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お問い合わせは

T E L 4 5 － 0611 ・ 2
F A X 4 5 －061 3

★ 5月の休館日 11日(木曜)、 25日(木曜)
★ 6月の休館日 8日(木曜)、 21日(水曜)～22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

田植えも終わり、緑のグラデーションが映える里山
そんなラーバンな雰囲気を
楽しんでみませんか

★健康診断会場に伴う臨時休館のお知らせ

来る6月21日(水)と22日(木)は、
印西市の健康診断会場となるため
“臨時休館日”となります。
ご了承ください。
写真は、結縁寺周辺の風景

第21回(平成29年)・通常総会開催
サザンプラザ運営協議会では平成29年の通常総会を、来る6月
11日(日)午前10時に開催することを決定し、総会構成委員(平成
29年4月1日在籍の役員と運営委員)の皆様には近日中に総会議案
書をお届けいたします。
◎ 平成28年度の事業報告および収支決算や、平成29年度の事
業計画と収支予算、および役員の選任‥などを審議して頂き
ますのでよろしくご協力をお願いいたします。

中央駅南地区の人口と世帯数 (H29.4月末現在)
地 区
内野地区

人口
3,535

世帯数

サザンプレス
配布部数

1,749

1,685

原山地区

3,842

1,505

1,415

戸神台１丁目

3,100

1,112

565

高花地区

5,444

2,178

1,331

15,921

6,544

4,996

計
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団地で“手作りこいのぼり”を揚げる

4月29日(土)の昼、高花4丁目町内会では、子供クラブと共同で
“こいのぼり手作り教室”を開催。子供たちが色づけした
集会所で子供たちが思い思いに絵柄に色付けしたシートは、その場
で縫製し、団地広場に掲げられたマゴイやヒゴイと一緒に皐月の空
に泳がせていました。

手芸教室

(文化部)

4月19日(水)、今年度第1回の手芸教室を開催。
参加者6名、アットホームにコサージュを作りました。
リボンを巻いて
作ったのですが、
簡単そうでやって
みると難しい。
でも作り方が分
かったので、手先
のリハビリにいい
ね‥帰り、リボン
買いに100均行こ
う、という声があ
がっていました。

♪ 印西少年少女合唱団・活動記録展♪
4月17日～30日までの2週間、サザンプラザの1階ギャラ
リーでは、印西少年少女合唱団の20年間にわたる活動の一
部始終を物語る「画像や資料」で埋められ、これまでの活動
変遷が一目瞭然で
知ることができま
した。
同合唱団は、サ
ザンプラザ開館に
合わせて結成され
ましたが平成22
年に独立し、活動
を市内全般に拡げ
て幅広い活動を続
けています。

★ 内野町内会が解散 ★
次回は、「マカロン型小物
入れ」を作ります。
日 時：5月24日(水)
場 所：2階 調理室
定 員：10名位まで
参加費：700円
申込締切：5月21日
※ 材料準備のため、事前申込を
お願いいたします。

グラウンドゴルフ大会
(福祉部/ふれあい部)
4月15日(土)の午前9時、多々羅田公園グラウン
ドには25名の“つわもの”が集結。
新緑がまぶしい日差しの中、手に手に自慢のクラ
ブを握ってグラウンドゴルフに興じていました。
休憩なしで、3ラウンドびっしりのプレーでは、
途中の水分補給を忘れずに摂って、何事もなく無事
に終了しました。
初夏を思わす陽気の中で、疲労感よりも満足感の
ほうを満喫して戴いたようです。
優勝者は 男性（高花在住）
2位は 女性、3位も女性でした。
次回予定の秋のグランドゴルフ大会もお楽しみに！

＊ 内野町内会～内野1-11＆1-13 及び 2-5＆2-6～
(高橋由美会長）～では、平成28年度の総会をもって解
散することが決まり、このほどサザンプラザ運営協議会
に届け出がありました。
同町内会は、中央駅南地区において最も歴史のある自
治団体の一つで、サザンプラザ設立時の運営から地域の
夏祭りなどに多大の地域貢献があり、今回の解散は大い
に惜しまれます。

図書コーナーだより（今月の1冊）
「不時着する流星たち」
小川 洋子 著 (角川書店)
★触発された「元の物語」があり、
そこから生まれた10編の短縮で
成る。
物語の設定が尋常ではないのだ
が何か離せないものがあり、流れ
に身を委ねてしまう。
“在る世界”と“ない世界”の間
(はざま)に私達の心はあるかも知
れない。
小川洋子さんは、1991年『妊
婦カレンダー』で芥川賞受賞、
『博士の愛した数式』がベストセ
ラーになっている。
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平成29年度･利用者団体の会
～全体会開催のお知らせ～
平成29年度･サザンプラザ利用者団体の会「全体会」
を下記日程で行います。各団体の代表者は、別送の案
内書に従ってご参集ください。
全 体 会 ：5月21日(日) 13:30～
場
所 ：サザンプラザ（2階） 多目的室
※代表者、または代理人のご出席をお願いいたします。

中央駅南地区会長会・H29年会合開かる
H29年度 利用者団体登録手続きについて
平成29年度に新たに「利用者団体登録」を希望さ
れる団体（サークル）の登録申請は、随時受付けてお
りますが、有料使用回数や団体構成など「サザンプラ
ザ登録団体認定」基準を満たしていることが必要とな
りますので、詳細を窓口にてご確認ください。
又、申請受理後も、役員会審議手続き等により、登
録認定まで若干の日数がかかりますので予めご了承く
ださい。

中央駅南地区会長会(石本会長)では、4月30日にサザン
プラザ2階の多目的室でH29年度最初の会合を開き、H28
年度の活動報告を経て、新しい年度の代表者に 坂本正明氏
(高花5丁目自治会)を選んでおります。
会議冒頭には、市の防犯組合
中央駅南支部や、地域の学校関
係防犯連絡団体から、それぞれ
の活動紹介のあと、会長会との
協調活動を促すPRが行われまし
た。
挨拶する石本(H28年度)代表

新しく図書コーナーに入った本（Ｈ29年4月）
児童書 風船教室
児童書 もしかしたら名探偵

吉野真理子

金の星社

児童書

テレビのずるやすみ

村上しいこ

杉山亮

偕成社

児童書

ストーブのふゆやすみ

村上しいこ

ＰＨＰ研究所

児童書 とことんトマト

高山栄子

理論社

児童書

あんびるやすこ

岩崎書店

岡田淳
タニヤ・
シュテーブナー

偕成社

児童書 なんでも魔女商会㉔
ハムスターのすてきなお仕事
児童書 ルルとララのコットンのマカロン

きかせたがりやの魔女
動物と話せる少女リリアーネ10
小さなフクロウと森を守れ！

あんびるやすこ

岩崎書店

児童書

小峰書店

トム・パーマー

岩崎書店

子どもNF

あやしの保健室
だるまちゃんと楽しむ
日本の子どものあそび読本

染谷果子

フットボール・アカデミー
児童書
ＰＫはまかせろ！ＧＫトマーシュの勇気

加古里子

福音館書店

児童書 ようこそなぞなぞしょうがっこうへ
児童書 おばけのアッチ おしろのケーキ

児童書

ＰＨＰ研究所

学研教育出版

北ふうこ

文研出版

ヤングアダルト

私のスポットライト

林真理子

ポプラ社

角野栄子

ポプラ社

小説

危険なビーナス

東野圭吾

講談社

児童書 かいけつゾロリのクイズ王
児童書 ツトムとでんしゃのカミサマ

原ゆたか

ポプラ社

小川洋子

角川書店

小峰書店

小説
文 庫

不時着する流星たち

にしかわおさむ

キケン

有川浩

新潮文庫

児童書 四年ザシキワラシ組
児童書 日がさ雨がさくもりがさ

こうだゆうこ

学研プラス

大人NF

小学館

フレーベル館

児童書 天の川のラーメン屋

B・シュナイアー

草思社

富安陽子

講談社

九十歳。何がめでたい
超監視社会 私たちのデータは
どこまで見られているのか？

佐藤愛子

佐藤まどか

結縁寺の四季

＜21＞

大人NF

★数日しか咲いていない花、可憐な小さな小さな花。里山では気
が付かないで通り過ぎてしまいそうな花ばかりです。
今日会えたことに感謝します。 (5/4)

ザブザブと水を引き込
んで田植えが始まる

ハナイカダの蕾。
5～6個ありそうなので雄花

道端に咲くオニタビラコ
上空を旋回するのは
サシバ？ トンビ？

タニギキョウ

ムラサキケマン

キンラン。地元の方たちに
守られている気配がします
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サザンプラザで働いてみませんか

募集人員

★ 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)

● 折り紙教室(お題:白鳥)

（文化部）

◇日 時 ：6月4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/一人

毎週
◇日
◇場
◇内
◇対

（福祉部）

（ふれあい部）

（図書部）

月曜日 は、お話の日です。
時 ：毎週月曜日 11:20～12:00 (祝祭日は休み)
所 ：サザンプラザ1階 プレイルーム
容 ：読み聞かせ、紙芝居、かんたん工作‥など
象 ：０歳から（無料）

H29年7月1日

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）受付期間：平成29年5月28日(日)～6月11日(日)
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

毎回好評のパークゴルフ大会。今回は土曜日開催でお子
さんやお孫さんなどご家族で参加できます。(賞品多数あり)
◇日 時 ：6月24日(土) 9:00集合 (スタート 9:30)
◇場 所 ：泉公園パークゴルフ場(公認コース)
◇募集人員：大人60名
◇参加費 ：65歳以上(400円)、一般(610円)
◇申込受付：5/24(水) 10:00から窓口、又は電話で
受付締め切りは、6月17日(土)

● サザンきらきらお話し会

13：00～17：00

※ 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。

みんなでカラオケを歌いながら、お茶を飲んで楽しいひ
と時を過ごしませんか！(お茶とお菓子の用意あり)
◇日 時 ：6月17日(土) 10:00～12:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇募集人員：約２5名
◇参加費 ：無 料
◇申込受付：6/1(木) 10:00から窓口、又は電話で

● パークゴルフ大会

採用予定

17：00～21：00

（ふれあい部）

(健康増進を目指す貴方！ぜひ参加をお待ちしています。
また、見学だけの方も別途に申し入れ受け付けます。
◇日 時 ：6月3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：5/17(水) 10:00から窓口、又は電話で

● カラオケと踊りを楽しむ！

１名

～～～～～～～～～～～～～～～～～

● 手のひら健康バレー・第５弾！

勤務時間
09：00～13：00

世界遺産 日光 をめぐる旅

（ふれあい部）

爽やかな初夏の日、世界遺産「日光」を探索してみま
せんか。東照宮、華厳の滝、明智平、中禅寺湖など盛り
だくさんの内容です。(サザンプラザ管轄地域限定企画)
◇行
先：東照宮、華厳の滝、明智平、中禅寺湖
◇日
時：6月18日(日) ー雨天決行ー
◇ 集合場所：サザンプラザ
6:50集合、
高花セブンイレブン 7:00集合
◇ 帰館予定：19:30頃
◇ 参 加 費：7,000円(バス、昼食と拝観・見学料込)
※小学生以下は、6,500円。
◇ 受付開始：5月22日(月)午前10:00よりサザンプラ
ザ窓口、または電話で受け付けます。
◎ 申込み者には、別途詳細をご連絡いたします。

運営協議会・4月度定例役員会(4/9)の議事
1．報告事項
① 今回より役員会議長を勝丸筆頭副会長が務める
② 春のふれあい日報告
会 長
③ 各専門部報告（総務部、福祉部、広報部、文化部
図書部、ふれあい部）各専門部長
④ 会計報告（3月度及びH28年度収支決算）
‥‥‥‥‥‥ 会 計
⑤ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥ 事務局長
H28年度修繕実績、第3期指定管理協定締結、
指定管理自己評価票を市に提出、館内現金拾得
事案の取り扱い‥等…（1３件）
2．議 題
① H29年度通常総会日程について ‥‥ 総務部長
② 会則改正の件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 総務部長
③ 各部の事業計画事案提出の件 ‥‥‥ 総務部長
④ 調理室系統の空調機器修理不能対策
総務部長
⑤ コードレス電話機の導入について ‥ 総務部長
⑥ クロリティなど3種類のゲーム大会
福祉部長
⑦ 手のひら健康バレー開催について ふれあい部長
⑧ 日光バスツアー開催の件
ふれあい部長
⑨ 折り紙教室開催の件 ‥‥‥‥‥‥‥ 文化部長
★次号（224号）は、6月11日発行予定。

