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Vol-21 No.8(通巻217号)

発行：サザンプラザ運営協議会 編集：広報部
● サザンプラザの利用時間
Open

印西市原山３－３

● ご意見 お問い合わせは

T E L 4 5 － 0611・ 2
F AX 4 5－ 0613

Closed

9 : 00am ～ 9 : 00pm

休館日の
お知らせ

〒270－
－1341

2016
201 6 . 11.13
11 .13

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

★11月の休館日10日(木曜)、 24日(木曜)
★12月の休館日 8日(木曜)、 28日(水曜) ー12/22を振替ー
※ 年末年始休館日は、12/29(木曜)～1/4(水曜)の7日間

◎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

11月19日(土) ＆ 20日(日)

印西市市制施行２０周年記念事業

サザンフェスタ（秋のふれあいの日）
◎ 駐車場がありません。ご来場には、公共交通機関のバスをご利用ください。

☆ 19日の催し物 ☆
9：30

開会式

11:25 原山中学校吹奏楽部演奏
11:50 フラダンス(プルメリア)
12:10 合 唱( 印西少年少女合唱団 )

9:40 内野小学校児童合唱
10:00 原山小学校児童合唱
10:20 船穂中学校吹奏楽部演奏
10:50 印旛明誠高校音楽部合唱
11:05 高花小学校吹児童合唱

＆ 吉川 歌穂

12:35 太鼓演奏(印西ゆめ太鼓)
(

休 憩 )

14:00 二胡の演奏(肥田 高嶺)

★ 両日共、会場内でアンケー
ト調査をお願いすることが
あります。
ご協力をお願いいたし
ます。

☆ 20日の催し物 ☆
10:00
10:05
10:20
10:40
11:00
11:20
12:00
12:40

☆★☆ ごあいさつ ☆★☆
舞 踊 ：あかね会
舞 踊 ：嬉久扇会
発声・歌：ベッラ ヴォーチェ
マジック：不器用な仲間達
コーラス：女声コーラス四季の会
バンド演奏：ノマーニ
舞 踊 ：ひまわり会舞踊部

13:00
13:10
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
15:10

舞 踊 ：友遊会
舞 踊 ：あじさいグループ
舞 踊 ：松の実会NT支部
フラダンス：ホオナネア
歌声喫茶：アンダンテ
ピアノ演奏：タント・カンタービレ
コーラス：オレンジコーラス
踊
り：印西音頭保存会

11月20日(日) 開場 17：30 開演 18:00～20：00
出演：Kazuo Nobuta JAZZ TRIO

ジャズの夕べ
《有料》

信田 和雄(ピアノ)
松森 英雄(ドラム)
楠本 雅祥(ベース)

スイングレディース＆MEN(ボーカル)
☆ 飲食物の持ち込みは、ＯＫです。

参加費：500円/一人

★ 詳細は、窓口まで
お問い合わせ下さい。
中央駅南地区の人口と世帯数 (H28.10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

3,625

1,779

1,685

原山地区

3,882

1,506

1,415

戸神台１丁目

2,794

991

565

高花地区

5,496

2,181

1,331

15,797

6,457

4,996

計
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ミュージックサロン

（文化部）

★ 10月9日、ミュージックマ
スターがリクエストに応える
ミュージックサロンを開催。
今回は永六輔特集、「枯
葉」の聴き比べの2つの特集を
中心に、タップリ3時間。音響
が良くなったので、お喋りし
ながら、一緒に歌いながら、
踊り、手拍子、飲んで・食べ
て、で楽しみました。ワンコ
インで満足、と好評ですので、
また来年に開催予定です。
映画音楽、インディーズ、歌謡曲と幅広いラインナップ。
これまでのリクエストに応えられなかったことはないとい
うマスター “スゴイ！”です。

バスツアー(上州沼田方面) （ふれあい部）
★ 10月30日、絶好の
行楽日和の下、真っ赤
に実ったリンゴをもぎ
取りその場でガブリ！
自然の恵みを堪能した
ひとときでした。
参加者 77名(子供2名)

手芸教室（カード入れ作り）

（文化部）

◎ 10/19(水)、毎月第三水曜日に開催している手芸教
室は畳縁(へり)で作る“カード入れ”作り。
オシャレに出来上がり、
人にあげても喜ばれる‥
と参加者に好評でした。
写真は材料選びをして
いるところ。毎回先生が
沢山材料を用意して下さ
るので選ぶのに盛り上が
ります。

折り紙教室（お題：干支の酉）

（文化部）

◎ 11/3(木)、今年第6回目の折り紙教室は、来年の干
支“酉(トリ)”を題材に取り組みました。
恒例の“干支の折り紙”は参加希望が多く18名が参
加。素敵な作品に仕上げていました。

ソフトボール大会

（ふれあい部）

★ 11月3日、サザンプラザの
隣にある原山小学校校庭に
5チームが集まり、小春
日和のグラウンドで
白球を追いながら
“スポーツの秋”を楽し
んでいました。
試合の合間には、福祉部の応援で用意された暖かい
“うどん汁”
で小腹を満た
し、やわらか
い日差しを浴
びながらのさ
わやかな秋の
一コマでした。

★ 大河ドラマで
脚光を浴びてい
る真田丸の地元
で、戦国時代の
雰囲気にチョッ
ピリ浸ることが
できました。

図書コーナーの蔵書点検

(図書部)

図書コーナーだより（今月の1冊）

10/12＆13の二日間にわたって図書コーナーを閉鎖して行
われた蔵書点検。ご不便をおかけしましたが、無事点検終
「コンビニ人間」 村田 沙耶香
了しました。ありがとうございました。
写真は、図書部員+事務局スタッフ(延べ23名)の手により、 ☆ 芥川賞が発表され、作
者が印西市出身と聞き少な
約6000冊の蔵書を台帳と照合しながら毀損や落丁の有無
からず関心を持った方も多
を点検している風景です。
いのではないかと思います
が、題名のほうに驚きます。
その人間のどこらへんが
“コンビニ”なのか、“コ
ンビニ人間”になるために
は、どうゆう条件が必要な
のか、いろいろ考えてしま
います。
「コンビニ」というあの明
るく四角い箱から足が出て、
歩いている話ではないあた
りを、読んで確かめてもら
えたらと思います。

著

(文芸春秋)
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グラウンドゴルフ大会 （福祉部/ふれあい部）
★ 10月15日、雲一つない
秋晴れに恵まれて、恒例“秋
のグラウンドゴルフ大会”が
多田羅田公園内の新コースで
行われました。(参加者は、
35名・うち部員9名)
★ 色づき始めた木々の合間
に落ち葉がたわむれる
フィールドで“秋”を
実感しながらのプレー
で爽やかな一日を楽し
んでいました。
☆ 写真右：沢山の賞品
はどなたの手に渡った
のかな‥？

船穂中学校区“さわコミバザー”賑わう
★ 秋晴れの10月15日、高花小学校体育館では船穂中学校
区さわコミ推進委員
会が主催する“さわ
コミバザー”が賑や
かに開催されていま
した。
開始時刻の午前
10時頃には既に大
勢の人が来場。好天と相まっ
て人出は順調、会場に並んだ
模擬店での買い物や、ステー
ジ上の演技を楽しみ、撞きた
て餅を頬張りながら爽やかな
秋の一日を堪能していました。

内野小児童(2年生)“まち探険”で来館
☆ 10月28日(金)、開館早々に
内野小の“まち探険隊”がサザ
ンに集結。ここを起点に地域の
お店や交番などの探険に分れて

向かっていきました。
サザンプラザ探険の隊
員？は5名で、早速館内
の様子を職員に尋ねたり、
説明を熱心に聞いていま
した。
☆★☆ 年末にかけて各地区で行われる行事(餅つき・防災訓練など)の写真などをお寄せください ☆★☆

結縁寺の四季

空気も澄んでクリアに見えます

セイタカアワダトソウ

＜15＞

★モズが鳴いて道にムクの実シラカシの実が落ちている。
柿やマユミ、クサギの実が赤くなってイヌタデがいっぱい。
（10/20）

レモン色、アキノノゲシ

ジョロウグモ（上臈蜘蛛）

カメバヒキオコシ（亀葉引き起こし）かな～

ヨメナ
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（図書部）

今春から見学が可能になった迎賓館は、格調高い洋風
建築です。大きなスライドでその魅力をお伝えします。
すでに見学に行かれた方
のお話もお聞かせ下さい
◇日 時：11月26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 (お茶代)

● 折り紙教室

（文化部）

サンタを折ります。ほかに今年折った作品の復習も‥
◇日 時 ：12月4日(日) 10：00～12：00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 集会室①
◇参加費 ：200円
◇募集予定人員：15名程度
◇申込受付：ザンプラザ窓口、又は☎ (45-0611)で受
け付けます。※ 材料準備がありますので、
必ず事前に申し込んでください。

● クリスマス会

（福祉部）

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

● 机上散歩
“迎賓館赤坂離宮を訪ねて”

・・・ 運営協議会からのお知らせ ・・・
サザンフェスタ開催に伴う館内ご利用の制限
○ 図書コーナーの一時閉鎖
☆ 11月19日(土)と20日(日)の両日は、
サザンフェスタ開催のため、下記日時
の図書コーナーはご利用できません。
よろしくご協力ください。
・ 11月18日(金) 17:00～21:00
・ 11月19日(土)
～終 日～
・ 11月20日(日)
～終 日～

☆★ 年末年始の休館日お知らせ ★☆
12月の休館日は。8日(木曜日)と、
28日(水曜日)の二日となります。
※ 定例の休館日は22日(木曜日)です
が、年末の大掃除を考慮して休館日
を変更させていただきました。
ご了承を賜りご周知のほどお願い申し上げます。
また、新年の開館日は1月5日(木曜日)からとなります
ので、あわせてご周知下さい。

平成28年、福祉部最後の行事“クリスマス会”を開催
図書コーナー本の貸し出しについて
します。ビンゴゲームや、ダーツなどで楽しいひと時を過
ごしましょう！ サンタさんからのプレゼントもあります。
～
～
このほかに余興もありますお楽しみに！！
★ 寒い季節ですが、元気にサザンの行事に参加してくだ
◎ 「図書コーナーの本」の貸し出しは、同コー
さいますよう、ご来場をお待ちしていま～す。
ナーの引き出しに置いてある【各地区貸出票】
◇日 時 ：12月17日(土) 10：00～12：00
に書名などご記入の上、本と一緒に窓口カウンターまで
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
ご持参いただき、確認を受けてください。
◇参加費 ：100円
お手数をかけますがよろしくお願い申し上げます。
◇募集予定人数： 30名
◎
【返却期限】の過ぎた図書は、早めに事務所窓口ま
◇受付開始：12月1日(木)10:00よりサザンプラザ窓口、
でご返却ください。
又は ☎ (45-0611)で受け付けます。

● クリスマス・チャリティコンサート

（文化部）

年末定番となったクリスマスチャリティコンサートを
下記日程で行います。
◇日 時 ：12月18日(日) 14：00～16：00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇鑑賞費用：チャリティ金500円以上。
寄付先は後日決定いたします
◇出演予定者：木村 珠美(ソプラノ)
石井 智恵(フルート)
井後 優弥・殿内 雄也(ピアノ)
◇申込受付：12/1(木)10:00よりサザンプラザ窓口、
又は ☎ (45-0611)で受け付けます。

● 手芸教室（マスク）
◇日 時
◇場 所
◇参加費
◇申 込
◇持ち物

（文化部）

：12月21日(水) 10：00～12：00
：サザンプラザ 2階 調理室
：500円(マスク2枚代)
：実施の3日前まで(電話可)
：使い慣れた針・ハサミなど(手ぶら可)
作品見本は、サザンプラザ窓口に展示

お願い

運営協議会・１０月度定例役員会(１０/９)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28年度９月） ‥‥‥ 会
計
④ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥‥ 事務局長
指定管理料(後期分)入金報告、消防訓練日決定、
大規模修繕工事打ち合わせ会出席‥等(1０件)
2．議 題
① 中間報告会日程の件 ‥‥‥‥‥‥
総務部長
② H29年賀詞交歓会日程の件 ‥‥‥
総務部長
③ 「机上散歩」下見について ‥‥‥
図書部長
④ 「机上散歩」発表会開催の件 ‥‥‥ 図書部長
⑤ パークゴルフ大会実施の件 ‥‥ ふれあい部長
⑥ 手のひら健康バレー教室開催の件 ‥ 福祉部長
⑦ サザンフェスタ出演者折衝経過報告
会
長
⑧ グランドピアノ補助キャスター購入
事務局長
⑨ H29年度管理事業者公募時期について 会
長
★次号（21８号）は、1２月1１日発行予定。

