
◎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

発行：サザンプラザ運営協議会 編集：広報部 〒270－－－－1341 印西市原山３－３

● サザンプラザの利用時間
Open Closed
9:00am ～ 9:00pm

● ご意見 お問い合わせは

TEL 45－0611・2
FAX 45－0613

休館日の

お知らせ
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★ 2月の休館日 9日(木曜)、 23日(木曜)

★ 3月の休館日 9日(木曜)、 23日(木曜)

中央駅南地区の人口と世帯数 (H29.1月末現在)

ホームページ http://sazanplaza.ec-net.jp/index.htm

E-mail : sazanplaza@space.ocn.ne.jp

★平成29年度 管理業務の公募について ★

◇ サザンプラザ運営協議会では、平成29年度

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)の下記

管理業務の一般公募を行います。

◇ 総合管理業務(日常清掃業務、床面洗浄作業、

消防設備管理(法定管理)業務・他）

◇ 自家用電気工作物管理業務

◇ 植栽物管理業務（植栽物剪定＆芝生刈込み)

◇ 警備管理業務 （館内セキュリティ）

(注)空調設備管理業務については、印西市熱

源仕様が未定のため、今回の公募から除外。

＊ いづれも、法定資格を有すること。

＊ 応募締め切りは、平成29年2月22日(水)午

後5時までに書類提出とします。

＊ 応募に関する照会は、窓口＜大塚＞まで。

電話0476－45－0611

◇ 応募先 サザンプラザ運営協議会

（印西市原山3-3）

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

計 15,938 6,537 4,996

平成29年・サザンプラザ“春のふれあいの日”

春うららコンサート
3月４日(土)

（昨年のコンサート模様）

9:40 開会式

サザンプラザ利用者団体の会加盟・４団体による

春の美術工芸展のお知らせ

3月1日(水)～ 3月 8日（水） 3月8日(水)～ 3月15日（水）

3月15日(水)～ 3月22日(水) 3月22日(水)～ 3月29日(水)

ミモザの会 和 の 会

墨墨墨墨 友友友友 会会会会 子供のアトリエ

開催場所：サザンプラザ １階 ギャラリー

コロネード

～出演～ 9:50(原山小学校 児童合唱) 
10:15(原山中学校 吹奏楽部 演奏)
10:45(内野小学校 1年生合唱)
11:25(船穂中学校 吹奏楽部 演奏)

★ 当日の都合で、

発表時間などが替

わることがあります。

ご了承ください。

☆講演会☆

主催：社協ＮＴ中央南支部
後援：サザンプラザ

～最後の医療の最良の選択～

３月４日（土）
時間：14:00～16：00（多目的室）

☆ この他、子供ダンス(ユタ)、サックス演奏(上原)、

バンド演奏(カラフルスタイル)の出演が予定されており

ます。(時間調整中)
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図書コーナーだより（今月の1冊）

「この世で一番大事な『カネ』の話」
西原 理恵子 著 (理論社)

☆ 小倉台図書館では、カウンターに背を向けて右へ進むと

ズラー‥ッと大人の本、左へ進むと子供の本が並んでいる。

子供の本は手前が児童書、奥が学習っぽいノンフィク

ションの本という配置。

手芸教室（通帳入れ作り） （文化部）

この本は題名からしてそん

な奥に並んでいるような“社

会科”の本だ思われた。

しかし『毎日かあさん』の

西原理恵子さんが書いている

のだから、きっとわかりやす

く面白いに違いない。

目次を読んでビックリ!ど

れも西原さん自身の「カネ」

の話だった。様々な過酷な現

実の中、失敗しながら、落ち
込みながら得た自分を養って
いく方法。
“「最下位」の人間にも勝ち
目はあったよ”率直に言って

☆1/18の手芸教室は「印傳風生地で作る通帳入れ」。
簡単に作れたのに、立体感のある生地で高級感ある仕上
がりに大満足。お互い隣の作品
は良く見え、それもいいわねー
と会話もはずみました。

近場では手に入りにくい材料

を揃えてくださるので、毎
回材料選びも楽しいです。

次回は2/15。毎月第三水曜
午前、いろいろなテーマで
やってますのでお気軽に参加
してください。

百人一首とかるた会 （図書部）

☆ 1月7日(土)、新春

恒例の「百人一首とか

るた会」が今年もサザ

ンプラザ・多目的室に

大勢の人が集って楽し

みました。

折り紙教室（お題：寿亀） （文化部）

☆ 2月5日(日)、午前

10時から始まった
定例で行なっている
折り紙教室は今回も
盛況。
その後の、印西の

“NHKのど自慢”
を見なきゃ、‥で早
めに終了しましたが、
参加者16人で寿亀
を折り、めでたく解
散しました。

手のひら健康バレー （福祉部）

☆ 1月21日(土)、前日の降雪もあり寒い日でしたが、会
場の多目的室内は参加者の熱気で窓を開け放したほど活
気にあふれていました。
3つのグループに分かれて
プレー、初参加の人も白熱し
たプレーを楽しんでいまし
た。3回連続で参加してくだ
さった方も多く、皆さん顔
馴染みになって和気あいあい
の雰囲気。（参加者：17名）
◎ 次回も多くの方が参加され、楽しみながら体力作りを
していただければと思います。

チャリティ金の振込証
（文化部）

☆12月に開催した「クリスマ
ス・チャリティコンサート」
で集まりました金額について
は、先月号で寄付先を報じて
いますが、振込証が届きまし
たので参考までに掲載いたし
ます。

～ 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：2月15日(水)～2月22日(水)

展示場所：サザンプラザ 1階ギャラリー

いる。この本は「中学生以上のすべての人のいりみちパン！
セ」というシリーズの40冊目。巻末のシリーズラインナッ
プもお楽しみに。
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★寒さも極まった早朝の里山、そこは霜と氷の世界。陽が昇

るまでのつかの間の出来事でした。
結縁寺の四季 ＜18＞

賀詞交歓会(1/9)スナップ

文　庫 密命⑨　極意・御庭番斬殺 佐伯泰英 祥伝社文庫 大人NF それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤陽子 朝日出版社

文　庫 密命⑩　遺恨・影ノ剣 佐伯泰英 祥伝社文庫 大人NF 一歩を越える勇気 栗城史多 サンマーク出版

文　庫 密命⑪　残夢・熊野秘法剣 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 百舌の叫ぶ夜 逢坂剛 集英社

文　庫 密命⑫　乱雲・傀儡剣合わせ鏡 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　外国 ソロモンの偽証　第Ⅰ部　事件 宮部みゆき 新潮社

文　庫 密命⑬　追善・死の舞 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 ノエル 道尾秀介 新潮社

文　庫 密命⑭　遠謀・血の絆 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 人魚の眠る家 東野圭吾 幻冬舎

文　庫 密命⑮　無刀・父子鷹 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　外国 ミレニアム１ ドラゴン・タトゥーの女 上 スティーグ・ラーソン 早川書房

文　庫 密命⑯　烏鷺・飛鳥山黒白 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　外国 ミレニアム１ ドラゴン・タトゥーの女 下 スティーグ・ラーソン 早川書房

文　庫 密命⑰　初心・闇参籠 佐伯泰英 祥伝社文庫

《 新しく図書コーナーに入った本 》 H28年12月

霜の華

～ ３題 ～

(セイタカアワダチソウ)

白霜のベールをかぶった里山
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★次号（221号）は、3月12日発行予定。

運営協議会・1月定例役員会(1/8)の議事

1．報告事項
① 会長年頭挨拶 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12月） ‥‥‥ 会 計
④ 事務局連絡事項 ‥‥‥‥‥‥ 事務局長
大規模修繕項目打合せ、煙感知器交換、補聴支援
システム機器点検、消防署査察完了報告 等15件

2．議 題

① 各部の事業予算案提出の件 ‥‥‥‥ 会 長
② 春のふれあいの日開催日程 ‥‥‥‥ 会 長
③ H29年賀詞交歓会について ‥‥‥ 総務部長
④ コミュニティルーム利用規定改正 ‥ 総務部長
⑤ 調理実習(五平餅)実施の件 ‥‥‥‥ 福祉部長
⑥ イチゴ狩りウォーキング ‥‥‥‥ふれあい部長

◎ 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 ：1月30日より随時受け付けており、まだ若

干の空席があります。

●申込み方法：

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します。

早春の房総路を歩く

イチゴ狩りウォーキング （ふれあい部）

● 味噌作り （文化部）

☆ 味噌仕込みは50kg単位なので、各自が2kg（500

円/1kg)ずつ持ち帰る予定。追加、および出来上がり

味噌購入も可能(550円/kg)。

◇日 時 ：3月5日(日) 9:30 サザンプラザ出発

◇場 所 ：白幡(手くら)直売所の作業室

◇参加費 ：1,000円（2kgの味噌仕込み代金)

※ 味噌量の追加希望は、参加申し込み時に追加希望量

(kg)を提示し、追加量代金(500円/kg)を添えて申し

込んでください。

サザンプラザで働いてみませんか

★ サザンプラザ運営協議会では、事務局職員（パートタ

イム勤務）を募集します。

サザンプラザは、印西市から指定管理を受け、住民が

管理・運営する施設です。地域住民の交流の場、安らぎの

場として、より多くの方々の利用を目的としています。

気軽に訪れて楽しい施設になるよう、あなたの活躍を

期待します。40～50才代の女性も活躍しています。

********** 募集要項 *********

１）職務内容：貸室業務、施設管理

２）勤務地 ：サザンプラザ（印西市原山３-３）

３）募集人員及び勤務時間、採用予定日

※右表をご参照ください。

４）資 格：①徒歩または自転車で通勤可能な方。

②職業経験のある方。

③パソコンができて明るく接客のできる方

５）勤 務：月間約18日（72時間）程度

（但し第２・第４木曜日及び年末年始は休館）

６）給 与：時間給 850円/1時間(印西市の規定による)

７）有給休暇：制度あり(印西市の規定による)

８）応募方法：履歴書(写真貼付のこと)を下記にご持参又

は郵送してください。

後日、面接日をご連絡いたします。

９）受付締切：平成29年2月28日（火）まで

10）面接試験：応募された方に直接、日時をご連絡致し

ます。

11）採用・不採用の決定：郵送にてご連絡いたします。

12）問合せ先：〒270-1341 印西市原山 3 - 3

サザンプラザ事務局 ☎ ４５-０６１１

募集人員 勤務時間 採用予定

09：00～13：00

１名 13：00～17：00 H29年４月1日

17：00～21：00

※ 平日、土、日、祝日を問わず上記のどの時間帯でも勤

務出来る方

※ 研修予定：採用内定時に通知いたします。

※ 詳細については面接等の機会を通してお知らせします。

☆ 恒例の「古本交換市」を下記のとおり開催いたします。

◇日 時 ：3月12日(日) 10:00 ～15:00

◇場 所 ：サザンプラザ2階 多目的室

※事前受入れ：3月11日(土)17:00～19:00

◇受け入れる本：絵本、児童書、事典、単行本、文庫本

コミック、実用書。

◇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42回 古本交換市 （図書部）

☆ いつもサザンプラザでお稽古している皆さんと、有志

の方々による「踊りの会」を下記のとおり開催します。

◇日 時 ：3月11日(土) 10:00 ～12:00

◇場 所 ：サザンプラザ2階 多目的室

◇募集人員：30名

◇参 加 費 ：100円/1人

◇申込受付：3月1日(水)10:00～窓口、又は☎で。

● 踊りの会 （福祉部）


