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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

お問い合わせは

T E L 4 5 － 0611・ 2
F AX 4 5－ 0613

ホームページ http://sazanplaza.ec-net.jp/index.htm
E-mail : sazanplaza@space.ocn.ne.jp
★12月の休館日 8日(木曜)、 28日(水曜)) ー12/22を振替ー
◎貸室の空き状況はホームページをご覧下さい
★ 1月の休館日12日(木曜)、 26日(木曜)
◎ホームページでは、カラー版でご覧戴けます
※ 年末年始休館日は、12/29(木曜)～1/4(水曜)の7日間
Closed

9 : 00am ～ 9 : 00pm

休館日の
お知らせ

● ご意見

〒270－
－1341

2016
201 6 . 12.11
12 .11

大勢のご
大勢のご来場
のご来場を
来場を頂き、誠に
ありがとうございました！
ありがとうございました！
ご来場者数：１,４７７名(2日間)

11月19日(土)
11月20日(日)

～ 出演者・団体 ～
★ 小学校
(3校)
★ 中学校
(2校)
★ 高等学校 (1校)
★ サークル・団体(20団体)
ご出演頂いた皆様ありがとうございました。

★ ご出演頂いた方々の紹介写真は次号に掲載する予定です。

2017年・賀詞交歓会のお知らせ

サザンプラザ運営協議
会では、運営委員、評議会委員、地域の各団体代表者による､2017
年「賀詞交歓会」を新春の1月9日（月曜日・祝日）に催す予定で実
施計画を検討しております。
招請者の方々には追ってご案内を差
し上げますので、是非ご列席の程、お
願い申し上げます。
写真は、過年度の会場風景です。

中央駅南地区の人口と世帯数 (H28.11月末現在)
地

区

内野地区

人口
3,598

世帯数

サザンプレス
配布部数

1,774

1,685

原山地区

3,865

1,507

1,415

戸神台１丁目

3,052

1,094

565

高花地区

5,466

2,164

1,331

15,981

6,539

4,996

計
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手のひら健康バレー教室

（福祉部）
◎ 11/12(土)、多
目的室に、都内にある
「手のひら健康バレー
協会」から牧野会長を
お招きして“基本の手
ほどき”の指導を受け
た後、実戦さながらの
プレーを展開。

沖縄県の持つラリー回数
日本記録(222回)ー制限
時間：2分間－を目標に
1時間程の練習をした結果
、ラリー回数は(155)とい
う記録が出て協会認定の
「印西市の記録」となり
指導する牧野会長（写真右）と、伊東氏(ふれあい部)
ました。

パークゴルフ大会
（ふれあい部）
☆雨天順延で11月26日(土)
の開催となった「秋のパーク
ゴルフ大会」は、小春日和の
「泉パークゴルフ場」で開催
され、35名の腕自慢プレー
ヤーが参加。熱戦を繰り広げ
ていました。
(右図）熱戦を物語るスコア表

机上散歩
(図書部)
～迎賓館・赤坂離宮を訪ねて～

20132013.3.22
2 013 .3.22
2013

元赤坂の迎賓館と、その
周辺の名所をスライドレ
ビューで紹介し、歓談し
ました。
西洋風宮殿に魅了され、
赤坂見附の石垣が残って
いたのには驚きました。
絢爛豪華な各部屋を解
説した写真集を「図書
コーナー」入口の新刊本
棚に並べています。どう
ぞご覧ください。

手芸教室（クリスマスミニ飾り）

（文化部）

◎ 11/16（水）、毎月開催の手芸教室を３名で実施。
今回はクリスマスのツリーと雪だるまのミニ飾り。
簡単そうだけど、作ってみると中綿の詰め具合や
モールの帽子など、ちょっとしたコツがありました。
それぞれ可愛く仕上
がり満足です。
おしゃべりしなが
らの楽しいひと時で
した。

森のコンサート （草深の森にて）
☆10月29日(土)
高花6丁目バス停
の東側にある「草
深の森」では、
NPO法人RCN主
催の“森のコン
サート”があり、
大勢の人が森中を
埋めた会場からは、
パイプオルガン風
のメロデーが流れ、
透き通ったソプラ
ノの旋律が木立の
合間に流れていま
した。

図書コーナーだより（今月の1冊）
「面倒だから、しよう」 渡辺 和子 著

(幻冬舎)

☆ 人生を過ごしていると、人の言ってることをあまり
受け入れたくない時と、何だか素直にきいてしまう時と
があるように思う。
「面倒だから、しよ
う」という、渡辺和子
さんの、自身に向けて
のつぶやきを、私は
「そうかも知れない」
と素直に思って本を手
に取った。
簡単なことなのに、
ひとりよがりで考えを
変えられない時もある。
たくさんの話の中か
ら、そんな時のヒント
を少しもらったような
気がする。
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平成28年度サザンプラザ・中間報告会
（運営協議会）
◆ サザンプラザの平成28年度中間報告
会が、11月6日午前10時より多目的室
に、役員9名、相談役2名、部員11名に
事務局スタッフ2名が出席して行われま
した。
好川会長から上期の全般にわたる運営
状況報告の後、施設管理状況報告（斉賀総務部長）、コ
ミュニティ醸成事業報告（好川会長）が行われた後、下
半期の事業計画を発表。
その後の意見交換では活発な発言が交わされました。
・大規模修繕工事関連
・館内の室温設定
・利用者団体の登録条件緩和
・トイレ利用後の手洗い乾燥機設置
・出入り口周辺の防犯カメラ増設
・事業開催に伴う資料作成を市外施設に出張して作成
する場合の交通費などの精算
・中間報告会に関する会則既定の見直し‥等

“秋祭り”～高花4丁目町内会
10月30日(日)、高花4
丁目町内会では秋祭り
“HappyHalloween”
を挙行。子供ミコシや
じゃんけん大会、いも煮
やおにぎり、飲み物など
の模擬店で賑わいました。

防災訓練（コロネード原山・高花第二団地）
☆10月29日（土）
コロネード原山では
防災訓練が行われま
した。避難訓練の後、
消火訓練、ＡＥＤ講
習と続き貴重な防災
体験をすることがで
きました。
☆ 高花第二団地管理組合でも、10月23日(日)に防災訓練
を実施。 避難訓練・安否確認・AED操作指導のほか、救
出救護用機材の取り扱いなどの指導を消防署隊員から受け
ていました。また大規模災害発生時に居住者の安否確認に
役立つ「無事ですカード
(マグネット製)」を配って
います。

（表）
（裏）
※ 玄関ドアの外側に貼付ける

結縁寺の四季

＜1６＞

★“スゴイ”です！ この百倍・秋が美しいです。(11/20）

道に小さなドングリがびっしり！
見上げればシラカシの大木が‥

赤茶色の絨毯のように散り敷かれた
ケヤキの落ち葉（頼政塚）

ツチイナゴ
目の下に涙のような模様が特徴

頼政塚のイチョウ

ムラサキシキブ。
枝ぶり、葉の重なり色の見事さシビレル

キンクロハジロが3羽。
水神様の池に戻ってきたんですね
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（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(ピアノ)
◇申込受付：12/1(木)よりサザンプラザ窓口、又は
電話(45-0611)で受け付けます。

● 手芸教室（マスク）

（文化部）

◇日 時 ：12月21日(水) 10：00～12：00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 調理室
◇参加費 ：500円(マスク2枚代)
◇申込受付：12月17日(土)までにお申込み下さい。
◇持ち物 ：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

● 百人一首とカルタ会

（図書部）

毎年、札をとった人の「ハイ!!」という元気な声が部屋
に響く“新春恒例”の「サザンプラザ・百人一首とかる
たの会」を下記の通り実施いたします。
グループ分けして楽しみます。
また終了後には“おしるこ”が
出ますので気楽に遊びに来てください。
◎ 幼児向けのスペースもあります。
◇日 時 ：1月7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 当日申し受けます
(お子様は無料)
◇募集人員：3才から大人まで、どなたでも参加可。

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

● クリスマス・チャリティコンサート

● 手のひら健康バレー・第３弾！
（福祉部/ふれあい部）
前2回の体験教室(8/20＆11/12)で“手のひら健康
バレー”が大変好評だったことから第３弾を開催します。
健康増進を目指す貴方！ぜひ参加をお待ちしています。
※ 手のひら健康バレーは、椅子に座って無理のない姿勢
でボールを打ち返す(ラリー)回数を楽しむものです。
印西市記録(２面記事参照)更新を目指しましょう！
◇日 時 ：1月21日(土) 10：00～
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇参加費 ：無料、(募集人数：20名)
◇申込受付：1/5(木) 10:00から窓口、又は☎で

☆★ 「結縁寺の四季」小冊子配布終了 ★☆
本紙10月号でご案内した「結
縁寺の四季」小冊子の窓口配布
につきましては、ご好評を頂き
予定していた部数がほとんどな
くなりましたので、配布を終了
させていただきます。

・・・ 運営協議会からのお知らせ ・・・
☆★ 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、あわせてご了承下さい。

☆★ 館内利用規則の一部改訂 ★☆
◎ 「2階サロンの夜間使用制限」について
17時以降の2階サロン利用については、施設管理上の
問題もあり「掲示ボード」で、～中学生以下の方は、1F
サロンのご利用をお願い～ を案内掲示しています。
役員会では、この取り扱いを「館内利用規則」に明文
化して管理運営にあたることを決め、平成２９年１月よ
り「17時以降の貸室使用者限定」制を実施いたします。
※ フリールーム利用規則(改正版)は、窓口に掲示して
あります。

図書コーナー本の貸し出しについて
～

お願い

～

◎ 「図書コーナーの本」の貸し出しは、同コー
ナーの引き出しに置いてある【各地区貸出票】
に書名などご記入の上、本と一緒に窓口カウンターまで
ご持参いただき、確認を受けてください。
お手数をかけますがよろしくお願い申し上げます。
◎ 【返却期限】の過ぎた図書は、早めに事務所窓口ま
でご返却ください。

運営協議会・11月定例役員会(11/13)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10月） ‥‥‥ 会
計
④ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥‥ 事務局長
防火管理者交替、大規模修繕に関する優先順位検
討内容、消防訓練日、2Fロビーや中庭利用につ
いて規則等(8件)
2．議 題
① サザンフェスタ実施予算および
各部作業分担・時程表 ‥‥‥‥
会
長
② 年末会合参加費補助(4館合同を含む)費を
特別会計から支出する件 ‥‥‥‥ 総務部長
③ 防火優良認定証購入の件 ‥‥‥‥‥ 総務部長
④ 図書館本返却・選書・貸出作業 ‥
図書部長
⑤ クリスマス開催の件 ‥‥ 福祉部/ふれあい部長
⑥ DVDプレーヤー購入の件 ‥‥‥‥
管理部長
⑦ コミュニティセンター利用者アンケートの
調査設問内容について ‥‥‥ 総務部長
★次号（219号）は、1月9日発行予定。

