
◎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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★ 3月の休館日 9日(木曜)、 23日(木曜)

★ 4月の休館日 13日(木曜)、 27日(木曜)

中央駅南地区の人口と世帯数 (H29.2月末現在)

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

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

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（1階ギャラリー）開催中

～ 展示終了 ～ 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

コロネード

内野小児童

原山中生徒 船穂中生徒

原山小児童

他のご出演者（左から）
・ダンス（ユタ）
・サックス演奏（上原 敬）
・あなたと歌プラザ

（カラフルスタイル）

春うららコンサート(3月4日)

地　区 人 口 世帯数
サザンプレス

配布部数

　内野地区 3,561 1,744 1,685

　原山地区 3,853 1,510 1,415

　戸神台１丁目 3,092 1,113 565

　高花地区 5,448 2,164 1,331

計 15,954 6,531 4,996
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図書コーナーだより（今月の1冊）

「ヤマンタカ 大菩薩峠 血風録
夢枕 獏 著 (角川書店)

手芸教室（ハーフティシュ入れ） （文化部）

☆タンタカタンなら面白い小説
であろうが、「ヤマンタカ」と
は何の話なのだろうか？
本を開いてみると‥‥
ヤマンタカ‥とは仏教の念怒尊
の盆名。身体は青黒色、六面六
臂六足。ただならぬお姿で何を
求めて現れるのであろうか。
妖しい侍が人を切り捨ててい
く。この男がヤマンタカである
のかなと、ページを繰る手もも
どかしい。一刻も目を離せぬ大
活劇です。

☆ 2月15日(水)、毎月第3水曜日午前中定例の手芸教室。
今回はハーフティッシュのレースカバー。
好みのレースでお洒落に仕上がりました。机の上に置いて
も映えます。7人それぞれ、可愛い、シック、など世界で
ただ一つの作品となりました。次回3月15日は携帯入れ、
4月19日は花のコサージュを
予定しています。

踊りの会 （福祉部）

☆ 福祉部H28年度最後の事業となった「踊りの会」は、

3月11日(土)の10:00から多目的室に35名の方が見守

る中、賑やかに行われ、踊り手(14名)の方々には、春

うららかな日の一刻を

楽しませて頂きました。、

また着付けのお手伝い

を頂いた4名の方と合

わせて感謝いたします

ミュージックサロン （文化部）

☆ 2月12日、リピート
企画のミュージックサ
ロンを開催。
今回はNHKの朝ドラ
テーマ曲特集。朝だと
短いバージョンの曲を
フルコーラスで聞き、
番組当時の思い出を語
り合いました。リクエ
スト曲のシバの女王で
はお馴染みのマジック
も登場。今回参加人数
が若干少なかったので
すが盛り上げていただ
きました。

料理教室(五平餅作り） （福祉部）

☆ 2月18日(土)、昨年に引き
続き2回目の“五平餅作り”。
今回はご飯を潰す段階から
参加者に手をかけて頂きまし
た。「ご飯をつぶす」「クル
ミを摺りつぶす」‥大変な作
業でしたが、皆さんとても手
際が良く、11時30分には出
来上がり、工芸室にて本日一

味噌作り （文化部）
☆ 3月5日、この時期

恒例の味噌作り。参
加者11名で50キロ
分仕込み、各自必要
量を持ち帰り。
リピーターが多い
ので、次はこうよ、
と参加者から指示が
出、あっという間に
完了。
美味しい甘酒いた
だいて解散。白幡生
活改善グループの山
崎さんに、また来年
も‥と、お願いしま
した。

番の楽しみしみ“試食会”を行い、スープの他、つけ合
わせのもあり存分に調理実習を「楽しみました。

図書部からお知らせ

「おいしい たのしい おはなし会」

◇日 時 ：4月1日(土) 10：00～12：00

◇場 所 ：サザンプラザ 2階 和室

◇内 容 ：大型絵本、クイズ・ゲーム、紙芝居、

かんたんおやつ作り

◇対 象 ：幼稚園生、小学生



大人NF マズローの心理学 フランク・ゴーブル 産能大学出版部刊

絵本　日本 ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 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 前夜　奥右筆外伝 上田秀人 講談社文庫 大人NF 一歩を越える勇気 栗城史多 サンマーク出版

文　庫 柚子の花咲く 葉室麟 朝日文庫 実用書 手作りのフェルトスイーツ ブティック社

文　庫 鬼役十八　跡目 坂岡真 光文社文庫 実用書 おしゃれな手づくりシュシュ パッチワーク社

文　庫 密命⑱　遺髪・加賀の変 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　外国 ミレニアム　２　火と戯れる女　上 スティーグ・ラーソン 早川書房

文　庫 密命⑲　意地・具足武者の怪 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　外国 ミレニアム　２　火と戯れる女　下 スティーグ・ラーソン 早川書房

文　庫 密命⑳　宣告・雪中行 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㉑　相克・陸奥巴波 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㉒　再生・恐山地吹雪 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㉓　仇敵・決戦前夜 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 花燃ゆ　一 大島里美 宮村優子 ＮＨＫ出版

文　庫 密命㉔　切羽・潰し合い中山道 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 花燃ゆ　二 大島里美 宮村優子 金子ありさ ＮＨＫ出版

文　庫 密命㉕　覇者・上覧剣術大試合 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 花燃ゆ　三 大島里美 宮村優子 金子ありさ ＮＨＫ出版

文　庫 密命㉖　晩節・終いの一刀 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 花燃ゆ　四 小松江里子 ＮＨＫ出版

文　庫 密命⑨　極意・御庭番斬殺 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 ちょうちんそで 江國香織 新潮社

文　庫 密命⑩　遺恨・影ノ剣 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 無花果の森 小池真理子 日本経済新聞社

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 ソロモンの偽証　第Ⅱ部　決意 宮部みゆき 新潮社

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　日本 カササギたちの四季 道尾秀介 光文社

文　庫 密命⑬　追善・死の舞 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 黒い鯱 西村寿行 講談社

文　庫 密命⑭　遠謀・血の絆 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 象の背中 秋元康 産経新聞社

文　庫 密命⑮　無刀・父子鷹 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 塀の中の懲りない面々２ 安部譲二 文藝春秋

文　庫 密命⑯　烏鷺・飛鳥山黒白 佐伯泰英 祥伝社文庫 小説　日本 我が心の底の光 貫井徳郎 双葉社

文　庫 密命⑰　初心・闇参籠 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

大人NF アメリカ素描 司馬遼太郎 読売新聞社 小説　日本 ノエル 道尾秀介 新潮社

大人NF 困ってるひと 大野更紗 ポプラ社 小説　日本 人魚の眠る家 東野圭吾 幻冬舎
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★水神様の池にカモの仲間を見かけるようになり2回目の冬を

越します。北の国へ帰るまでもうしばらく楽しませて‥
結縁寺の四季 ＜19＞

《新しく図書コーナーに入った本》 H29年1月

日も傾いて山の影が長く伸びていく

ツバキも咲いて

社会福祉協議会NT中央南支部主催

講演会 終末医療どう選ぶ?
基礎知識と生き方のヒント

－最後まで自分らしく生きる－

講師：高林 克日己 先生

☆ 3月4日、午後2時から多目的室で行われた
講演会は満員となる盛況で、テーマは
・超高齢化社会で何が起こる?
・延命治療ってどんなもの?
・終末医療をどう選ぶ?
と、かなりシビアな講演でしたが誰にでも訪れる
現実に備えた心構えのヒントとなる話を伺いました。

(サザンプラザ 後援)

結縁寺の白梅

箒の跡の残る境内に花びらが

点々と散っている

キンクロハジロ とホシハジロ。

いつ行っても仲良く５羽泳いでいる

フキノトウも咲いている首をすくめるほど寒いのにナズナも咲いて
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★次号（222号）は、4月9日発行予定。

運営協議会・2月定例役員会(2/12)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

● グラウンドゴルフ大会 （福祉部）

☆ 青空の下で皆さん元気よく運動しましょう! いつも

の練習成果を発揮して頑張ってください。景品は参加

者全員にありますので大勢に参加をお待ちしてます。

◇日 時 ：4月15日(土) 9:00集合 (9:30スタート)

◇場 所 ：多々羅田公園特設コース

◇募集人数：40名

◇参加費 ：100円（当日会場で申し受けます)

◇受付開始：4月1日(土) 午前10時から窓口、又は☎

にて受け付けます。

※ 道具をお持ちでない方は、申込時にお伝えください。

5名分をお貸しできます。

サザンプラザ前事務局長の本多俊之氏には長らく病

気療養中でしたが、2月25日午前０時16分に逝去さ

れました。

ここに心から哀悼の意を表すとともに謹んでお知ら

せ申し上げます。

・・・ 運営協議会からのお知らせ ・・・

☆★ 自治会・町内会役員の方へ ★☆

◆ 年度末になりご多忙の折と思います。年度替わりに伴

う「地域団体の総会会場」としてサザンプラザを予定さ

れている団体では、開催予定日が決まりましたら早目に

予約をしていただきますようお願いいたします。

自治会・町内会の総会会場としては、開催予定日の6か

月前から予約ができます。

※ 貸室の予約状況は、ホームページのトップページに掲

載されている「予約状況欄」で確認できます。

～ 館内の忘れ物展示を終了しました ～
★ 館内に置き忘れて行かれた物品の展示を2/15～

2/22の期間中、サザンプラザ1階のギャラリーで展示

公開しました。

期間中、心当たりの

ある方の申し出を受け

て返却した後、残りの

物品は処理規定に則り

処分をします。

～ 木新しいオモチャが入りました！！～

★ サザンプラザ1階・プ

レイルームに新しいオモ

チャが入りました。

“はいどうぞ！アンパン

マンキッチン”という名

のオモチャです。

おままごとでお子様の

やさしい気持ちをはぐく

みましょう。

～～ サークルなどからのお知らせ ～～

★多々羅田公園グラウンドゴルフクラブ ★

～会員募集～
★ 当会は内野地区の高齢者クラブひまわり会のGG部と

して20年の歴史を有するクラブで、H28年2月より試験

的にひまわり会々員以外の方々にも門戸を開放し、今で

は内野、戸神、原山、高花、船尾などの駅南地区からの

参加者が増えて来ている現状から、駅南地区最大のGGク

ラブとしてより門戸を開放し、誰でもGGを楽しめるよう

名称を「多田羅田公園グラウンドゴルフクラブ」として

独立し、地域の高齢者福祉に貢献したいと考えておりま

す。主な活動内容は、

〇 競技日：毎週月曜日、水曜日、金曜日(祝祭日は除く)

○ 会 費：2,400円/年額 (1か月：200円)

〇 運 営：競技日の出席と成績によるポイント制で、6

か月毎に獲得ポイントにより全員に賞品を提供

〇問合せ先：090-2629-7485 (出牛 良樹)

－● 訃 報 ●ー

★ 第2回ダンスコンテスト出場者募集 ★

～主催：印西音頭保存会 後援：印西市教育委員会～

〇 開催日：2017年3月26日（日）13:00～

○ 場 所：印西市文化ホール(大森) 2階 多目的室

〇 参加費：無料。ダンスのジャンルは問いませんが、未

発表のものに限ります。

〇 グループ：「団体」「個人」を問いません。

〇 受付・問い合わせ先： 090-4200-7446 (浅野)

変調印西音頭による

● 手のひら健康バレー・第４弾！ （ふれあい部）

好評の「手のひら健康バレー」第4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。

◇日 時 ：4月1日(土) 10：00～12：00

◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室

◇参加費 ：無 料

◇申込受付：3/13(月) 10:00から窓口、又は電話で

お皿に料理を盛りつけたり、

野菜を半分にして人に分けて

あげることなどが楽しみなが

ら学べます。


