報告および収支決算や、平成28年度の事
業計画と収支予算、および役員の選任‥などを審議して頂き
ますのでよろしく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 (H28.4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

3,654

1,788

1,685

原山地区

3,875

1,501

1,320

戸神台１丁目

2,760

985

565

高花地区

5,524

2,182

1,729

15,813

6,456

5,299

計
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開館記念行事で楽しんでもらった1日
☆ 絶好の行楽日和となった5月14日、サザンプラザには朝から
大勢の人が訪れ、「開館20周年記念行事」として行われた「小
動物園」や、紅白餅つき大会、そのほか1階フロアでの多彩なイ
ベントを楽しんでいました。
中でも「小動物園」には、お子様連れの家族で賑わいました。
併設した「寄せ書き」も紙面が埋まるほどに書き込んでいました。
↑プレス20年の歩み～展示

☜ 窓口も“感謝”の
文字に、ありがとう
の言葉を含んだ“タ
レ幕”で出迎える

H28年度 利用者団体登録手続きについて
平成28年度の「利用者団体登録」を希望される団体
（サークル）の登録申請は、随時受付けておりますが
役員会審議手続き等により、登録認定まで若干の日数
がかかりますので予めご了承ください。

平成28年度･利用者団体の会
～全体会開催のお知らせ～
平成28年度･サザンプラザ利用者団体の会「全体会」
を下記日程で行います。各団体の代表者は、別送の案内
書に従ってご参集ください。
全 体 会 ：5月22日(日) 13:00～
場
所：サザンプラザ（2階）多目的室
※ 5月11日に、全体会の資料を、各団体の引き出しに
入れますので、ご確認のうえ、当日持参してください。
当日、受付で会費(1,000円)納入と引き換えに新しい
カードを交付します。

図書コーナーだより（今月の1冊）
「また、同じ夢を見ていた」
☆ お父さんもお母さんも
働いているので、小学生の
小柳奈ノ花は、学校から
帰った後は黒ねこと出かけ、
仲良しの大人と時を過ごす。
クラスに仲よしはいない
が、気になる友だちはいる。
ある日、彼に味方したこ
とがとんでもないことを引
き起こしてしまう。
紺色の表紙と同じ位魅力
的なストーリーが展開して
行く。
『君の膵臓をたべたい』の
著者の最新作。

（双葉社）
住野 よる 著
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春のグラウンドゴルフ大会
（福祉部/ふれあい部）
☆ ４月１６日(土)の朝9:00.多田羅田公園グラウ
ンドに39名の猛者？が集結。メンバー組み合わ
せのパーテーを決めて定刻の9:30にスタート。
2ラウンド回ってから水分補給と糖分補給で一
息入れ、さらに2ラウンド回りました。
いつもより1ラウンド多いプレーでしたが、何
事もなく無事終了。疲労感より満足感があふれた
一日で
した。
優勝と
3位は
女性、
2位が
男性で
した。

手芸教室（4月20日）

☆講師の中村ひろ子さんの手際のよい指導のもと、各々選んだ生
地でキャンディーポーチを作成。簡単なのに可愛らしい仕上がり
に大満足。
今年度、文化部では、様々なテーマで第３水曜日めどに手芸教
室を開催するそうで、次回は6/15（水）。お楽しみに。

団地に泳ぐ“こいのぼり”

サザンに新しい仲間がふえるかな？

☆ ４月29日、高花第二団地の
広場に沢山のこいのぼりが空
を泳いでいました。
高花4丁目町内会が、子供ク
ラブ発足を祝って企画したも
ので、誰でも持ち
寄って飾って頂こ
うと、28棟すべて
の階段室掲示板に
案内書を掲示。
☆ 会場には“がん
ばれ熊本”の文字
が書かれた垂れ幕
も見られました。

結縁寺の四季

山笑う
新緑の黄緑が谷津を彩る

一群れのタニギキョウ
今年も会えました。

（文化部）

＜９＞

☆ 原山幼稚園の東側(原山2丁目)と、原山3丁目団地一
角にできた戸建て住宅街では、このほど自治会設立を
目して準備中というニュースが入りました。
2丁目と3丁目の戸建て住宅合わせて70戸余りの規
模ですが、もし設立が完了し印西市の自治組織として
届け出が完了すれば、待望のサザンプラザ加入組織と
して大いに歓迎した
いと思います。
加入が決まれば、
ローレルスクエァ
自治会(H26年6月加
入)以来の参加団体と
なります。

★浴びるほどのウグイスの声チョットコイチョットコイ
のコジュケイ、鳥たちの声の中小さな野草たちも今この
時を懸命に咲かせていました。 （5/2）

ハルジオンにとまるベニシジミ
タンポポの綿毛も一緒

アカハナカミキリ。動植綵絵で有名な
伊藤若冲にキミは描かれたかな？

新緑のモミジの根元に咲くジャーマン
アイリス。椅子もあり一休み。

希少種のキンラン
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（広報部）

★ 開館20周年を記念して、サザンプレス創刊号から
今日まで210号の中から、広報部が選定したプレス紙
10数点と、写真数点をギャラリーで展示します。
◇日 時 ： 5月7日(土) ～ 5月20日(金)
◇場 所 ： 1階 ギャラリー

● クロリティ講習会

（福祉部）

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

● サザンプレス ～20年の歩み～

大人のためのクロリティ(輪投げ)講習会を開催します。
誰にでも簡単にできて、椅子に座って軽い運動をした後、
輪投げ形式の新しいスポーツを楽しんでみましょう！
◇日 時 ： 5月28日(土) 10:00 ～
◇場 所 ： サザンプラザ 2階 多目的室
◇参加費 ： 無料
◇申込受付：5月16日(月) 午前10時～
☎、又は窓口で受け付けます。
★服装は問いませんが、運動しや
すい服装でご参加ください。冷た
いお茶を用意しています。

● パークゴルフ大会

（ふれあい部）

初夏の風香る季節・心を癒す“緑一面”の芝生コー
スでパークゴルフを楽しみませんか。今回も「泉公園
パークゴルフ場」で開催します。賞品も用意していま
すので初心者の方も奮って
ご参加ください。
（貸出用具も準備あり）
◇日 時 ：6月22日(水)
9:00集合
（開始：9:30）
◇募集人数：大人 50名
◇場 所 ：泉公園パークゴルフ場(公認コース)
◇参加費 ：● 65歳以上：400円
(施設利用料300円＋参加費100円)
● 一 般 ：610円
(施設利用料510円＋参加費100円)
◇受付開始：5月30日(月)10時からサザンプラザ窓口
または ☎ で受け付けます。
受付締切：6月17日(金)

● カラオケを歌う会

（福祉部）

★ みんなでカラオケを歌いながら、お茶を飲んでお
しゃべり‥楽しいひと時を過ごしませんか。
9月にはカラオケ大会もありますので、気軽に歌いに来
てください。
お茶とお茶菓子を用意していますので、家に閉じこ
もっていないで、お散歩がてらサザンに足を運んで楽し
んでみてはいかがでしょうか。
◇日 時 ：6月18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 当日会場で申し受けます。
◇募集人数：30名程度
◇申込受付：6月1日(水) 午前10時～
☎、又は窓口で受け付けます。

・・ 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 ★☆
【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。

☆★ 血圧測定器を設置しました ★☆
4月1日、サザンプラザ
1階の喫茶コーナー左側に
「血圧測定器」を設置いた
しました。
来館者はどなたでもご利
用いただけます。
どうぞご利用ください。

健康診断に伴う臨時休館日のお知らせ
★ サザンプラザでは、平成28年度の特定健康診断会
場として、来る6月22日(水)と、23日(木)の二日間に
わたって、サザンプラザが健康診断会場として使われ
ます。
このため、6月22日(水)を臨時休館日とさせていただ
きます。予めご周知下さい。
なお、6月23日(木)は、定例休館日となっております。

運営協議会・臨時役員会(5/8)の議事
1．議題と確認事項
① 開館20周年記念行事の進行と運営 ‥ 会 長
・前日の準備作業内容の確認
・当日の作業時程表と担当部署
・紅白餅(仕込み～配膳)は、町内会長会に一任
・当日朝9:00からのミーティングで、進行と各部
の担当作業を再確認。

運営協議会・4月度定例役員会(4/10)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、図書部
文化部、ふれあい部) 各専門部長
③ 会計報告（平成27年度） ‥‥‥‥‥ 会
計
④ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥‥ 事務局長
第三期指定管理基本協定、指定管理自己評価、8
月の臨時休館日‥など (16件)
2．議 題
① 開館20周年記念行事の件 ‥‥‥‥‥
② プレス20年の歩み展示の件 ‥‥‥‥
③ 折り紙教室開催(6/5)の件 ‥‥‥‥‥
④ 手芸教室(6/15)開催の件 ‥‥‥‥

会 長
広報部長
文化部長
文化部長

★次号（212号）は、6月12日発行予定。

