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● ご意見 お問い合わせは

T E L 4 5 － 0611 ・ 2
F A X 4 5 －061 3

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

★8月の休館日14日(月曜)、 15日(火曜)、24日(木曜)
★9月の休館日14日(木曜)、 28日(木曜)

ベイブレード・トーナメント

25名参加

2
面に記載。

ルービックキューブが出来るかな？

オセロ
トーナメント入賞者

※ 入賞者のお名前は、

戦いが終わった後は、ソーメンで呉越同舟？

ベイブレード
トーナメント入賞者

8月5日(土)

オセロ・トーナメント
※ 写真左上から
・マジックコーナー
・将棋教室
・折り紙教室
・フラダンス
・SGE-41演奏
(写真右下)てぶくろ演奏

12名参加

キラキラお話し会

中央駅南地区の人口と世帯数 (H29.７月末現在)
地

区

人口

世帯数

サザンプレス
配布部数

内野地区

3,544

1,762

1,685

原山地区

3,840

1,507

1,412

戸神台１丁目

3,100

1,112

565

高花地区

5,447

2,195

1,396

15,931

6,576

5,058

計
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ベイブレード/オセロ・ トーナメント入賞者
※ ベイブレードトーナメントの入賞者は、
優勝(高石 尊 君) 準優勝(石橋 晴陽 君 ３位(藤本 一優 君)
※ オセロトーナメントの入賞者は
優勝(佐藤 祐稀 君) 準優勝(櫻井 心咲さん) ３位(桜井のぞみ
さん)でした。
★ふれあいの日、日中の賑やかなイベントの後、オール
ディズのメロディが流れる中、
ゆっくりとした時間の流れに
任せた「大人の時間」を楽し
みました。(16:30～19:00)

第34回
34回 印西ニュータウン
印西ニュータウン夏祭
ニュータウン夏祭り
夏祭り

8月26日(土) 13:00～20:30 於：多々羅田公園

マジック教室
20132013.3.22
2 013 .3.22
2013

夏休みおすすめの本展示

（文化部）

一緒に楽しくおどってみませんか！？

７月２３日、夏休み恒例の
マジック教室が開催されま
した。最初に不器用な仲間
たちの皆さんに披露してい
ただいた後、各自でトラン
プ、ロープ、輪を使った手
品を実習。
大人、子供関係なしで楽
しんでいました。

（図書部）

図書部の夏休み恒例行事になっている「夏休みに
おすすめの本展示」が、今年も7月24日～8月6日
の期間にわたってサザンプラザ１階のギャラリーで
開催されました。
※ ギャラリー展示終了後は、１階の図書コーナー
で夏休み期間中展示しています。

図書コーナーだより（今月の1冊）
「キケン」

有川 浩 著

成南電気工学大学に入学してす
ぐ、元山高彦は不動産屋のチラ
シのような「部」の勧誘チラシ
を見た。
『学内一の快適空間！エアコ
ン・冷蔵庫・AV設備一式・仮眠
用ロフト・その他完備！』
部長の上野。副部長の大神は
怪しそうだが、元山はその『キ
ケン（機械制御研究部）』に入
部。」
…怒涛の大学生活が始まる」。

（新潮社）
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☆

月

12
日現在

ふれあい部
高野 利正 (高花)
奥山喜久恵 (高花)
伊東 勝正 (高花)
廣瀬 知樹 (高花)
木村
悟 (高花)
吉田 光晴 (高花)
玉木
実 (高花)
細野 高志 (草深)
木内 俊之 (原山)
朝川 義和 (原山)
三上 佳孝 (原山)
相川 裕二 (内野)
奈良崎清江(戸神台)

図書部
齊藤 花江 (内野)
伊東美津子 (内野)
楮畑 直子 (内野)
岡本 克子 (内野)
中島 芳子 (内野)
草薙久美子 (内野)
小森久美子 (原山)
小嶋 晶子 (原山)
赤松
薫 (高花)
児保 知子 (高花)
永石 真弓(戸神台)
森 真由美(戸神台)
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平成 年度
サザンプラザ運営協議会
運営委員の方々 (敬称略)

(内野)
(内野)
(原山)
(原山)
(高花)
(高花)
(高花)
(高花)

総務部
吉田富士雄 (内野)
福田
実 (内野)
増田 葉子 (内野)
小林 兼人 (原山)
川越 雅仁 (原山)
牧田 靖夫 (原山)
平岡 直行 (高花)
齋藤 芳朗(戸神台)
文化部
志賀泰次郎
南雲 嬉子
岡本 尚子
菅原みどり
山谷 正夫
菊池 武靖
藤宮 祐子
日隅 悦子

(内野)
(内野)
(内野)
(原山)
(原山)
(原山)
(原山)

花筏の実も熟して

トウキョウ・ダルマガエル

ほの暗い斜面林に咲くヤマユリの花

…エエッ、 アケビの実？！

子供ミコシや射的コーナー、フラダンス
ショウー、子供じゃんけん大会などが繰
り広げられていました。
7月29日(土) 高花第二団地の中央広場
では、4丁目町内会・5丁目自治会：6
丁目西自治会(有志)が模擬店などを出店。

★ どこの田も、ゴボゴボと水を引き入れている。
今年は、照り付けも厳しく水がありがたい。

＜２４＞
結縁寺の四季

アカボシゴマダラ

コガネグモ

結縁寺の蓮

福祉部
高森 春江
竹俣
恵
齋藤千鶴子
沖
初枝
久保木曹子
山岸 文子
大澤 弘子
広報部
片見 慎一 (原山)
末田 洋子 (原山)
藤岡 由香 (高花)
尾下 和憲 (高花)
斉藤 光彦 (高花)
鈴木美代子 (高花)
藤原久美子(戸神台)

一年間、サザンプラザの
運営・活動にご協力のほ
どお願い申し上げます。

29
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（文化部）

《 ベネチアビーズのタッセル型ネックレス 》
◇日 時 ：８月２２日(火) 10:00～12:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 集会室①
◇参加費 ：３､000円／人 (申込：8/20まで)
◇講 師 ：川村 玲子 さん

● 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

● 手のひら健康バレー＆クロりティー

（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、趣
を変えて、“クロリティー”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)
◇募集人数：15名(小学生)
◇受付開始：8月16日(水)10:00～ 窓口や電話で受付。

● 折り紙教室(お題：リス)
◇日 時
◇場 所
◇参加費

(文化部)

：9月3日(日) 10:０0～12:00
：サザンプラザ 2階 集会室①
：200円／人

● 夏のチャリティ・コンサート

(文化部)

◇日 時 ：9月3日(日) 14:０0～16:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇参加費 ：500円以上 (九州大雨災害義損金として)
◇出 演 ：BRry輝(ブリリー：クラリネットデュオ
五十嵐優子・山内利紗）・他
◇定 員 ：80名まで

● カラオケ大会

（福祉部）

自慢のノドをサザンで発揮してみませんか。曲目がき
まっている人は、事前にお知らせください。
◇日 時 ：9月16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／人
◇募集人数：30名
◇受付開始：9月1日(木) 10:00～ 窓口や電話で受付。

● 手芸教室(タオルで作るポーチ)
◇日 時
◇場 所
◇参加費

(文化部)

：9月20日(水) 10:０0～12:00
：サザンプラザ 2階 調理室
：800円／人 (持参品：30cm四方のタオル)

● 第43回 古本交換市

(図書部)

：9月30日(土) 10:０0～15:00
※事前受入日: 9月29日(金)17:00～19:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇受け入れる本：絵本・児童書・辞典・単行本
コミック・実用書・文庫本
◇古本がない場合：1冊20円で購入可能。
※ ただし、本の買取はしません。
◇集まった本の選別・処理は図書部で行います。
◇日 時

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

● ビーズのアクセサリー作り

・・ 運営協議会からお知らせ ・・
“和室”にエアコンが設置されました！
★ 空調機器の老朽化で補修が不可能になっていた和室
の空調設備が、市の配慮で個室用のエアコンがこのほ
ど設置されました。
ご利用の皆様には大変ご
迷惑をおかけしておりまし
たが、これで快適な環境で
和室をご利用いただけるこ
とになりましたのでお知ら
せいたします。
あわせて、畳も新素材製
のものと入れ替えました。

～ 館内の忘れ物展示のお知らせ ～
★ 館内に置き忘れてい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頂けなかった
物品は、展示終了後に処分させて戴きます。
展示期間：8月29日(火)
～9月5日(火)
展示場所：サザンプラザ
１階ギャラリー
写真右は本年２月実施の展示模様

★ 新しい事務局職員を紹介します ★
★ 本紙No.223号でお知らせし
ました事務局職員募集に際し
ましては、多くの方のご応募を
いただきました。
その中から下記の方を採用さ
せていただき、7月1日から事
務局の新職員として勤務して戴
いておりますので、よろしくお
願いいたします。
◇ 根本 賀代 さん

運営協議会・7月度定例役員会(7/9)の議事
1．報告事項
① 会長報告
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６月） ‥‥‥‥ 会
計
④ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥‥ 事務局長
市の担当課と大規模修繕設計業者来館、新規職員
研修、グリーンカーテン植樹、外周フェンス修
繕計画、
‥‥など (13件)
2．議 題
① 幼児プール開設について ‥‥ 事業担当副会長
② 絵本に出てくるごちそう作り ‥‥‥ 図書部長
③ 手のひらバレー/クロリティ ‥‥‥ 福祉部長
④ カラオケ大会開催の件 ‥‥‥‥‥
福祉部長
⑤ 子供向け手芸教室開催
‥‥‥‥‥ 文化部長
⑥ ビーズ教室開催
‥‥‥‥‥‥ 文化部長
⑦ 子供工作(カスタネット作り) ‥‥‥ 文化部長
★次号（227号）は、9月10日発行予定。

