
◎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
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● 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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★ 4月の休館日 13日(木曜)、 27日(木曜)

★ 5月の休館日 11日(木曜)、 25日(木曜)

中央駅南地区の人口と世帯数 (H29.3月末現在)

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

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

☆ 自治会・町内会長の届け出をお願い ! ☆

◆ ピカピカの1年生が小学校に通い始めるこの候には、各自治会・

町内会でも新しい役員体制による新年度の活動が始動していると思

います。サザンプラザ運営協議会では、各自治会・町内会の会長様

に評議員として参画して戴くほか、サザンプレスの配送を担当して

いただく連絡員の方のお名前を登録させていただいております。

まだ未登録のところではそれぞれの方の“お名前と連絡先”を窓

口まで（FAXでも可）お知らせください。

※ 写真は、高花小学校南面道路（過年撮影）

地　区 人 口 世帯数
サザンプレス

配布部数

　内野地区 3,519 1,717 1,085

　原山地区 3,854 1,510 1,415

　戸神台１丁目 3,100 1,112 565

　高花地区 5,433 2,171 1,331

計 15,906 6,510 4,396



2

図書コーナーだより（今月の1冊）

「あやしの保健室」
染谷 果子作 / ＨＩＮＧＩ 絵 (小峰書店)

南房総ウォーキング （ふれあい部）

4月1日から保健室に新しい先生が
来た。背中に広がる長い黒髪、迫力
のある大きな目、低くかすれた声。
名前は奇野妖乃（あやしのあや
の）。全校生徒の顔と名前を覚えて
いて、駆け込むと「おいでなさいま
し」と名前を呼んで迎えてくれる。
そしてその病気に合った秘薬やアイ
テムを出してくれるのだ。左手に
「ネタミノフジツボ」ができた6年
生の花薬は、秘薬のシロップを貰っ
て一度は治ったけれど‥‥。
今日も保健室に悩みを持った子ども
がやってくる。

☆ 早春のバスウォ-キング。今回は3月5日(日)に
参加者40名が大型バスに乗り込んで房総半島南
端の館山を訪れ、「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、帰路では鴨
川の「大山千枚田」を訪れ、山合いの田園風景を
楽しんできました。

第42回 古本交換市 （図書部）

手のひら健康バレー 第4弾 （福祉部/ふれあい部）

☆ 好評に応えてサザンの備品として購入した「専用ネット一式と
ボール」を早速使って行った“手のひら健康バレー(第4弾)”は、
今回も盛況。ネットを挟んでの対戦は勿論のこと、椅子に座って

「おいしい たのしい おはなし会」
（図書部）

団地のお花見

4月2日(日) 絶好の花見日和となったこの日、高花
4丁目町内会が、団地内での桜樹木の下で「お花見
会」を挙行。肝心の桜は1分程度の開花でしたがそ
こは‥花より何

とか?‥で町内会
が用意した模擬店
の前は大賑わい。
ようやく訪れた春
の明るい日差しを
浴びながら皆さん
楽しんでいました。

車座になってのラリー応酬で
も、体を動かし、大きな声を
上げるなど、元気を取り戻す
ひと時となりました。

参加者： 23名(部員含む)
指導者： 伊東 勝正氏
(公認指導員 ふれあい部）

大山(鴨川)の千枚田を望む

◇ 3月12日(日)午前10

時の開場と同時に40人

の入場者があり、午前

中は“本と人”で溢れ

ていました。

黄色いレジかごは、1

冊、又1冊と選んだ本で

いっぱいになっていま

した。

◇ 入場者(184人)が持ち帰

られた本の冊数は、

合計：1,120冊

と盛況の交換市となり、あ

りがとうございました。

次回は、9月の予定です。

◇ 4月1日(土)午前10時、おはなし会として

は初めての“和室”開催でした。

うちわペープサートでは、「クシャン！」

と声を揃え、“デッカイ絵本”“忍者の紙芝

居”“大笑いしたクイズ”のあと、おえかき

ホットケーキをおいしく頂きました。
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★カモたちの姿はもう見えなくなりました。かわりにコブシ

が咲き、ウグイスが鳴いています。春が来た？（3/28）
結縁寺の四季 ＜20＞

サクラが咲くまではもう少し
頼政塚に咲くスミレ

サザンプラザ・利用者アンケートの調査結果

H29年1月27日～2月28日の期間に、サザンプ
ラザをご利用いただいた方々から「利用状況」の
アンケート調査のご協力を頂きました。調査は、
利用者団体登録をされている方と、一般の有料利
用者を区分して行い、それぞれの集計数は、

利用団体登録者：178名(内円グラフ)
一般有料利用者：183名(外円グラフ)
設問以外の自由意見欄では、是々非々のご意見
を多数いただき、今後の施設管理に大いに参考と
させて頂きます。

ニワトコ

の蕾

ぽかぽか陽気に誘われ
て結縁寺をお散歩

芽吹きの柳に止まるモズ

熊野神社の鎮守の杜に咲くコブシ

やや不満やや不満やや不満やや不満

やや満足やや満足やや満足やや満足
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普通普通普通普通

女性女性女性女性

男性男性男性男性

近隣以外の市内近隣以外の市内近隣以外の市内近隣以外の市内

近隣近隣近隣近隣

市外市外市外市外

やや不満やや不満やや不満やや不満

普通普通普通普通

やや満足やや満足やや満足やや満足
満足満足満足満足

19191919歳以下歳以下歳以下歳以下

20202020代～代～代～代～30303030代代代代

40404040代～代～代～代～50505050代代代代

66660000代～代～代～代～77770000代代代代

80808080代以上代以上代以上代以上

3月～4月にかけて、サザンプ
ラザの1階ギャラリーが賑やか
に彩られました。
・3/1～3/8 ミモザの会
・3/8～3/15 コロネード

和の会

・3/15～3/22 墨友会
・3/22～3/29 子供のアト

リエ
と、利用者団体の会加盟の諸
サークル作品展が開かれました。

ミモザの会

墨友会

子供のアトリエ

4/2からは、文化部が昨年度
実施した折り紙教室と手芸教
室で手掛けた作品の数々が展
示されています。(4/16まで)

文化部主催の折り紙教室と手芸教室の作品
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★次号（223号）は、5月14日発行予定。

運営協議会・3月定例役員会(3/12)の議事

1．報告事項
① 会長報告 会 長
② 「春のふれあいの日」報告 ‥‥‥ 事業部副会長
③ 各専門部報告(総務部、広報部、福祉部、図書部

文化部) 各専門部長
④ コミセン利用者アンケート結果報告 ‥ 総務部長
④ 会計報告（平成29年2月度） ‥‥‥ 会 計
⑤ 事務局連絡事項 ‥‥‥‥‥‥ 事務局長

職員募集結果、管理業務公募結果、指定管理業務
の自己評価、菅愛利用者間同士のトラブルを警察
届出、館内遺失物の取り扱い ‥‥ 等15件

2．議 題
① H29年度事業部予算案について ‥ 事業部副会長
② 遺失物の取扱い規定について‥‥ 管理部副会長
③ 春のお話会開催について ‥‥‥‥‥‥ 図書部長
④ 手のひら健康バレー用具購入の件‥ 福祉部長
⑤ 手のひら健康バレー開催の件 ‥‥‥ 福祉部長
⑥ グラウンドゴルフ大会開催の件 ‥‥ 福祉部長
⑦ Ｈ28年度活動作品展示の件 ‥‥‥ 文化部長
⑧ 手芸教室開催の件 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 文化部長
⑨ ＣＤプレーヤー購入の件 ‥‥‥‥‥ 事務局長

・・・ 運営協議会からのお知らせ ・・・

☆★ 自治会・町内会役員の方へ ★☆

◆ 新しい年度がスタートし、「地域団体の総会会場」と

してサザンプラザのご利用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。

～～ 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 ★

◆ 「問合せ先」の電話番号訂正します ◆

★ 先月号でお知らせしました多々羅田公園グラウンドゴ

ルフクラブ・会員募集の記事で「問合せ先」の電話番号

を誤って掲載してしまいました。

ご担当の出牛様はじめ関係者の方々には大変ご迷惑を

おかけしましたことをお詫びするとともに、改めて問合

せ先の電話番号を掲載させていただきます。《広報部》

〇問合せ先：090-2629-7485 (出牛 良樹)

● 手芸教室（コサージュ） （文化部）

H29年度も引き続き月例手芸教室を計画しています。

第1回は“コサージュ”をテーマに下記日時で行います。

◇日 時 ：4月19日(水) 10:00～12:00

◇場 所 ：サザンプラザ 2階 調理室

◇参加費 ：700円/1人

◇申込受付：4/10(月) 10:00から窓口、又は電話で

☆★ 木製ベンチを交換しました ★☆

学校側の駐輪場付

近)が、このほど

新調されました。

木部が朽ちて損

傷が激しくなり、

衣服が絡んだり、

手などが引っ掛っ

て危なくなったこ

とから市に要望し

て新しい部材に交

換して戴きました。
新しい木材の腰掛部で補修されたベンチ

（原山小学校側通路に面した2か所）

★平成29年度 管理業務委託先決定 ★

◇ 平成29年度(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

の館内管理業務の委託先については、去る2月12日 ～

2月22日の期間で公募を実施した結果、下記のとおり決

定しましたのでお知らせいたします。

◇ 総合管理業務(消防用設備点検業務を含む)

： (株)エヌケーサービス

◇ 自家用電気工作物管理業務：小林電気管理事務所

◇ 植栽物管理業務：(有)宇知川園芸・グリーンフレンズ)

◇ 警備管理業務 ：セコム(株)

(注)空調設備管理業務については、4月1日現在、未定。

★平成29年度 利用者団体登録更新の件 ★

◆ 平成28年度に利用者団体に登録している団体・サーク

ルが、引き続き平成29年度も継続される場合は、継続申

し込みを4/1～4/20の間に窓口で行ってください。

この期間に申請を頂いた団体には、5月21日開催(予定)

の「利用者団体の会全体会」終了後に新しい年度の登録

カードをお渡しいたします。

新規に登録を希望される団体などは、随時受け付けて

います。この場合の登録承認は規定により、役員会での

承認を経てからの登録となります。

★ ６月２１日(水)・臨時休館日のお知らせ ★

◆ 来る６月21日(水曜日)は、通常開館日となっておりま

すが、当日、及び翌22日（木曜日）が印西市の「特定集

団健康診断会場」となっておりご利用いただくことがで

きません。このため、21日(水)を臨時休館日とさせていた

だきますのでご周知ください。

◆ 開館以来、そのまま使い続けてきた木製ベンチ(原山小

● 折り紙教室（ハス花とカエル） （文化部）

◇日 時 ：5月7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/1人

◇募集人員：30名まで (要 事前申込)

● クロリティ/ダーツ/ビンゴ大会 （福祉部）

室外運動が苦手な人も室内の軽い運動が楽しめますよ！

お気軽にご参加ください。

◇日 時 ：5月20日(土) 10:00～13:00

◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室

◇参加費 ：100円/1人

◇募集人員：20名。受付は、5/1(月) 午前10時から


