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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

〒270－
－1341

2016
201 6 . 9 .11

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

★ 9月の休館日 8日(木曜)、 23日(金曜)
★10月の休館日13日(木曜)、 27日(木曜)

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

8月27日、第33回印西NT夏祭りが
多田羅田公園で賑やかに開催されま
した。

中央駅南地区の人口と世帯数 (H28.8月末現在)
地

区

内野地区

人口

世帯数

サザンプレス
配布部数

3,623

1,774

1,685

原山地区

3,882

1,509

1,365

戸神台１丁目

2,783

988

565

高花地区

5,496

2,178

1,343

15,784

6,449

4,958

計

2

夏のチャリティコンサート

（文化部）

8月21日(日) 14:00
から多目的室で行われた
チャリティコンサートに
は62名の協力者が参加。
チャリティ金額は3万４
千円となり、今回は当初
予定した熊本、常総市、
東北の三分割を熊本だけ
に絞って全額を熊本震災復興支援政府窓口に寄付いたしま
した。(右図、振込表参照)
コンサート内容は、“谷崎舞さん(Vn)、
五十嵐優子さん(Cl)、以後優弥さん(Pf)、
それにソプラノ歌手の篠田理佐子さんの
出演で多彩なプログラムを楽しみました。

歴史お楽しみ講演会

（文化部）

☆ 9月4日、脚本家の蔵元三四郎さんによる、歴史お楽しみ
講演会が開催されました。蔵元さんは「太陽にほえろ」で脚
本家デビュー。その後、「暴れん坊将軍」など数々の時代劇
に参加。その動画を見ながら、嘘や誠のウンチクから、印西
フイルムコミッションの
裏話など、参加者の質問
に答えたりざっくばらん
に語ってくださいました。
お酒飲みながら、突っ
込みしながらもっと聞き
たいよね‥との参加者の
20132 013
2013.3.22
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2013
感想です。(参加者：16名)

絵本に出てくるごちそうを作る

（図書部）

☆ 8月24日(水)、参加児童17名により絵本に出てくる
“ごちそう”を作り、絵本を見て、ごちそうを食べて楽
しみました。前日までに食材調達と試作料理品で確認し
ていたので、当日は子供たちに安心して楽しんでもらう
ことができました。

扇子入れ作り

（文化部）

第4回 手芸教室を8月10日(水) 10:00から和室で
開催。参加者5名で“扇子入れ”を作成。
閂止め～コの字縫い～テッセルの
作り方など、丁寧に教えていただき
ました。
写真は、キット
品と出来上がっ
た作品です

ビーズのアクセサリー作り

（文化部）

8月24日(水) 13:30から集会室①で「ビーズのアクセ
サリーつくり」教室を開催。参加者6名で、ハウラウト
トルコのバラのネックレス作り
にチャレンジ。
講師の手際のよい配慮とデザ
インに参加者は大満足！
見た目より軽く、長さも調整で
き、キラキラ光って気分は上々
のアクセサリとなりました。

折り紙教室（お題：菊）

（文化部）

☆ 9月4日、隔月第1日曜日に開催し
ている折紙教室を実施。今回は「菊」
を折りました。リピーターが多いので
和やかに作品作りを楽しんでいました。
参加者
8名

次回は10月2日、
ご一緒にいかがで
しょうか‥

図書コーナーだより（今月の1冊）
「だっこのおにぎり」

長野ヒデ子 ・作
(佼成出版社)
つちだのぶこ・絵

☆ 大きな画面いっぱいの大きなママ。
「そら、つかまえちゃうよ！」
つかまったら まぜられちゃうよ。
お顔ぺたぺた されちゃうよ。
のりもくるくる まかれちゃう。
大変！おへそも食べられちゃう。
☆ 子どもの笑い声
がたくさん聞こえ
る絵本です。
絵本と一緒に、
くっつき合いを楽
しみましょう‥
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夏祭り休憩所で“おもてなし”

（福祉部）

★ 8月２７日に多田羅田公園で行われた「印西NT夏
祭り」では、会場内に
休憩所を設けて会場を
訪れた人に、無料の冷
たい飲物サービスと、
ひと休みの休憩場所を
提供して、おもてなし
を実施しました。

クロリティ＆手のひら健康バレー

（福祉部）

☆ 8月20日(土)、多目的室で「室内での簡単な運動」と
して“クロリティ＆手のひら健康バレー”の実践講習を
行いました。
手のひら健康バレーは今回初めての試みでしたが伊東
様(ふれあい部)の指導で、初めはネットなしでの練習も、
次第に物足りなくなって“ネット”を挟んでの本格ゲー
ムに興じることになりました。
参加者からは、これからも室内での簡単な運動を企画
してほしいという要望を頂いております。

★☆評議会ご意見への対応☆★
夏祭りポスター展示と万灯ミコシ
（印西NT夏祭り実行委員会）
☆ 印西ＮＴ夏祭り実行委員会では、内野小、原山小の
児童が描いた夏祭りポスターをサザンプラザのギャラ
リーで展示。また万灯ミコシも展示していました。

☆ 去る7月3日(日)に行われた「平成28年度評議会」での
ご意見に関し、9月度の役員会で内容を検討しました。
① 髙花地区とサザンとの間の交通手段
② 「高齢者貯筋運動」への取り組み
③ 回覧配布物発行頻度について
③項は主として行政・学校関係なので関係先に伝えます。
①項については、現状ではサザン独自の交通手段を設け
ることは予算や人事の面で難しく、公共のバス利用を
訴えていくことにします。
②項については、現状での行事参加状況からみると、サ
ザンプラザでの取り組みより、地域地元の団体・町会
で取り組まれたほうが効果的と判断しています。

建物前の看板を新装
これまで「表示」が小さく不
評だったサザンプラザ入口の
立看板が、このほど改装工事
が終わり建物の名称がはっき
りとわかるように表示されま
した。写真左：新装看板
〃右：旧来の看板、

ポスター展示は
8/16～8/27
ミコシ展示は
8/21～8/26

結縁寺の四季

湧き上がる入道雲

実りの秋！
カカシも稲に埋もれて満足そう‥

＜13＞

★“ミンミンゼミ、ツクツクホウシ・・・蝉の大合唱の中
日差しはまだまだ夏そのものです。（8/25、9/8）

白さもクッキリ、ヤブミョウガの花

ヒレタゴボウ
田んぼの用水路に群れて咲いている

結縁寺のイチョウの実も色づき始めて‥

クサギ。白い花が咲き終わり、残ったガクが
赤い花のように見える
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（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。

● 第5回 手芸教室 (手提げバッグ)

（文化部）

今回は内ポケット付きのＡ４サイズ
手提げバッグ作りにチャレンジ。
一度覚えたら応用できるのが魅力で、
お子さんのレッスンバッグにもどうぞ
◇日 時 ：9月21日(水) 10時～12時
◇場 所 ：サザンプラザ2階 調理室
◇講 師 ：中村弘子さん
◇募集対象：10名程度。
◇参加費 ：1,800円 (当日申し受けます)
◇申込み ：サザンプラザ窓口 （締切：9月18日)
※ 申込時に赤系、青系など希望の布地を申出。

● 第5回 折り紙教室 (お題：鶏)

（文化部）

今回は来年の干支“鶏”を作ります。
◇日 時 ：10月2日(日) 10時～12時
◇場 所 ：サザンプラザ2階 集会室②
◇参加費 ：200円 (色紙代含む)
◇申込み ：サザンプラザ窓口

● ミュージックサロン

（文化部）

軽食と飲み物を楽しみながら、リクエスト曲を楽しむ
会。あなたの好きな曲で盛り上がりましょう！
◇日 時 ：10月9日(日) 17時～20時
◇場 所 ：サザンプラザ2階 多目的室
◇参加費 ：500円
◇募集人数：30名程度。
※ お酒を飲む方は歩いてきてください。
申込時にお好きな教をリクエストしてください。

● グラウンドゴルフ大会

（福祉部/ふれあい部）

お楽しみ秋のグラウンドゴルフ大会を下記の通り行い
ます。大勢の方の参加をお待ちしています。
◇日 時 ：10月15日(土) 10:00～12:00
◇場 所 ：多々羅田公園グラウンド
◇参加費 ：100円(当日、会場で申し受けます)
◇募集人数：40名程度。

～ 図書コーナー1日閉鎖のお知らせ ～
10月12日(水)は、蔵書点検のため終日図書コーナーを
閉鎖いたします。利用者の皆様にはご迷惑をおかけしま
すがご了承ください。
(図書部)

～ お詫びと訂正 ～
★ 前月号の4面→「歴史お楽しみ講演会」のお知らせの中で、
講師の「蔵元 三四郎氏」の名前が欠落していました。蔵元様
には大変ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
★ 同４面の「古本交換市」お知らせ記事で、９月１７日の曜
日が「日曜日」と記載しましたが、正しくは「土曜日」の誤り
で、事前受入日も9/16（金）と訂正してお詫びいたします。

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

● 第41回 古本交換市

・・ 運営協議会からお知らせ ・・
プレイルームに新しいオモチャが入りました
★ 9月より
プレイルームで
遊べるオモチャ
が一つ増えまし
た。
トミイ
プラレール

～ 館内の忘れ物展示のお知らせ ～
★ 館内に置き忘れて行かれた物品の展示を下記の通り
行います。この展示期間中にお引き取り戴けなかった物
品は、廃棄処分させて戴きます。
展示期間：9月22日(木)～9月29日(木)
展示場所：サザンプラザ 1階ギャラリー

～～ サークルなどからのお知らせ ～～
★

シニア会員募集 （原山OB会） ★

家に閉じこもり気味のあなた、お友達になりませんか？
原山OB会 には、カラオケ、囲碁、麻雀、パークゴルフ
などのサークルがあります。
月例会は日曜日に開催しています。見学はいつでも歓
迎します。
主な活動拠点はサザンプラザ & 駅前交流館です。
印西市高齢者クラブ主催の芸能大会、カラオケ大会、囲
碁将棋大会、運動会、パークゴルフ大会などにも参加し
て仲間と楽しみましょう。
〇 会費 は、300円/月だけです。
〇 入会条件は、印西市に居住する 60歳以上
※ お問合せは印西市高齢者クラブ連合会 原山OB会
会長 土屋 携帯090-9003-4136

運営協議会・８月度定例役員会(８/７)の議事
1．報告事項
★ 大規模修繕工事計画に係る今後の検討見通し
について
(市)市民活動推進課 伊藤 様
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28年度7月） ‥‥‥ 会
計
④ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥‥ 事務局長
危機管理体制、修繕関連事項で市と打合せ、
避難通路誘導灯・高所蛍光灯交換、空調機保守
‥等(15件)
2．議 題
① サザンプラザ表示看板作成
‥‥‥
② 防火管理者資格講習へ参加 ‥‥‥‥
③ カラオケ大会開催の件 ‥‥‥‥‥‥
④ 第41回古本交換市開催の件 ‥‥‥
⑤ 歴史講座開催の件
‥‥‥‥‥‥
⑥ 事務局職員の就業規則改正の件 ‥‥
⑦ サザンフェスタ開催日程 ‥‥‥‥

総務部長
総務部長
福祉部長
図書部長
文化部長
管理部長
事業部長

★次号（216号）は、10月9日発行予定。

