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● 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
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－1341
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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

★8月の休館日14日(日曜)、 15日(月曜) 、25日(木曜)
★9月の休館日 8日(木曜)、 23日(金曜)

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

★ サザンプラザの中庭では、
ゴーヤで作られた“グリー
ンカーテン”の向こうに仮
設されたプールで“水遊び”に興じ
る元気な子供たちの声がはじけてい
ました。今夏、４日間の開催予定も、
天候不順もあり３日間の開催となり
ましたが、33名の幼いご利用者には
水遊びを楽しんでいただきました。

☆タイトル欄を変更しました ☆
★ 2002年７月号(第48号)より使
用していたこれまでのタイトル欄を
今月号より表題のとおり改訂しまし
た。
新しい地域住民から、サザンプラ
ザの場所がわからない‥という声を
受けて案内図を挿入しました。

～ お詫びと訂正 ～
★ 前月号の1面→ふれあいの日概要
欄で、2回目の「お菓子の釣り堀」開
始は【12:30～】、又2面の「バスで
行く三浦海岸」の記事では参加者数が
欠落していました。正しくは43名と
なります。4面の「高齢者向け健康ス
ポーツ」欄で、ボールの重さが正しく
は30グラムでした。

中央駅南地区の人口と世帯数 (H28.7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

3,606

1,760

1,685

原山地区

3,867

1,500

1,365

戸神台１丁目

2,776

985

565

高花地区

5,499

2,181

1,688

15,748

6,426

5,303

計
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折り紙教室（第２回)

（文化部）

☆ 題材：ドクダミの花
開催日：6月5日(日) ～10：00から集会室①
参加者：9名

折り紙教室（第３回)

（文化部）

☆ 題材：七夕飾り
開催日：7月3日(日) ～10：00から工芸室
参加者：6名

手芸教室(第２回)

春のパークゴルフ大会

（ふれあい部）

☆ ６月２２日(水)、
泉公園パークゴル
フ場で恒例のサザ
ンプラザ・パーク
ゴルフ大会が行わ
れました。今回は
参加者が３２名で、
優勝は「中山啓一
様」でした。

（文化部）

☆ 題材：洗濯バサミ人形
開催日：6月15日(水) ～10：00から集会室①
参加者：10名

手芸教室(第３回)

（文化部）

☆ 題材：ペットボトルカバー
開催日：7月13日(水) ～10：00から集会室①
参加者：6名

マジック教室

（文化部）

7/24（日）夏休み恒例の
マジック教室を開催。
今年は新住民が増えた影響
か、大盛況。
32人もの参加者があり、
子どもと一緒にお父さんも
20132 013 .3.22
2013.3.22
2013
楽しんでいました。
不器用な仲間達の技を見て驚いた後、実践編。
ロープ、輪、トランプを使っての手品とハンカチのね
ずみを作って動かす練習をしました。

夏休みおすすめの本展示

（図書部）

☆ 毎夏恒例の“夏休みにお
すすめの本“展示が今年も、
7/11～8/8の期間ギャラ
リーで行われています。
お子様の夏休み課題に合
わせて選ぶことができます。

☆ ギャラリー
での展示が終了
後は図書コー
ナーに場所を移
動して、8/22
まで公開されま
す。

★ 申込書は、サザンプラザに置いてあります。

図書コーナーだより（今月の1冊）
「いろは判じ絵」 岩崎 均史 著 (青幻舎)
☆ 江戸時代のなぞなぞの本です。
「台所で使っている
ものの名前」などと
限定して、絵解き問
題が出され、例えば
“男の人のほっぺた
に黄色いリボンのよ
うな蝶々が貼りつい
ている絵”があり、
答えは「頬蝶」→
「包丁」となります。
浮世絵師の手によ
るマジメでユーモラ
スな絵と意外な答え
の両方が楽しめます。
※ ３月にサザンの書
棚に並んだこの本。
もう４人の読み手が
おりました。
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夏祭り休憩所にお立ち寄り下さい （福祉部）
サザンプラザ運営協議会・福祉部では、今年も８月
２７日に多田羅田公園で行われる「印西NT夏祭り」
に休憩所を設けて会場を訪れた人に、無料の冷たい飲
昨夏の模様 み物を提供するサービス
を行います。
会場を訪れた際には是
非「休憩所」にお立ち寄
り
ください。お待ちしてお
ります。

恒例のガーデンパーティー

高花地区のラジオ体操
が今年も近隣公園の鐘撞
き塔前広場で高花1丁目、
4丁目、5丁目およびル
ミナス高花の各自治会・
町内会が合同で開催。
参加自由で、朝の散歩途中で立ち寄っていく人も‥
会 場：高花近隣公園～鐘撞塔前広場
時 間：6:30～6:40（雨天中止）
期 間：7/21～8/12（お盆休み）8/17～8/30

(コロネード原山)

7月23日、コロネード原山で
は恒例のガーデンパーティー
を開催。コロネードといえば
“ヤキトリ”という訳で今年
はヤキトリ焼機を導入し本格
的焼き鳥に挑戦！本職に負け
ない出来栄えは予約以上に大人気。
子供たちは金魚つりや輪投げに大奮闘。最後はみんな
で固唾を飲んで見守るビンゴ大会。20年来のお馴染み
さんも、新入居の新顔さんも一つにな
って大いに楽しんだ夏の午後でした。

結縁寺の四季

＜12＞

青田の上をツバメが何羽も飛び交っている。
写真では判明しないが５羽位飛んでいる。

斜面林の暗い緑の中であでやかに咲く大輪の
ヤマュリ

今年も高花近隣公園でラジオ体操！

“子供ミコシ・フラダンス・盆踊り・射的 ！ ”

高花4丁目町内会で“納涼会”～7/31～
◎ 5丁目や、6丁目西住民有志も参加して大盛況を呈す！

★“ひらひら”と青い蝶が目の前を飛んでいきました。たたんだ羽根
は白く小さな斑点があり、もしやこれがゼフィルスでは !? 大きな黒
目とふわふわの胸、しま模様の触角が美しい。
調べてみると斑点が全体にあることからルリシジミと判明。いつか
は撮ってみたいゼフィルス達。（7/18,31）

オモダカの花と葉。田の雑草と嫌われるが繁殖
の強さから子孫繁栄の願いをこめて家紋のモ
チーフにもなった

濃い朱色のキツネノカミソリ

稲の開花。青田のにおいがする。

ゼフィルスか！と見まがうルリシジミ
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（福祉部）

☆ 今回は、クロリティと、ダーツゲームも合わせた楽し
めるひと時をちょっと汗をかきながら実施いたします。
健康に関心のある方はぜひご参加ください。
◇日 時 ：8月20日(土) 10:00～12:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇参加費 ：無料
◇募集人数：申し込み先着20名まで
◇申込受付：８月１日(月)より受付中

● 夏のチャリティコンサート

（文化部）

（ご出演の方々）

☆ クリスマスに好評のコンサートを、夏にも‥の声に応
えて開催。今回のチャリティ金は、熊本、常総市、東北
に振り分けます。印西音楽祭(9/18開催)に参加するプロ
音楽家が出演！お楽しみに。
◇日 時 ：8月21日(日) 14:00～16:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇参加費 ：チャリティ金として500円以上のチャリ
ティを申し受けます。募集予定：約80名

● ビーズのアクセサリ作り

（文化部）

☆ 毎年素敵な作品ができると好評です。
◇日 時 ：8月24日(水) 13:30～15:30
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 集会室①
◇参加費 ：3,000円 ◇ 募集人数：15名
◇講 師 ：川村 玲子様

● 歴史お楽しみ講演会

（文化部）

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

● クロリティ＆手のひら健康バレー

☆ プロ脚本家の蔵元さんから「時代劇の見方」について
楽しいウンチクの話を聞きます。
◇日 時 ：9月4日(日) 14:00～16:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇参加費 ：無料 ◇ 募集人数：40名程度
◇講 師 ：蔵元 三四郎 氏 (脚本家)
◇申込み ：サザンプラザ窓口、又は☎にて受付けます。

● 第41回 古本交換市

（図書部）

◇日 時 ：9月17日(土) 10:00 ～15:00
◇場 所 ：サザンプラザ2階 多目的室
※事前受入れ：9月16日(金)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円で持ち帰り可能。
※ 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。

● カラオケ大会

（福祉部）

自慢のノドをサザンで発揮してみませんか。曲目が決まっ
ている人は事前にお知らせください。
◇日 時 ：9月10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/一人
◇募集人数：30名
◇受付開始：9月1日(木) 10時から窓口や☎で受付けます。

・・ 運営協議会からお知らせ ・・
8月の休館日変更と臨時休館日お知らせ
★ サザンプラザでは、8月の定例休館日(8/12)を、8
月14日(日)に振替え、さらに8月15日(月)を臨時休館日
とさせて頂きました。(8/14と8/15が連続休館日です)

『ふれあい部」に新しく部員が加入しました！
★ ７月/8月の役員会で“ふれあい部”に新しく下記の
3名の方が部員として活動して戴けることになりまし
たので紹介いたします。よろしくお願いいたします。
相川 裕二 様（内野）
宮川
伸 様（内野）
吉田 光晴 様（高花）

花火音頭

● 折り紙教室(第４回)～お題：菊～

（文化部）

◇日 時 ：9月4日(日) 13:30～15:30
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 集会室①
◇参加費 ：100円(当日申し受け)
◇募集人数：15名程度
◇申込み ：サザンプラザ窓口にて受け付けます

運営協議会・７月度定例役員会(７/１０)の議事
1．報告事項
① 会長報告 (評議会)
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28年度6月） ‥‥‥ 会
計
④ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥‥ 事務局長
運営協議会日程、通路誘導灯交換計画、排水管工
事見積、看板見積‥等、 (11件)
2．議 題
① コピー機などの購入について ‥‥‥
② クロリティ・手のひらバレーについて
③ 多田羅田夏祭り参加の件 ‥‥‥‥‥‥
④ 絵本に出てくるごちそう作り ‥‥‥
⑤ マジック教室とチャリティコンサート
⑥ 夏のふれあいの日実行計画

総務部長
福祉部長
福祉部長
図書部長
文化部長
会
長

★次号（215号）は、9月11日発行予定。

