
◎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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2012012012017777....7777.9.9.9.9Vol-22 No4(通巻225号)

★7月の休館日13日(木曜)、 27日(木曜)

★8月の休館日14日(月曜)、 15日(火曜）、24日(木曜)

中央駅南地区の人口と世帯数 (H29.6月末現在)

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

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

◎ 駐車場内での模擬店を
募集します。フリマ、
かき氷、綿菓子など

詳細は窓口までお問い合わせ下さい

地　区 人 口 世帯数
サザンプレス

配布部数

　内野地区 3,551 1,764 1,685

　原山地区 3,841 1,508 1,412

　戸神台１丁目 3,099 1,112 565

　高花地区 5,428 2,187 1,396

計 15,919 6,571 5,058

サザンプラザ・夏のふれあいの日 8月5日（土）

マジック教室 ９：３０ ロビー

将棋入門（初心者／詰将棋） １０：３０ ロビー

オセロ勝ち抜き戦 １０：３０ 2階ロビー

ベイブレード勝ち抜き戦 １０：３０ 多目的室

折り紙（ルービックキューブ作り） １０：３０ 工作室

キラキラお話し会 11：００ プレイルーム

☆ 勝ち抜き勝者には
** 賞状とメダル **

が用意されてるよ！
自慢のベイブレードを持参して

勝ち抜こう！

印西市将棋クラブの講師指導

親子で、絵本や紙芝居

を楽しみましょう‥

※ 駐車場は使えません。バスなどご利用ください。

大学ギター部OBで結成されたクラシックギター・アンサン

ブル。演奏曲は、昭和の名曲を中心としたオリジナル編曲で、

現在では１００曲を超えるレパートリーがある。

メンバーは１１名。今回は６名の参加が予定されています。

SGE-41

の紹介

●ハワイアン・フラ １２：３０ ロビー
出演；ホオナネア

●ギター＆マンドリン演奏 １３：３０ ロビー
出演：SGE-41

●フォーク演奏 １５：００ ロビー
出演：てぶくろ

～ 大人のリラックスタイム １６：３０～１９：００ ～
♬ ミュージックサロン ♬ ◎ 飲み物持ち込み可。

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
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手のひら健康バレー （福祉部）

図書コーナーだより（今月の1冊）

『お化け屋敷へようこそ』 川端 誠 著 （ＢＬ出版社）

☆6月に続いての開催
となった「手のひら
健康バレー」は、6人
ずつ2組のチームに分
かれて、ボレーの回
数を数えながらのプ
レーで、会場の多目
的室内は“熱気”ム
ンムンの活気で溢れ

折り紙教室（お題：白鳥） (文化部)

大きな大きな屋敷があって、いつ
も裏木戸が開いているのです。

探険しようと、たくやと、こうへ
いと、つよしと、しんのすけが裏木
戸から入った時、へいの上からちょ
うちんお化けが見ていました。

シーンとした誰もいない池にも、
木の陰、岩の陰にお化け達がいるの
です。池を見ている四人のうしろに
も、三人の一つ目小僧が…。

暑い夏にヒンヤリできる絵本です。
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カラオケと踊りの会 （福祉部）

☆ 初めての企画
となった「カラ
オケに合わせて
踊り手が舞う」
催しは好評で、
カラオケ5曲を
踊っていただき
ました。

最後には全員
の合唱で大いに
盛り上がり、初
めての企画とし
ては成功したの
ではないかと思
います。また企
画をしていきま
す。

四半期

部門 実施月 内　　容 実施月 内　　容 実施月 内　　容 実施月 内　　容

8月 夏のふれあいの日 11月 秋のサザンフェスタ(バス代含む） 3月 春のふれあいの日

年間 年間諸経費

7月・８月

幼児プール開設（中庭）

5月 臨時役員会 7月 平成29年度評議会 10月 中間報告会 1月 賀詞交歓会

6月 第21回総会 8月 夏のふれあいの日 11月 秋のサザンフェスタ 3月 春のふれあいの日

3月 室内遊具

毎月 各部会議＆定例役員会 毎月 各部会議＆定例役員会 毎月 各部会議＆定例役員会 毎月 各部会議＆定例役員会

毎月 広報紙発行・ＨＰ運営 毎月 広報紙発行・ＨＰ運営 毎月 広報紙発行・ＨＰ運営 毎月 広報紙発行・ＨＰ運営

4月 印刷用消耗品

8月

全館事業PR用ビラ作成費 10月 全館事業PR用ビラ作成費 2月 全館事業PR用ビラ作成費

8月 夏のふれあいの日 10月 印刷用消耗品 3月 春のふれあいの日

11月 秋のサザンフェスタ

5月 折り紙教室（大人・子供） 7月 折り紙教室（大人・子供） 10月 男性そば打ち教室 1月 手芸教室（単発企画）

5月 手芸教室（単発企画） 7月 マジック教室 11月 手芸教室（単発企画） １月 折り紙教室（大人）

6月 ミュージックサロン 7月 手芸教室（単発企画） 11月 男性そば打ち教室 2月 折り紙教室

8月 子ども遊び企画 11月 秋のサザンフェスタ 2月 ミュージックサロン

8月 夏のコンサート 11月 折り紙教室（大人・子供） 3月 味噌作り

8月 夏のふれあいの日 11月 歩こう会(歴史講座） 3月 春のふれあいの日

9月 折り紙教室（大人） 12月 クリスマスチャリティコンサート

毎月 手芸教室（定例） 9月 ミュージックサロン 12月 男性そば打ち教室

通年 きらきらお話し会（約40回） 7月 夏休みおすすめ本紹介・展示等 10月 蔵書点検 1月 新春百人一首とかるたの会

4月

春のお話し会

8月 絵本に出てくるごちそう 11月 サザン実用書 1月 蔵書修理・部会

6月 第76回図書館本返却作業 8月 お話し宅配便 11月 秋のサザンフェスタ 3月 第79回図書館本返却作業

6月

第77回図書館本選書・受取・貸出作業

8月 夏休みおすすめ本移動 12月 第78回図書館本返却作業 3月

第80回図書館本選書・受取・貸出作業

6月 部員・ボランティア打合せ 8月 夏のふれあいの日 12月

第79回図書館本選書・受取・貸出作業

3月 第44回古本交換市事前受け入れ

9月 第77回図書館本返却作業 12月 蔵書修理 3月 第44回古本交換市

9月

第78回図書館本選書・受取・貸出作業

3月 春のふれあいの日

9月 第43回古本交換市事前受け入れ

9月 第43回古本交換市

４月 グラウンドゴルフ大会 7月 手のひら健康バレー 10月 グラウンドゴルフ大会 1月 カラオケ歌う会

（ふれあい部と共催） 8月 多々羅田夏祭り （ふれあい部と共催） 2月 手のひら健康バレー

5月 ダーツ・ビンゴ・クロリティ大会 8月 夏のふれあいの日 11月 秋のサザンフェスタ 3月 踊りの会

6月 カラオケ・踊りを楽しむ 9月 クロリティ 12月 クリスマス会（ふれあい部と共催） 3月 春のふれあいの日

9月 カラオケ大会

4月 グラウンドゴルフ大会（福祉部と共催） 7月 サイクリング大会 10月 グラウンドゴルフ大会(福祉部と共催） 1月 手のひら健康バレー

4月 手のひら健康バレー 8月 夏のふれあいの日 10月 秋のパークゴルフ大会 3月 春のふれあいの日

6月 春のパークゴルフ大会 11月 ソフトボール大会

6月 手のひら健康バレー 11月 秋のサザンフェスタ

12月 クリスマス会（福祉部と共催）

４月～６月 ７月～９月 10月～１２月 平成30年１月～３月

総務部

全館事業

年間

蔵書管理事務費

図書館本年間チェック

貸出票作成・新刊本購入

ふれあい部

福祉部

図書部

文化部

広報部

6月3日

7月1日ています。
7月の会場には、今

回初めて参加された方
(小倉台、木刈在住)も
あり、顔なじみの方と
も和気あいあいの雰囲
気でプレーを楽しんで
いただきました。

☆ 6/4(日)
10:00～12:00

工作室に参加者10名
が集い、白鳥の折り紙
に挑戦。

手芸教室（シューズ型小物入れ）

(文化部)
☆ 6/14(水)、10:00～12:00 参加者9名



一本の柳… 語りかけてくる気がする…

★谷津の華、ヤマユリとハスが今から咲きます。

千年続く谷津の暮らしに夏が来ます。

ヤマユリ

結縁寺の四季 ＜2３＞

チダケサシ熊野神社とアジサイと水神様の池

天神様の周りを掃くホウキの音が谷津に響く、

子守歌のように
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ハトとチョウ（ルリタテハ）のいる
日常がいとおしい

★ 6月6日、原山
小の豆記者37名
がサザンプラザ
を訪れ、館内を
見学されました。

後日、右写真
のように、お礼
の寄せ書きが届
けられています。

サザンを訪れた原山小2年生の皆さん

7月2日

サザンプラザ

評議会開催

★ 7月2日(日) 午前10
時よりサザンプラザの
多目的室では、平成29
年度の評議会が行われ、39名の協議会役員及び評議会委員が出
席して行われました。

会議は出席者の自己紹介から始まり、運営協議会側から、前年
度の活動実績報告に続き、本
年度の事業計画と方針を説明。
引き続きサザンプラザの運営
などに係る意見交換を行い、
「評議会設定の根拠、市行政
との関わり、事業予算の算定
基準」などについてのご意見
が交わされていました。

運営協議会では、6月25日の役員会で、今夏も下

記の日程で、中庭にビニールプールを仮設し、幼

児（未就学児対象）向けに、約1時間ほど開放する

ことを決定。

：7月24日(月)、

：7月31日(月)、

：8月 7日(月)、

：8月21日(月)

‥の 4日間、(12:00～13:00)

※ 8/14(月)は休館日で開設なし

《注意》 参加者は、保護者付き添いと、当日のお

子様の状況を「健康カード」にご記入の上、窓口

に提出していただきます。

◆雨天や、異常渇水警報発令など、水道使用に際

し警報が発令された場合には中止させて頂きます。

幼児向け仮設プールの開設お知らせ

過年の風景

ネムノキ
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★次号（226号）は、8月13日発行予定。

運営協議会・6月度定例役員会(6/10)の議事

1．報告事項
① 会長報告 (総会に向けて) 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29年５月） ‥‥‥‥ 会 計
④ 事務局連絡事項 ‥‥‥‥‥‥ 事務局長

集会室①②系統の空調故障と修理日程、
電話機交換、自主防災訓練の実施、職員募集、

‥‥など (９件)
2．議 題
① 評議会開催の件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 総務部長
② 新旧役員歓送迎会開催の件 ‥‥‥‥ 総務部長
③ 手のひら健康バレー ‥‥‥‥‥‥‥ 福祉部長
④ 多々羅田夏祭り参加の件 ‥‥‥‥‥ 福祉部長
⑤ 空調機不調対策品の購入 ‥‥‥‥‥ 事務局長
⑥ 誘導灯バッテリー交換 ‥‥‥‥‥‥ 事務局長
⑦ ガス配管の塗装工事について ‥‥‥ 事務局長

・・ 運営協議会からお知らせ ・・

8月の休館日変更と臨時休館日お知らせ

★ サザンプラザでは、来る8月の定例休館日(8/10)を
8月14日(月)に振替え、さらに8月15日(火)を臨時休
館日とさせていただきました。

※ 8/14(月)＆ 8/15(火)の二日間が続けて休館日とな
りますのでご留意ください。

● 夏休み“マジック教室” （文化部）

夏休み恒例の“マジック教室”。毎年内容が違いますか

らリピーターも楽しめます。

◇日 時 ：7月23日(日) 9:30～11:30

◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室

◇参加費 ：100円 (マジック道具のおみやげ付き)

◇募集人数：申し込み先着30名まで

◇対 象 ：小学生以上どなたでも。

低学年の方は保護者同伴（保護者の

方も参加費を徴収いたします）

◇講 師 ：不器用な仲間達の皆さん

運営協議会・臨時役員会(5/30)の議事

1．議 題
① 定期総会議案書の確認と運営進行 ‥ 総務部長
② 企画募集型行事の対応について ‥‥ 会 長

● 絵本に出てくる“ごちそう”を作る （図書部）

どんなお話のごちそうかな? みんなで作ってみよう！！！！

◇日 時 ：8月29日(火) 10:00～13:00

◇場 所 ：サザンプラザ 2階 調理室・集会室①

◇参加費 ：無料

◇募集人数：15名(小学生)

◇受付開始：8月1日(火)～

窓口や電話で

受け付けます。

◇持参するもの：エプロン、三角巾、お箸、スプーン

● 夏休みにおすすめの本・展示 (図書部)

今年も“夏休みにおすす

めの本”を展示します。

沢山借りて読んでね！

7/24(月)

～8/6(日) ギャラリー

8/7(月)～：図書コーナー

夏休み読書感想文や自由工作に役立つ本等を展示します。

過年の展示風景

★ 先月号に掲載しました「8月の休館日」お知らせでは
記載曜日に誤りがありましたので訂正してお詫びいたし
ます。正しくは 8/14(月曜日)と、 8/15(火曜日)の二日
間が続けて休館日となります。

● 第４回 手芸教室(Tシャツアレンジ) （文化部）

今回は手持ちのＴシャツを大改造。オリジナルのおしゃ

れなＴシャツに仕上げましょう。

◇日 時 ：7月19日(水) 10:00～12:00

◇場 所 ：サザンプラザ 2階 調理室

◇参加費 ：1､000～1,200円位(使う材料によって

変わります。当日申し受けます)

◇募集人数：10名位まで

◇講 師 ：中村弘子先生(アトリエプラス主宰)

◇申込締切り：材料準備の都合上、7/16(日)とします。

★ 訂正とお詫び ★

運営協議会・臨時役員会(6/25)の議事

1．報告事項
① 会長挨拶
② 図書部報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 図書部長
③ 事務局連絡事項
幼児向けプール開設詳細、外周フェンス修理見積

ガス機器付属部品、ガス配管補修 ‥など(9件)
2．議 題
① 新役員初顔合わせで自己紹介 ‥‥‥ 会 長
② 夏のふれあいの日行事計画 ‥‥ 事業部副会長
③ 夏休みおすすめ本展示 ‥‥‥‥‥‥‥ 図書部長
④ 幼児プール開設について ‥ ‥‥ 事業部副会長
⑤ 産業廃棄物処理費用の件 ‥‥‥‥‥‥ 事務局長

初顔合わせで開かれた臨時役員会(6月25日)

● 手のひら健康バレー＆クロリティー （福祉部）

椅子に座って軽い運動(手のひらバレー)を行った後、ク

ロリティを楽しみます。

◇日 時 ：9月2日(土) 10:00～

◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室

◇参加費 ：無料 (募集人員：約20名)

◇申込受付：8月16日(水)10:00から窓口、又は電話で


