1

Vol-22 No.6(通巻227号)

発行：サザンプラザ運営協議会

編集：広報部

● サザンプラザの利用時間
Open

Closed

9 : 0 0a m ～ 9 : 0 0pm

休館日の
お知らせ

● ご意見

〒270－
－1341

2017
201 7 . 9 .10

印西市原山３－３

お問い合わせは

T E L 4 5 － 0611 ・ 2
F A X 4 5 －061 3

★ 9月の休館日14日(月曜)、 28日(木曜)
★10月の休館日12日(木曜)、 26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

万灯ミコシと、子供ミコシ
子供に人気のいんザイ君と
スーパーボールすくい

下は、列をなす福引所

下は、印西ゆめ太鼓とてぶくろの演奏

中庭のプール開放が終了！
★ 7月24日から毎週月曜日に、サザン
プラザの中庭で開放していた「幼児向
けプール開放」が8月21日で終了しま
した。
前半の開放日はあいにくの天候もあ
り利用者が低調でしたが、暑さを取り
戻した後半には、子供たちの歓声で賑
わっていました。

中央駅南地区の人口と世帯数 (H29.8月末現在)

地 区
内野地区
原山地区
戸神台1丁目
高花地区
計

人 口
3,559
3,823
3,098
5,456
15,936

世帯数
1,779
1,504
1,113
2,207
6,603

サザンプレス
配布部数
1,685
1412
565
1396
5,058
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夏休み手芸教室

（文化部）

手芸教室（Tシャツアレンジ）

(文化部)

★ 7月19日(水)、参加者6名でそれぞれ持参したTシャツ
に、レース飾りなどをアレンジを楽しみました。

8月10日(木)、夏休み
手芸教室を開催。大人も
子供も仲良く作品作り。
ペットボトルのキャップ
を芯に各々好きに飾りを
つけ、オリジナルの針刺
しができました。
もっと参加して欲し
かったのですが今回の参
加者は8人でした。

折り紙教室（お題：リス）

(文化部)

★ 9月3日(日)、
チョッと手古摺りましたが
無事完成。 参加者：9名

夏休み工作教室（カスタネット）

(文化部)
歌声喫茶アンダンテより変則開催のお知らせ
ゲスト：吉川歌穂（ソプラノ）
日 時：10月7日（土）14時～16時 多目的室
★ どなたでも参加できます。参加費300円

★ 8月12日(土)、参加者は小学生の4人。
糸ノコを使ってそれぞれ
好みの形のカスタネット
を作りました。
夏休みの子供向け企画
として計画しましたが、
参加者が少なく残念。

ビーズのアクセサリー作り

手のひら健康バレーとクロリティ
（福祉部/ふれあい部）

★ 8月22日(火)毎夏連続企画のビーズアクセサリー作り。
過去参加した方からは、ヘビーユーズで使っていますと
好評。今年の6名
の参加の皆さんも
経験豊富な川村先
生になるほど！、
のコツを教えても
らい楽しいひとと
きでした。

20132013.3.22
2 013 .3.22
2013
絵本に出てくるごちそう作り

9月2日(土)、多目的
室で手のひら健康バ
レーと、クロリティを
楽しむ会が行われ、2
本立て行事のこともあ
り、新たなメンバーの
参加など、大勢の参加

(文化部)

者となりました。
(参加者：25名)

（図書部）

手のひら健康バレーは手
慣れてきてラリーが続く
ようになり、クロリティ
は「大会前」でもあり大
いに盛り上がりました。

図書部の夏休み恒例行事になっている「絵本出て
くるごちそう作り」が夏休みも終わりに近い8月
29日(火)に、9名の子供たちが参加して楽しく行わ
れました。

図書コーナーだより（今月の1冊）
「九十歳。何がめでたい」 佐藤愛子 著 （小学館）

ランチメニューは
おにぎり、サラダ、スープ
それに絵本から読みだした
クッキー。

手作りクッキーは、
絵本“からすのパン
屋さん”より、パン
をクッキーに変身？

声が大きいために、元気なば
あさんと思われるが、実は娘に
「長生きするって、大変なの
ねぇ…」としみじみ言われる故
障続きの『私』。
卒寿おめでとう…といわれて
も、めでたくはない。
しかし、その場その場でただ
突進するのみだった人生から見
ると、世の中の判断、納得でき
ないことだらけ。
－－－愛子節が炸裂したエッ
セーです。
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新しく図書コーナーに入った本(H29年.7月～8月）

祭り会場で活躍
（福祉部）

小学館版学習まんが
少年少女日本の歴史①～㉑

児玉幸多

小学館

小学館版学習まんが
少年少女日本の歴史(別１巻 人物事典)

児玉幸多

小学館

子どもNF

小学館版学習まんが
少年少女日本の歴史(別２巻 史跡・資料館事典)

児玉幸多

小学館

大人NF

窪田空穂全歌集

窪田章一郎 森伊左夫

短歌新聞社

大人NF

歌集 天窓の月

中道善幸

砂子屋書房

大人NF

エッセイ集 風船

髙橋禮子

ながらみ書房

大人NF

ガリラヤの湖

伊東ふみ子

砂子屋書房

大人NF

歌集 秋の薔薇

高島光

砂子屋書房

大人NF

白夜

阿部千代子

不識書院

歌集 春華を愛す

関とも

不識書院

東海慿曲集

島田修三

ながらみ書房

凱旋門

篠弘

砂子屋書房

小石川の家

青木玉

講談社

例解 短歌用語辞典

窪田空穂 尾山篤二郎

創拓社

文 庫

完全犯罪に猫は何匹必要か？

東川篤哉

光文社文庫

小説 日本

異類婚姻譚

本谷有希子

講談社

小説 日本

豆の上で眠る

湊かなえ

新潮社

小説 日本

刑事の約束

薬丸岳

講談社

実用書

ステップアップ詰将棋 ３手・５手・７手

青野照市

成美堂出版

実用書

羽生流で強くなる はじめての将棋

羽生善治

成美堂出版

実用書

羽生善治の将棋入門 おもしろいほどよくわかる

羽生善治

主婦の友社

実用書

雑学 子どもにウケるたのしいクイズ

坪内忠太

新講社

子どもNF

8月26日に多々羅田公園で行われ
子どもNF
た印西NT夏祭りの会場では、

サザンプラザ運営協議会の福祉部 大人NF
が本部席の一角にテントを設け、 大人NF
祭り会場に集まった人々の休憩所
対応や、無料の冷水サービスなど 大人NF
のおもてなし活動を実施していま 大人NF
した。当日は蒸し暑さもあり、多 辞典
くの人が利用されていたようです。

＊今回からテーマを「草深の森」に変更。草深の森は、高花6丁目バス折返場の「バス停」に隣接していて、平成11年3月31日の
県民植樹運動推進事業の一環として、印西市が緑の募金により着手、整備した市民の森。

《１》

奥へ行ってみましょう…

白や真っ赤なキノコ、木に寄生するキノコ。
キノコがいっぱい

うす紫色の可憐な花

★森はしんとして何も話してはくれま
せんが草深の森はヒミツがいっぱい

黒目勝ちのホソバセセリ

シラカシの木肌に赤ちゃん
の芽がでている

駐車場のムクゲに人の手を
感じてなぜかほっとする
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（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

● 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)

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

● カラオケ大会

：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。(注記)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

● 折り紙教室(お題：くまさん)
◇日 時
◇場 所
◇参加費

(文化部)

：10月1日(日) 10:０0～12:00
：サザンプラザ 2階 集会室①
：200円／人 (当日申し受けます)

● 第7回 手芸教室(シルクの眼鏡入れ)
◇日 時
◇場 所
◇参加費

(文化部)

：10月18日(水) 10:０0～12:00
：サザンプラザ 2階 調理室
：800円／人 (当日申し受けます)

● グラウンドゴルフ大会

(ふれあい部/福祉部)

お楽しみ秋のグラウンドゴルフ大会を下記の通り行い
ます。大勢の方の参加をお待ちしています。
◇日 時 ：10月21日(土) 9:０0～12:00
◇場 所 ：多々羅田公園グラウンド
◇参加費 ：100円(当日会場で申し受けます)
◇募集人員：40名程度 (受付は10/1から)

● ソフトボール大会

(ふれあい部)

スポーツの秋！ソフトボールで汗をかいてみませんか。
地域混成・お子様や女性混合などバラエティに富んだグ
ループを歓迎します。
◇日 時 ：11月 3日(金、祝日) ～雨天順延～
◇場 所 ：原山小学校グラウンド
◇集 合 ：8:30(現地)
◇参加費 ：100円(当日会場で申し受けます)
◇参加対象：中央駅南地区に居住、又は勤務・交流して
いる方で「チーム」「個人」を問いません。
◇申込受付：サザンプラザ窓口、又は電話(45-0611)

★ 訂正とお詫び ★
★ 前号の巻頭で、通巻号数を「229号」と掲載
しましたが、正しくは「226号」の誤りでし
た。また、同号の4面にあるイベント案内記事欄で、9月
2日開催の「手のひら健康バレー＆クロリティ」で「募集
人員:15名(小学生)」とあるのは誤記で全文を削除。さら
に9月3日開催の「折り紙教室(お題:白鳥)お題」は、正し
くは「リス)」の誤りでした。訂正してお詫びいたします。

・・ 運営協議会からお知らせ ・・
“中間報告会”と“サザンフェスタ”について
★ 8月度の運営協議会定例役員会では、本年度の中間
報告会開催日程について審議し、11月5日(日)開催を
前提に準備していくこととし、詳細が確定次第運営委
員の方々にお知らせすることにしています。
★ 秋のふれあいの日“サザンフェスタ”の開催日程につ
いても議題に取り上げられ、地域内学校や施設の行事
日程などを考慮して“11月18日(土)＆19日(日)”の
二日間で開催する計画で、出演者などの折衝を進める
ことが確認されました。
中間報告会とサザンフェスタについての詳細は、次
号にてお知らせいたします。

～ 館内忘れ物展示終了と処分について ～
★ 前号でお知らせしました
「館内置き忘れ物の展示」
を8月29日～9月5日の間、
サザンプラザの1階 ギャラ
リーで行いました。
この展示期間中にお引き
取り頂けなかった物品は、
展示終了後に廃棄処分させ
て戴きます。ご了承下さい。

～ 図書コーナー1日閉鎖のお知らせ ～
★ 来る10月11日(水曜日)は、年に一度の「蔵書点検」
のため終日図書コーナーを閉鎖させていただきます。
ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご了承く
ださい。

運営協議会・8月度定例役員会(8/13)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7月） ‥‥‥‥
会
計
④ 全館事業の報告
‥‥‥‥‥ 事業担当副会長
◎ 夏のふれあいの日の報告
幼児向けプール開放の中間報告
⑤ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥‥ 事務局長
非常用館内放送設備と誘導灯バッテリー、中庭で
の幼児向けプール設置と係員対応、館内の忘れ
物展示開催、
‥など(10件)
2．議 題
① 図書館本の返却と貸出作業 ‥‥‥‥ 図書部長
② 古本交換市の開催について
‥‥‥ 図書部長
③ 夏のチャリティコンサート開催 ‥‥ 文化部長
④ 折り紙教室について ‥‥‥‥‥‥
文化部長
⑤ 手芸教室(タオルで作るポーチ)開催 ‥ 文化部長
⑥ 手芸教室(シルクのメガネ入れ) ‥‥ 文化部長
⑦ サザンフェスタ日程について … 事業担当副会長
⑧ 中間報告会日程について ‥‥‥‥‥ 総務部長
★次号（228号）は、10月８日発行予定。

