
◎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
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● 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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★2月の休館日8日(木曜)、22日(木曜)

★3月の休館日8日(木曜)、22日(木曜)

中央駅南地区の人口と世帯数 (H30.1月末現在)

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

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

３３３３月月月月３３３３日日日日（（（（土曜日土曜日土曜日土曜日））））

サザンプラザ利用者団体の会加盟・４団体による

春の美術工芸展のお知らせ

ミモザの会

墨墨墨墨 友友友友 会会会会

和和和和 のののの 会会会会コロネード

子供子供子供子供のアトリエのアトリエのアトリエのアトリエ

（2/28～3/7)

（3/14～3/21)

（3/7～3/14)

（3/21～3/28)

春春春春うららうららうららうらら
コンサートコンサートコンサートコンサート

サザンプラザ

春のふれあいの日

～ 9:40 開会式 ～

9:50 ～ (吹奏楽) 船穂中学校吹奏楽部

10:15 ～ (合 唱) 原山小学校児童

10:30 ～ (吹奏楽/合唱) 原山中学校吹奏楽部

10:55 ～ (合 唱) 印西少年少女合唱団

11:20 ～ (合 唱) 内野小学校児童

◎ 模擬店・フリマ出店募集中！！！！

～ 賛助企画～

筝曲演奏

※ 詳細はサザンプラザ窓口までお問合せ下さい

時 間：12:50～13:30
出演者：サークル《桐》

時 間： 13:45～14:20

出演者： モデラート

時 間： 14:30～15:30

出演者： てぶくろ

地　区 人　口 世帯数
サザンプレス

配布部数

内野地区 3,554 1,785 1,665

原山地区 3,778 1,493 1410

戸神台1丁目 3,114 1,116 785

高花地区 5,482 2,232 1404

計 15,928 6,626 5,264

※抹茶の有料サービス(要予約、20名、100円)
があります。

青春ポップス

※ 休憩中に甘酒(子供には、ホットカルピス)の無料サービス(50名限定)があります。
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図書コーナーだより（今月の1冊）

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』
山田 太一 著 jyajya 絵 偕成社

“香害”について・講演会 （文化部）

折り紙教室 (文化部)

カラオケを歌う会 (福祉部)

★ ふしぎな駄菓子を売っているお
店があったら、入ってみますか?
それを食べると、自分の困って
いることを助けてくれるそんなお
菓子なら、食べてみますか?
上手に泳ぎたい人には「型抜き
人魚グミ」、夏の蒸し暑さには、
ゾクゾクする「ホーンテッドアイ
ス」等、なんでもあります。
くれぐれも、注意書きをよく読
んで食べてください。
※ 8巻まで出している人気

シリーズです。

★ 1月20日、恒例の「カラオケを歌う会」には、今
回も“踊り手さん”の特別出演も
あり、大いに盛り上がりました。
10時から始まった会場には31名
の“ノド自慢？”が集まり、予定
した時間(2時間)をフルに使い希望
者全員の熱唄が響きました。
今回は“聞くだけ”という人もい
ましたが、男性の参加も少しずつ
増えて来て嬉しい状況です。

1月28日(日)、印西 水と暮らしを守る会 の協力により
実施した「広がる香害～柔軟剤や消臭スプレーはこんな
に怖い！」には関係者含め７０名越えの参加があり、関
心の高さが伺えました。
濃い内容の話、当日配布の資料に、これからの生活を
考えさせられました。
子連れママの参加や、質疑応答で近隣情報を得られる
場面もありました。

手芸教室（ヒラメのコースタ） (文化部)
★ 1月の月例手芸教室は、
1月24日に調理室で実施。
作品は“ヒラメのコース
タ”を手がけました。
(参加者：9名)

折り紙教室（お題；カキツバタ） (文化部)

新刊本紹介“芥川賞受賞作”

『君たちはどう生きるか』
吉野源三郎 作 (マガジンハウス)

話題の本！２冊入りました （図書部）

『おらおらでひとりいぐも』
若竹千佐子 作 (河出書房)

(注) 貸出しは、当分の間、窓口までお願いします。

★ 1月14日と1月17日に開催予定していた折り紙教室
は、都合により中止とさせていただきました。

★ ２月４日（日）、折紙教室を実施。
お題は「かきつばた」。見栄えのする仕上がりになりま
した。参加者は９名。
今年度の折紙教室作品の展示を３月末から行う予定で
すが、4/1にこれまでの作品の無料講習も予定していま
す。お楽しみに。

写真左は、講演者の
岡田幹治氏
(元朝日新聞論説委員)

写真右は、会場の
一角に設けられた
急ごしらえの幼児
コーナーで講演を
聞く参加者



★ 森に雪が降りました （1/26）

新しく図書コーナーに入った本(H29.11月～H30.2月)
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子供たちの作ったビオネストが
雪のプールになっている

木を渡した橋 森にはこんな所も‥‥ アオジ (結縁寺にて)

その名を知ってからすぐ見つかるようになった
ヤマコウバシ。葉を落とさずにいる。

巨大な鶏の足に見える根っこ！
すっかり“根っこ”観察者

誰もいない森も多くの人が訪れている。

絵本　外国 アンデルセン童話　1　親指姫 アンデルセン 福音館書店
絵本　外国 アンデルセン童話　2　人魚姫 アンデルセン 福音館書店
絵本　外国 アンデルセン童話　3　雪の女王 アンデルセン 福音館書店
絵本　外国 アンデルセン童話　4　絵のない絵本 アンデルセン 福音館書店
文　庫 鉄人のフランス家庭料理 石鍋裕 中公文庫ビジュアル版
文　庫 中国料理のコツ　炒麵・炒飯・粥 松本秀夫 新潮文庫
文　庫 中国料理のコツ　餃子・焼売・春巻 松本秀夫 新潮文庫
文　庫 おかしなお菓子 今田美奈子 角川文庫
文　庫 花の影 平岩弓枝 文春文庫
文　庫 負け犬の遠吠え 酒井順子 講談社文庫
文　庫 農園からの手紙　イラストとエッセイで綴る 玉村豊男 中公文庫
文　庫 日の名残り カズオ・イシグロ 早川書房
文　庫 わたしを離さないで カズオ・イシグロ 早川書房
大人NF 空のかあさま 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局
大人NF さみしい王女 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局
大人NF 美しい町 金子みすゞ ＪＵＬＡ出版局
大人NF 金子みすゞノート 矢崎節夫 ＪＵＬＡ出版局
大人NF ＪＡＬ崩壊　ある客室乗務員の告白 日本航空・グループ2010 文藝春秋
大人NF 済生会物語 堀賢次 社会福祉法人 恩賜財団済生会
大人NF プロ野球の名脇役 二宮清純 光文社新書
大人NF 童謡詩人　金子みすゞの生涯 矢崎節夫 ＪＵＬＡ出版局
大人NF ３シーズン使える　かぎ針編みの羽織もの 安倍美和子 ＮＨＫ出版
実用書 ＮＨＫきょうの料理シリーズ　村上昭子の漬物じょうず 村上昭子 ＮＨＫ出版
実用書 野菜いっぱいのお弁当 検見﨑聡美 家の光協会
実用書 アウトドア・クッキング入門 相賀徹夫 小学館
実用書 ハウスライブラリー愛曜日の料理読本シリーズ①　 荒井政春 ハウス食品工業株式会社
実用書 ル・コルドン・ブルーのフランス料理基礎ノート　Ⅱ ル・コルドン・ブルー東京校 文化出版局
実用書 ミネラル豆乳ダイエット　野菜に含まれるミネラルが効く！ 赤星たみこ 小学館
実用書 郁恵・井森のお料理ＢＡＮ！ＢＡＮ！　レシピ集2 お料理ＢＡＮ！ＢＡＮ！制作スタッフ 幻冬舎
実用書 あ・うんのゴルフ　ゴルファーにも「血液型」があるんです 横田真一　廣戸聡一 ゴルフダイジェスト社
実用書 くらしの豆知識2014　　特集ネット社会を生きる 千葉県環境生活部県民生活課 独立行政法人 国民生活センター

実用書 一個人　「茶の湯」入門 一個人編集部 ＫＫベストセラーズ
実用書 お茶のおけいこ27　裏千家茶道　基本の割りげいこ 阿部宗正 世界文化社
小説　日本 還らざる道　さらば愛しのやくざー前章 安楽隆雄 コアラブックス
小説　日本 斎王の葬列 内田康夫 角川書店
小説　日本 ＬＩＡＲ　 大沢在昌 新潮社
小説　日本 犯罪小説集 吉田修一 角川書店
小説　日本 あとは野となれ大和撫子 宮内悠介 角川書店
小説　日本 黒闇 草凪優 実業之日本社
小説　日本 神様が降りてくる 白川道 新潮社
小説　日本 長いお別れ 中島京子 文藝春秋
小説　日本 空也上人がいた 山田太一 朝日新聞出版
小説　日本 リバース 湊かなえ 講談社
小説　日本 欠落 今野敏 講談社
小説　外国 恋しくて マイリ―・メロイ他　村上春樹編訳 中央公論新社
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★次号（233号）は、3月11日発行予定。

運営協議会・1月度定例役員会(1/14)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12月 ‥‥‥‥ 会 計
④ サザンフェスタ実施報告 ‥‥‥ 事業部副会長
⑤ 事務局連絡事項 ‥‥‥‥‥‥ 事務局長

ヴェレーナシティⅡ管理組合届け出の件、2階ベ
ビーシート入替、壁紙塗装テスト、プレイルー
ムでの異常信号発信 ‥ など(12件)

2．議 題
① H30年度事業計画予算の提出について

‥‥‥‥‥‥‥ 事業部担当副会長
② 利用者アンケート実施について ‥‥ 総務部長
④ クロリティと手のひらバレー開催の件 福祉部長
⑤ 館内飲物提供と、未成年者規定の審議経過

‥‥‥‥‥‥‥‥ 図書部長
⑦ 手芸教室(2回連続)開催の件 ‥‥‥ 文化部長
⑧ 味噌作り開催の件 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 文化部長
⑨ 男性料理教室事業について ‥‥‥‥ 文化部長

・・ 運営協議会からお知らせ ・・
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館内での飲料提供について

★ 昨年10月より実施している「館内窓口での飲料提供

廃止」問題は、その後利用者からも‥なんとかならない

かなぁ‥という声が寄せられていて、役員会では「紙

コップ式自動販売機の導入」を市当局に打診しています

が、来年度の自販機設置に係る設置業者入札内容からは、

依然として「缶入り飲料」専用タイプでの対応となって

おります。

このため、役員会ではセルフサービス方式（窓口にお

湯入りポットを配備し、飲料や容器は各自で持参して戴

く）ことと合わせて、紙コップや粉末

飲料（スティック状に包装されている

飲料）を何種類か窓口で用意しておき、

希望者に頒布する手段で保健上の問題

がクリヤできるかどうか保健所に確認

問い合わせしております。

この頒布手段が行政上容認される形

態であれば、具体的な頒布方法や購入・在庫手段を具体

的に検討していくことにしています。

● 手芸教室【卓上小物入】ー2回連続－ (文化部)

◎ 作業工程が多いので、今回は2回に分けて実施します。

◇日 時 ：2月21日(水)と、3月14日(水) の2回

10:０0～12:00

◇場 所 ：サザンプラザ 2階 調理室

◇講 師 ：中村ひろ子 様

◇参 加 費 ：3600円 (2回分で、2/21に申し受けます)

◇募集人員：14名 (注意：2回共参加できる方です）

● 第44回古本交換市 (図書部)

◇日 時 ：3月18日(日) 10:00～15:00

※ 事前受入れは、3月17日(土)17:00～19:00の期間

◇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・単行本・コミック・

辞書・実用書は、できれば5～6年以内のもの)

※古本がない場合、1冊20円で交換できます。

注(1)：本の買取はしません。

注(2)：変色・汚れ・破れ・書き込み等のある本は、ご遠慮

ください。

● 春のウォーキング＆サイクリング (ふれあい部)

◇日 時 ：3月21日(水、祝日)

◇集 合 ：サザンプラザ に9:00集合

◇行 先 ：★ウォーキング → 結縁寺周辺

◇出発：9:15～12:30頃

★サイクリング

(ママチャリコース) → 佐倉ふるさと広場

◇出発：9:15～帰館は12:30予定

(スポーツバイクコース)→印旛沼・利根川方面

◇出発：9:15～帰館は12:30予定

◇昼 食 ：帰館後、サザンプラザにて提供します

◇参加費 ：100円/一人 (当日、申し受けます）

◇申込み ：3月14日(水)までに窓口、又は☎で受付

未成年者の貸室利用申請について

★ 前月号で取り上げました「未成年者の貸室利用申請」

に係る運用規定の件につきまして、12月と1月の役員会

で検討した結果、

① 「成人規定」自体が社会的に取り上げられている現状

② 窓口での「個人情報特定」に限度があること

‥などを踏まえ、現段階での運用規定の改訂には継続性

に問題があると考えられるので、当面は現行規定のまま

継続することとしました。

● 踊りの会 (福祉部)

恒例となりました福祉部主催の“踊りの会”は、普段サ

ザンプラザでお稽古している皆さんと有志の方々による

“踊り”を楽しんで頂きます。

春うららかなひと時を、お友達と一緒にサザンプラザまで

お出かけください。福祉部一同お待ちしております。

◇日 時 ：3月17日(土) 10:00～12:00

◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室

◇募集人員：30名位

◇参加費 ：100円/一人

※ 申込受付は、3月1日(木) 10時から窓口、又は☎

● 味噌作り (文化部)

毎年恒例の“味噌つくり”です。

我が家1年分を仕込みますので、申込時に希望の仕込みキロ

数を申し出てください。

◇日 時 ：3月4日(日) 9:30 (サザンプラザ出発)

◇場 所 ：白幡「手くら」直売所の作業所

◇募集人員：12名 (自力で現地集合可能な方は定員増可能)

◇参加費 ：1､000円（2kgの出来上がり味噌代金）

(500円/kg)プラスで追加購入可。

※ 申込受付は定員に達し次第、締め切ります。


