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ホームページ http://sazanplaza.ec-net.jp/index.htm
E-mail : sazanplaza@space.ocn.ne.jp

★10月の休館日12日(木曜)、 26日(木曜)
◎貸室の空き状況はホームページをご覧下さい
★11月の休館日 9日(木曜)、 23日祝日のため24日(金曜)に振替 ◎ホームページでは、カラー版でご覧戴けます

サザンフェスタ

秋のふれあいの日
◎ 両日共、出演者/出演時間は調整中

１８日の
出演予定
9：30
9：45
10：10
10：30
10：55
11：20
11：35
12：00
12：15
13：00
13：30
13：50
14：25
15：30

★詳細は、窓口までお問い合わせ下さい。
★駐車場がありません。ご来場には公共機関のバスをご利用ください。

～開会式～
船穂中学校
吹奏楽
印旛明誠高校
合唱
内野小学校
合唱
原山中学校
吹奏楽
高花小学校
合唱
印西少年少女合唱団
合唱
原山小学校
合唱
オレンジコーラス
合唱
～休 憩～
印西ゆめ太鼓
太鼓演奏
カレファオ カプアナニ フラダンス
ベッラ・ヴォーチェ
歌唱
アンサンブルはなみずき 演奏
印旛明誠高校
吹奏楽

印西市長
特別出演！

9：45
9：50
10：05
10：25
10：40
11：10
11：30

１９日の
出演予定

～挨 拶～
友遊会
舞踊
舞踊サークル「嬉久扇会」舞踊
板倉正直 様(印西市長)
舞踊
女声コーラス「四季の会」合唱
タントカンタービレ
ピアノ演奏
あじさいグループ
舞踊
～休 憩～
12：00 ひまわり会舞踊部
舞踊
12：20 あかね会
舞踊
12：45 ホオナネア
フラダンス
13：15 松の実会
舞踊
13：35 歌声喫茶アンダンテ 歌声喫茶
14：05 不器用な仲間達
マジック
14：25 印西音頭保存会
踊り
15：00 ノマーニ
演奏

１１月１９日(日)

ジャズの夕べ
◇ １8時～２０時 ◇
◇ 場所：1階ホール
★ 飲食物の持ち込みはＯＫです。

平成29年度中間報告会開催のお知らせ
サザンプラザ運営協議会々則 第15条による「平成29年度中間
報告会」を下記日程で開催いたします。役員並びに各専門部委員の
方は万障繰り合わせの上ご出席くださるようお願いいたします。
日
時：11月5日(日) 午前10時から
場
所：サザンプラザ2階 多目的室
報告事項：H29年度上期の運営・事業報告
H29年度下期の運営・事業計画
懇談・その他意見交換

♪ジャズボーカル♪

スイングレディース ＆ ＭＥＮ
中央駅南地区の人口と世帯数 (H29.9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
3,551
3,810
3,106
5,457
15,924

世帯数
1,780
1,500
1,113
2,211
6,604

サザンプレス
配布部数
1,685
1412
565
1396
5,058
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♪ カラオケ大会 ♪

(福祉部)

夏のチャリティコンサート

（文化部）

★ 9月16日(土)、多目的室では午前10時から参加者24
名が、日頃のノドを披露す
る「カラオケ大会」を実施。
特別審査員に勝丸筆頭副
会長、楮畑事業部副会長の
2氏を迎えてアイディアに
富んだ賞を出演者に贈って
和やかなひと時を楽しみま
した。今回は男性7名の出席

もあり、華やかな雰囲気で「歌った人も歌わなかった
人」にも参加賞をお渡ししました。

第43回 古本交換市

（図書部）

9月3日、夏のチャリティーコ
ンサートを開催。今回はメイン
ゲストに五十嵐優子さん、山内
利沙さんのクラリネットデュオ
BRry輝(ブリリー)を迎えて実施。
息の合った演奏に、12曲、あっ
という間に楽しく鑑賞。前座に、
サプライズゲスト、俳優座の7
名が登場。来年1月27日に印西
市文化ホールで行われる演劇公
演の宣伝に寸劇パフォーマンス
を披露。さすがにプロの役者は
発声から違う。最後は印西愛唱
歌「ここに住む、人健やかに」
の披露・合唱があり、盛り沢山
の楽しいひとときとなりました。
一般参加53名からいただいた
チャリティー金2万8千8百円は、
全額平成29年7月大雨災害義援
金に振り込みさせていただきま
した。
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9月30日(日)、午前10時か
ら開かれた「第43回古本交換
市」は、開場と共に大勢の方
にご来場いただき展示場内が
大賑わい。 バスケットに沢
山の本を携えてきたご家族連
れや、ご夫婦連れなど本を愛
する人々でスタッフも“てん
てこ舞い”でした。
今回は170名を超す入場者で、持ち寄られた本は
前日と当日分を合わせて2000冊を超える盛況でし
た。会場内
では、本を
選ぶ姿が楽
しそうに、
真剣な眼差
しが印象的
でした。
★ 次回は、
3月開催の
予定です。

BRry輝ブリリーのお二人

サプライズでゲスト出演した
「俳優座」の7人の方々です。

図書コーナーだより（今月の1冊）
「跳びはねる思考」 東田 直樹 著 （イースト・プレス）
副題は『会話のできない自閉
症の僕が考えていること』で、
会話のできない人が文章を書い
ているということは、どういう
ことだろうと思った。
会話のできない人は、話す筋
道が頭に浮かばず、考えるとい
うこともしていないような気が
していた。
しかしそうではないことと、
自閉症の人の行動の訳とを知ら
された。また、東田さんが見て
いることや、考えていることの
中に、人間本来のあり方を示し
ているものがあって、人々の共
感をよんでいると思われた。
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手芸教室（タオルで作るポーチ） (文化部)

先月の手芸教室で作った作品（Tシャツ）を早速着用
されて参加して下さった方が、2名いらっしゃいまし
た。

★ 9月20日(水)の手芸教室、手持ちのハンドタオルを変身
させてポーチを作成。裏地やバイヤステープを華やかに組
み合わせて愛着の作品の出来上がり。

今回の受講者は
9名でした。
★ 写真右は、先月の
作品(Ｔシャツ)を着用
して参加頂いた受講者

折り紙教室（お題：クマ）

(文化部)

★ 10月1日(日) 集会室①では、午前10時から参加者
9名により“くま”の折り紙教室を行いました。
(他に、文化部員2名も参加)

サザンプラザ利用者団体の会
～全体会 (中間報告) ～
★ 9月25日(日)、午後1時より利用者団体の会
(加盟団体数37団体)では、36団体の代表者が一
堂に会し、上半期の活動報告や収支報告などの
経緯を説明。
また、11月のサザンフェスタにおける協力活
動などを話し合っていました。
報告会終了後は、毎年ご尽力を頂いている
「館内清掃」で汗を流して頂き、誠にありがと
うございました。

《２》

★森の風は心地よく秋はひっそりと訪れているよう
でした。（10/2）

マムシグサの実はこれか
ら赤くなります

栗のイガのなかは空っぽ
リスが食べたのだろうか

天空のラピュタの庭園？ いえ森の切り株です…

カシワバハグマ

ノコンギク・・・でいいかな??

アッ 木霊が！
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◇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

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

● 第7回 手芸教室(シルクの眼鏡入れ)

(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：9/25から、サザンプラザ窓口、又は電話
(45-0611)で受け付けております

● 手のひら健康バレー＆クロリティ

(福祉部)

恒例となってきました「手のひら健康バレー」と、手
軽なクロリティゲームを会日時に行います。
健康バレーでは習熟して来たので、今回はラリー回数
を増やすことを目標に頑張りましょう！
◇日 時 ：11月 4日(土) 10:00～
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇参加費 ：無 料
◇申込受付：10月16日の10時から、サザンプラザ窓口、
又は電話(45-0611)で受け付けております

● 秋のパークゴルフ大会

(ふれあい部)

スポーツの秋！パークゴルフで汗をかいてみませんか。
秋空の下、白球を追いながら広々としたフィールドを楽
しみましょう。
◇日 時 ：11月11日(土) 9:00現地集合～12:00
◇場 所 ：泉公園・パークゴルフ場
◇集 合 ：9:00(現地) 貸出用具あります
◇参加費 ：100円(当日会場で申し受けます)
他に、施設使用料が各自負担で必要です。
施設使用料：65歳以上の方は 300円
一般の方は
510円
◇申込受付：10月16日 10時から (締切り：11月4日)

● 大人の工作教室

(文化部)

◇日 時 ：11月15日(水) 14:０0～16:00
◇場 所 ：サザンプラザ 1階 工芸工作室
◇内 容 ：木工の小物作り(例：状差しなど)
◇参加費 ：実費／人 (当日申し受けます)
◇講 師 ：稲毛 真弓さん
◇募集人員：10名程度

・・ 運営協議会からお知らせ ・・
11月の休館日でお知らせ
★ 11月の休館日は第2木曜日の9日と、第4木曜日の
23日が該当していますが、市条例により「休館該当日
が祝日」となる場合は、翌日に振り替えることに定め
られております。このため、11月の休館日は
11月 9日(木曜日)
11月24日(金曜日)
の2日間となりますのでお知らせいたします。

運営委員の新部員と退部委員のお知らせ
★ 9月の役員会で、文化部より新部員加入の報告があり
下記の方の加入が了承されました。
片桐 顕二 様（高花）
★ 10月の役員会で、総務部から退部される委員が報告
されました。
小林 兼人 様（原山）

● サザンの実用書で大人向け講座

(図書部)

千利休の伝記、茶道の本を指南書として講師を招き、
茶道の初歩（お茶会）を体験してみよう。
◇日 時 ：11月 11日(土) 10:00～12:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 和室
◇内 容 ：初歩の茶道
◇参加費 ：100円/一人 (当日申し受けます)
◇定 員 ：15名
◇申込受付：サザン窓口、又は☎ (45-0611)にて受付
◇申込締切：10月31日(火)まで

運営協議会・9月度定例役員会(9/10)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8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来場者数と収支報告
⑤ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥‥ 事務局長
平成30年度予算案提出、指定管理業務の自己評
価、Ｈ28年度部屋別利用状況の算定基準変更、
‥など(9件)
確認事項(年末休館日、下期雇用通知) …(2件)
2．議 題
① 9月の入出金処理について ‥‥‥‥ 会
計
② グラウンドゴルフ大会共催について‥‥
福祉部長/ふれあい部長
③ 蔵書点検実施の件 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 図書部長
④ ソフトボール大会開催について ‥ ふれあい部長
⑤ パークゴルフ大会開催について ‥ ふれあい部長
⑥ 折り紙教室について ‥‥‥‥‥‥
文化部長
⑦ 大人の工作教室について ‥‥‥‥
文化部長
⑧ 環境講演会開催について ‥‥‥‥‥ 文化部長
⑨ 照明器具や、駐車場路面などの管理 ‥ 事務局長
★次号（229号）は、11月12日発行予定。

