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

★11月の休館日 9日(木曜)、 23日祝日のため24日(金曜)に振替 ◎貸室の空き状況はホームページをご覧下さい
★12月の休館日14日(木曜)、 28日（木曜）
◎ホームページでは、カラー版でご覧戴けます
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∽∽ １９日の出演順 ∽∽
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10：40

日は

10：55

～開会式～
船穂中学校
吹奏楽
印旛明誠高等学校
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
マイカイ・オピオ
(合同) フラダンス
パカラナ・アワプヒ
ベッラ・ヴォーチェ
歌唱
アンサンブルはなみずき 器楽演奏
印旛明誠高等学校
吹奏楽

‥‥秋のふれあいの日

日＆

9：30

月

サザンプラザ ‥‥
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9：50

10：25

11：10
11：30

12：00
12：20
12：45
13：15
13：35
14：05
14：25
15：00

友遊会
舞踊
舞踊サークル「嬉久扇会」舞踊
特別出演 板倉印西市長 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～
ひまわり会舞踊部
舞踊
あかね会
舞踊
ホオナネア
フラダンス
松の実会
舞踊
歌声喫茶アンダンテ 歌声喫茶
不器用な仲間達
マジック
印西音頭保存会
踊り
ノマーニ
バンド演奏

★出演者の都合により当日の出演順が変更されることがありますので、予めご了承ください。
★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。

１１月１９日(日)

◇ １8時～２０時 ◇(開場17:30)
◇ 場所：1階ホール

ジャズの夕べ

♬ 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 (H29.10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
3,567
3,796
3,109
5,469
15,941

世帯数
1,789
1,494
1,115
2,219
6,617

サザンプレス
配布部数
1,665
1412
785
1404
5,266
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グラウンドゴルフ大会

(福祉部)

★ 10月21日開催予定のグラウンドゴルフ大会は、台風
21号の影響で12月2日(土)に順延されました。

手芸教室（メガネ入れ）

(文化部)

★ 10月18日(水)の手芸教
室はシルクで作る眼鏡入
れ。もしやこれは着物の生
地？あみだで決めた順番で
ステキな生地を選び、お気
に入りの作品が出来まし
た。参加者は9名でした。

“まちたんけん”で
内野小児童が来館
★ 10月27日(金)、サザ
ンプラザには朝から子供
たちの声が館内をにぎわ
していました。
生活科の体験学習の一環で
“まちたんけん”場所として
サザンプラザを選んだ子供た
ち7名は、館内の施設などを
係の人から説明を受けたり、
質問やメモを取ったりと、熱
心に勉強していました。

手のひら健康バレー＆クロリティ
(福祉部/ふれあい部)
★ 11月4日(土)の多目的室
では、好評の「手のひら健
康バレー」と、「クロリ
ティ」を組み合わせた室内
運動を楽しむ催しが行われ
ました。常連のほかに新メ
ンバーも加わり賑やかな会
場でした。特に「手のひら
健康バレー」は、連続ラ
リー回数が続くようになり
大いに楽しんでいます。ク
ロリティも1投ごとに歓声
が上がるなど相変わらずの
人気でこれからも続けてい
きます。

ソフトボール大会

船穂“さわコミ・バザー”にぎわう
★ 船穂中学校区さわや
かコミュニティ地域推進
員会が主催した“船穂さ
わコミバザー”が、10
月14日に高花小学校体
育館を会場として午前
10時から午後2時まで
開かれ、フリマや模擬店
で賑わい、ステージ上で
は吹奏楽の演奏など終始
にぎわっていました。
★ 掲載写真は、高花小学
校HPより引用させていた
だきました。

（ふれあい部）

★11月3日、原山小学校校庭に5チームが集
結（参加者55名）秋晴れの1日をソフトボー
ルで楽しみました。
優勝は戸神台ウイング（4戦全勝）でした。

図書コーナーの蔵書点検

（図書部）

★ 図書コーナーに収容されているすべての図書類点検
を10月11日(水)と、12日(木)の2日間を費やし、図書
部員をはじめ事務局スタッフの応援を得て総勢39名(2
日間)が参加して行いました。
5,600冊を超える蔵書の破損有無など点検しながら
蔵書リストとの照合などで、フル作業の2日間でした。

図書コーナーだより（今月の1冊）
「あとは野となれ大和撫子」
宮内 悠介 著 （角川書店）
昔 ハーレムであった水上の建物
は、今は女性たちの高等教育の学
校となっていた。
戦闘で両親を失い学校で学んで
いた日本人ナツキは、突然の政変
のため仲間達と止むなく、この国
アラルスタンを守ることになる。
「やれることはやろう。あとは野
となれ」と若い女性達が、最後ま
で力を尽くす物語だ。
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平成29年度中間報告会

コミュニティセンター利用状況 ～「データいんざい 2016」より引用～
40,000

利用者数(人)

サザンプラザ～ 「自由来館者」を除く。
★ 11月５日(日)の午前10時より
35,000
平成29年度の中間報告会が多目
30,000
的室で行われました。
フレンドリープラザ
25,000
今回の報告会は、今春の総会で
20,000
永治プラザ
の会則改訂を受けて、もっぱら運
15,000
営協議会の本年度上半期実施状況
10,000
を報告し、運営委員による意見交
船穂コミセン
換や質疑応答に主眼を置いての1
5,000
時間の報告会となりました。
0
役員会ではここで出された意見
‥館内の飲料提供廃止‥について
は今後の
の方向性
について継続の可能性も含めて検討して
♬森の音楽会♬ （草深の森）
いくとしました。今回の措置は市から
★ 11月3日(文化の日)の午後、そぞろ色づき始め
「飲食物販売に係る監督官庁の確認」を
た木立の“草深の森”から、澄んだ青空に乗って
得るよう示唆があり、印旛保健所食品衛
ソプラノの歌声が流れていました。
生課の判断を受けて廃止を決定しまし
森の中の広場では、NPO法人“RCN”主催の第
た。
5回「森の音楽祭」
が行われていて、
絶好の秋日和の中、用意された
200席ほどの椅子
も満席状態。周辺
の切り株に腰を下
ろしたりシートを
広げて座る人など
して森の中の音楽
を楽んでいました。

《３》

シラカシの幹に木漏れ日が
射しています

マムシグサの実が
赤くなりました

★ 11月3日は草深の森で音楽会がありました。
音楽会の前に森の奥へ行ってみます

木の皮のポケットに
落ちたどんぐり

台風で落とされたのかまだ青い
杉の枝。炎の形にも似てる

森の中はどこまでも暗く大きな木ばかりが続く。時には思いがけなく光が射す場所があり、緑の葉の色が輝く。
今この瞬間だけの色、姿を目撃しているんだと思う。
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(ふれあい部/福祉部)

10月に予定していたグラウンドゴルフ大会が台風の直
撃で中止となり、愛好者の皆さんには残念な思いを残し
ましたが、あらためて下記日程でグラウンドゴルフ大会
を行うことになりました。大勢の方の参加をお待ちして
います。
◇日 時 ：12月 2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)

● 第5回 折り紙教室(干支の戌)

(文化部)

◇日 時 ：12月 3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 (当日申し受けます）
◇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

● 第9回 手芸教室(干支の戌)

(文化部)

：12月13日(水) 10:０0～12:00
：サザンプラザ 2階 調理室
：制作する戌の種類により
和犬の張り子
1,500円
洋犬
1,200円
洋犬の子犬(2匹)
1,800円
◇定 員 ：14名
◇申込期限：12月10日(日)
◇日 時
◇場 所
◇参加費

● クリスマス会

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

● グラウンドゴルフ大会

(福祉部/ふれあい部)

★ 子供から大人まで楽しめる催し物いっぱい!
ジャンケン勝ち抜き大会やゲーム、余興、そのほかサン
タさんからのプレゼントもありますよ！福祉部が行う今
年最後の行事なので、大勢の参加をお待ちしています。
◇日 時 ：12月16日(土) 10:０0～12:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇参加費 ：100円
◇募集人員：30名程度
◇申込日 ：12月1日(10時～窓口又は☎で受付けます)

・・ 運営協議会からお知らせ ・・
喫茶コーナー(1階サロン)飲料提供を終了
★ サザンプラザ開館以来、ご来場の皆様からご利用頂い
てきました「1階サロンの喫茶コーナー」でのコーヒー
やお茶などの提供を、本年10月3１日をもって終了する
ことになりました。
今後は自動販売
機の利用や、
ご持参の飲料
での対応を
お願い申し上
げます。

サザンフェスタ開催に伴う館内利用の制限について
★ １１月１８日(土)と１９日(日)の両日は、全館事業の
“サザンフェスタ”が開催されるため貸室のご利用がで
きません。 また“図書コーナー”は、前日１７日金)の
午後5時からのご利用ができませんのでご了承ください。

年末・年始の休館日について
★ 年末・年始の休館日は下記のとおりです。
12月の休館日 12月14日(木)と、
28日(木)～31日(日) ー4日間
1月の休館日
1月 1日(日) ～ 4日(木) ー4日間
1月11日(木)と、 25日(木)

運営協議会・10月度定例役員会(10/8)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9月）
‥‥‥‥
会
計
● クリスマス チャリティコンサート
(文化部)
④ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥‥ 事務局長
年末恒例のチャリティコンサートを下記日時に行います。
指定管理料後期分入金、図書コーナー照明器具改
◇日 時 ：12月17日(日) 14:０0～16:00
修、フロン排出抑制・ＰＣＢ使用設備確認、内
野小「町たんけん」で来館予定、ヴェレーナシ
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
ティ千葉NT中央管理組合へサザンプレス配布
◇鑑賞費用：チャリテイ金 500円以上
‥ など(11件)
寄付先は後日決定します。
◇出演予定者：～ 折衝中。決定次第館内に公開します ～
2．議 題
◇申込受付：12月1日(金)10:00よりサザンプラザ窓口、
① 中間報告会・賀詞交歓会日程 ‥‥
総務部長
又は、☎（45-0611）で受け付けます。
② 手のひらバレーとクロリティ開催 ‥ 福祉部長
③ サザン実用書講座(茶道の初歩) ‥‥‥ 図書部長
④ 手芸教室(犬)開催について
‥‥‥ 文化部長
◇◆ 訂正とお詫び ◆◇
⑤ 折り紙教室(戌)について ‥‥‥‥‥‥ 文化部長
⑦ Xmasチャリティコンサートについて
文化部長
前月号の2面に掲載してあります「図書コーナーだより
⑧
サザンフェスタ実行委員会構成について
(今月の本)」欄におきまして、紹介本“跳びはねる思考”
‥‥‥‥‥ 事業部副会長
の紹介記事の中段に
⑨
屋上軒先修復や、空調機器定期点検面などの管理
‥してはいけないような‥と記載した部分は
‥ 事務局長
‥していないような‥が正しい文章でした。
訂正してお詫びいたします。
(広報部長)
★次号（230号）は、12月10日発行予定。

