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● サザンプラザの利用時間
Open

● ご意見

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

Closed

9 : 00am ～ 9 : 00pm

休館日の
お知らせ

〒270－
－1341

★ 1月の休館日12日(木曜)、 26日(水曜)
★ 2月の休館日 9日(木曜)、 23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

サザンプラザ

好川会長（ 運営協議会 ）平成29年 年頭のご挨拶
ご利用上でのご不便をお
明けましておめでとうございます。 かけすることが懸念され
ますが、日々の点検管理
昨年は、サザンプラザ開館20周
を徹底しサザンプラザが
年、並びに印西市市制施行周年と
大きな節目の事業がありましたが、 地域のお子様から大人ま
で気軽に集い、笑顔が溢
どちらも事故もなく無事盛大に挙行できましたこ
と、ひとえに地域の皆様のご協力あってのことと、 れる場所となるよう努めて運営してまいります。
皆様のご多幸、ご健康を心よりお祈り申し上げます。
改めて深く感謝しお礼申し上げる次第です。
平成29年 元旦
当館も築20年を経ますと否応なく劣化が進み、

初春の房総路を歩く
イチゴ狩りウォーキング参加者募集のお知らせ
◎ 房総 館山の野鳥の森をウォ-キングした後“イチゴ狩り“を
楽しみ、帰路では本格酒蔵の試飲体験？も実施検討しています。
歩きなれている方はもちろん“ゆっくりなら大丈夫”というご
年配の方も是非ご参加下さい。
●日
時：３月5日(日)
●行 き 先：千葉県・房総方面
●集合場所と集合時刻：
サザンプラザ周辺の方－サザンプラザに、7時00分集合
高花周辺の方－高花セブンイレブン前に、7時10分集合
●帰館予定：午後7時30分頃
●参 加 費：大人6,000円、小学生以下5,000円
※ バス実費のほか、イチゴ狩り料金・昼食代を含む
●申込受付開始：1月30日（月）午前10：00から
●申込み方法：
サザンプラザに、
電話もしくは直接
来館してお申込み
下さい。
※参加申込みされた
方には追って詳細
をご連絡いたしま
す。
千葉県立館山野鳥の森・展望台からの眺め

平成29年・賀詞交歓会
★ 新しい年を迎えサザンプラザ運営協議会では
9日(日)に賀詞交換会を催しました。
サザンプラザ2階の多目的室に、役員・運営
委員をはじめコミュニティセンターや学校関係
者も交え55名ほどの人が集まり、新たな年に向
かっての前進を誓かい祝杯を挙げたあと懇談し
ています。

中央駅南地区の人口と世帯数 (H28.12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

3,536

1,755

1,685

原山地区

3,864

1,510

1,415

戸神台１丁目

3,076

1,107

565

高花地区

5,462

2,165

1,331

15,938

6,537

4,996

計
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クリスマス会

（福祉部）

☆ 12月18日(日)、午前10時～2時間。
ビンゴやダーツゲームのあと、踊りやカラオケ‥と
盛りだくさんの催しを楽しんだ後、ふれあい部長ふ
んする“サンタ”？が登場。一人一人にチョコレー
トのプレゼントで
会場は大盛り上が
りでした。
最後は“ナン
バーズゲームで景
品をゲットして戴
き、楽しいクリス
マス会を締めくく
りました。

高花小学校

クリスマス・チャリティコンサート

（文化部）

☆ 12月18日(日)、クリスマスチャリティ
コンサートを開催。
殿内雄也さん(ピアノ)・石井智惠さん
(フルート)・井後優弥さん(ピアノ)・
木村珠美さん(ソプラノ)のプロの音楽家の
熱演に、地元で素晴らしい演奏が聴けて幸せ
です‥という感想を沢山いただきました。企画側としても嬉し
いひととき。◇ チャリティ金の45,700円は、熊本震災と、
鳥取中部震災の義援金
として寄付させて戴き
ました。
熊本震災 25,700円
鳥取中部 20,000円

原山中学校

印西ゆめ太鼓

印旛明誠高校

11/19・ご出演頂いた皆さん

内野小学校

二胡演奏（肥田 高嶺氏）

手芸教室～マスク作り

船穂中学校

プルメリア

（文化部）

☆ 12月21日、毎月第三水曜日に開催している手芸
教室を開催。
今回は季節がら何枚あってもうれしいダブルガー
ゼの柔らかい肌触りの“マスク”をそれぞれ2枚づ
つ作成。“保温にいいわ！”と喜ばれていました。
◎ 次回は、1月15日に“印傳風生地で作る通帳
入れ”です。おたのしみに！

原山小学校

印西少年少女合唱団＆吉川歌穂さん

図書コーナーだより（今月の1冊）
「ぼくのニセモノをつくるには」
ヨシタケ シンスケ 著 (ブロンズ新社)
☆ 自分のやりたくないことを全部やってもらうために、
けんたは、安いお手伝いロボを買った。
ソックリになるために、お
手伝いロボは「あなたのこと
を詳しく教えて下さい」と意
欲的に迫ってくる。
「ぼく」を説明するために、
けんたが対比して見せるもの
が次々並ぶが、読み手は一々
賛成したり、びっくりしたり、
吹き出したり、楽しく忙しい。
ロボットや機械が出てきて、
男の子がはまりそうだが対象
年齢は広～～い。
話題のヨシタケ シンスケ
の面白さを、ぜひ共有したい。
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11/20・ご出演頂いた皆さん

◎ サザンプラザ利用者団体の会
・あかね会 ・嬉久扇会 ・ベッラ ボーチェ
・不器用な仲間達 ・女声コーラス「四季の会」
・ひまわり会舞踊部 ・友遊会 ・松の実会
・あじさいグループ ・ホオナネア
・歌声喫茶“アンダンテ”・タント・カンタービレ
・オレンジコーラス ・印西音頭保存会
◇ 他に、バンド演奏(ノマーニ)

結縁寺の四季

＜1７＞

お庭のユズが、たわわに実っています

道すがら何やら気になる六地蔵さま。
振り返るとお顔に木漏れ日が当たって生きて
お話しされるかのよう。

★穏やかな晩秋の里山。斜面林を幾筋にも区切る木漏れ日一
筋ずつが、遠い過去の想い出と重なり懐かしい‥（12/28）

アカガシの冬芽

門松を飾ってお正月支度の結縁寺

冬景色の中、サザンカの華やかな赤

水神様の池ではキンクロハジロが４羽、
コガモが２羽に増えていました。

4

（文化部）

◇日 時 ：1月18日(水) 10：00～12：00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 調理室
◇参加費 ：800円
◇申込受付：受付中
◇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
ラザ窓口に展示中。

● 手のひら健康バレー・第３弾！

（福祉部）

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

● 手芸教室（通帳入れ）

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(150回/2分間)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、又は電話で

● 折り紙教室(お題：寿亀)

（文化部）

今回の折り紙教室は、おめでたい“寿亀”に挑戦です。
◇日 時 ：2月5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 当日申し受けます。
どなたでも参加できます。

● ミュージックサロン

（文化部）

ミュージックマスター 楮畑さんがリクエストに応える
定番の企画。今回は、NHK朝ドラ特集です。
◇日 時 ：2月12日(日) 17：00～20：00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇参加費 ：500円 (飲み物、軽食代)
◇募集人員：30名程度

● 手芸教室(ハーフティシュ入れ)

（文化部）

◇日 時 ：2月15日(水) 10：00～12：00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 調理室
◇参加費 ：1.200円 (材料費こみ)
◇申込受付：2月1日(水)、10：00～
◇募集人員：15名程度

・・・ 運営協議会からのお知らせ ・・・
☆★ 車でご来館される方へご注意 ★☆
◆ 昨年11月15日の20時30分頃、サザンプラザの駐車
場内に駐車していた車が“車上荒らし”被害にあわれま
した。駐車する際には「車内にバッグ類や貴重品」を置
かないようくれぐれも
ご注意ください。

写真(左)は、本件被害車
両とは関係ありません。

☆★ 文化部に新運営委員加入 ★☆
運営協議会の1月定例役員会で、文化部より新部員加入
の報告がありましたのでお知らせいたします。
【文化部 新運営委員】山谷 正夫氏(高花)
山谷氏は、前年まで運営協議会の監事としてサザン
プラザの運営に携わってこられました。

● 調理実習 (五平餅作り)

（福祉部）

☆ 好評につき昨年続いて要望の多かった“昔ながらの
おやつ《五平餅》”を作ります。
楽しくおしゃべりをしながらの試食もあり、簡単レ
シピですので、参加してみませんか。
◇日 時 ：2月18日(土) 10:00～12:00
◇場 所 ：2階 調理室
◇募集人員：15名
◇参加費 ：100円（当日申し受けます）
◇持参するもの：エプロン、三角巾
★申込受付：2月1日(水) 10:00から窓口または電話で

運営協議会・12月定例役員会(12/11)の議事
1．報告事項
① 会長報告(サザンフェスタ事業)
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11月） ‥‥‥ 会
計
④ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥‥ 事務局長
緊急修繕項目打合せ、施設管理業者公募の非対象
業務、館内駐車場での車上荒らし事案発生、
‥等、8件
2．議 題
① 賀詞交歓会開催の件
‥‥‥‥‥ 総務部長
② フリールーム利用規定改正と施行日
総務部長
③ 利用者団体ルーム利用規定の見直し
総務部長
④ 利用者アンケート調査実施の件 ‥‥ 総務部長
⑤ 百人一首とかるた会開催の件 ‥‥‥ 図書部長
⑥ 手のひら健康バレー教室 福祉部/ふれあい部長
⑦ ミュージックサロン開催の件 ‥‥
文化部長
⑧ 味噌つくり教室開催
‥‥‥‥‥‥ 文化部長
⑨ 四季行事の館内装飾取り付け作業の件 文化部長
★次号（220号）は、2月12日発行予定。

