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9:00am ～ 9:00pm
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休館日の

お知らせ
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★6月の休館日14日(木曜)、27日（水曜-臨時休館）、28日(木曜)

★7月の休館日12日(木曜)、26日(木曜)

中央駅南地区の人口と世帯数 (H30.5月末現在)

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

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

平成30年・サザンプラザ評議会開催のお知らせ

★ サザンプラザ運営協議会々則・第43条の規定により、平成30年

度の「評議会」が下記日程で開催されます。

日 時：7月15日(日) 午前10時より

場 所：サザンプラザ・2階・多目的室

※ 評議員の皆様には近日中に開催のご案内状をお届けさせていただ

きますので、万障お繰り合わせの上ご出席頂けますようお願い申し上

げます。30年度評議員方々のお名前は、2面に掲載いたします。

第22回・通常総会開催
役　職 氏　名 地 区

会　　長 好川八重子 内　野

筆頭副会長 武井　 正和 高　花

事業部副会長 楮畑    　博 内　野

管理部副会長 樋口　 宗司 戸神台

会　　計 佐藤　 康夫 高　花

会　　計 勝丸　 眞次 原　山

総務部長 斉賀   勝利 原　山

広報部長 粕谷　 　茂 高　花

文化部長 榎戸　 洋子 原　山

図書部長 長野　 美代 原　山

福祉部長 菅原 　つな 内　野

ふれあい部長 小菅　 賢太 高　花

監　事 川合　　 博 内　野

監　事 花本　 猶光 高　花

夏のふれあいの日

８月４日(土)開催予定
★ マジック
★ 日本のフォークソング１５年史
★ ベイブレード大会
★ オセロ大会
★ 将棋大会
～ そうめん試食 ～

★ バルーンアート
★ 科学ふしぎ発見！
★ 歌声喫茶

科学大好き・

ものつくり好きな

子供は集合！

※ 詳しくは、次号のプレスで紹介します

地　区 人　口 世帯数
サザンプレス

配布部数

内野地区 3,537 1,775 1,665

原山地区 3,801 1,514 1,382

戸神台1丁目 3,100 1,111 785

高花地区 5,443 2,236 1,398

計 15,881 6,636 5,230

(ミュージックサロン風）

サザンプラザ運営協議会では、6月10日(日)午前10時

より多目的室において「第22回通常総会」を開催。

前年度の活動・収支報告・監査報告を承認した後、

平成30年度の予算案・活動計画など、すべての議案を承認確認しております。

新役員には、好川前会長の留

任と右表に示す役員が選任さ

れました。

※ 総会で承認された前年度収

支報告並びにH30年度予算案

の内容は、2面に掲載してあり

ます。またH30年のコミュニ

ティ醸成事業内容は、次号の

プレス紙面に掲載いたします。

好
川
八
重
子

会
長

作品を
プレゼント
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図書コーナーだより（今月の1冊）

『面白くて 眠れなくなる 理科』
左巻 健男 ＰＨＰ文庫

知ることは楽しい。

タンポポの茎が、葉の付け

根から地面までの短いものと

は知らなかった。

踏まれても葉がちょっと傷

むだけで生き延びられるとい

う。

そんな身の回りの自然のふ

しぎを、本書は“生物・化

学・物理・地学”にわたって

解説している。

‥‥眠くならない本です。

クロリティ/ダーツ/ビンゴ大会 (福祉部)

★ 5月19日、多目的室では、福祉部主催の室内プレー(クロリ

ティ/ダーツ/ビンゴ大会)

が行われ、参加者(25名)

の熱気であふれていました。

平成30年度サザンプラザ評議会委員
（敬称略） （単位：円）

30年度予算 29年度実績 備　　　　　　　考

25,556,000 25,449,000 前期分 (4/19入金　13,000,000円)

25,556,000 25,449,000

（単位：円）

30年度予算 29年度実績 備　　　　　　　考

13,242,000 12,913,415
基本人件費、職員研修費、

有給休暇費、労災保険等

13,242,000 12,913,415

光熱水費 2,758,000 2,574,772 電気、ガス、水道、下水道、電話、ＮＨＫ

消 耗 品 400,000 469,400 事務用消耗品、施設用消耗品

役 務 費 842,000 657,416
通信運搬費、振込手数料、保険料、

コピー保守等、ゴミ処理費、プロバイダー

そ の 他 16,000 113,832 事業管理費、CATV、その他

4,016,000 3,815,420

1,099,000 1,057,610 サザンフェスタ、ふれあいの日(夏・春）等

1,099,000 1,057,610

5,306,000 5,124,290
総合管理、自家用電気工作物点検、

警備、空調設備保守点検、施設修繕等

5,306,000 5,124,290

23,663,000 22,910,735

1,893,000 942,400

25,556,000 23,853,135

- 1,595,865 ※ 残高全額は印西市に返納

小　計

人 件 費

管理

運営

費

２．支　出

項　　　目

収支（残高）

指定管理経費合計

合　　　計

指定管理料

１．収　入

消 費 税

小　計

小　計

小　計

合　　　計

施設管理費

コミュニティ醸成事業費

項　　　目

平成30年度サザンプラザ管理委託事業費予算

～利用者団体の会・全体会開かる～

★ 5月27日(日)、午後より多目的室ではサザンプラザ利

用者団体の会“全体会”が

開かれ、前年の活動報告や

新年度の活動内容について

意見交換をしております。

なお、新年度の役員は

以下に示す通りです。

代 表 林さん(不器用な仲間達)

副代表 卯野木さん
(カントリーダンス印西)

書 記 畑さん(ホオナネア)

会 計 園井さん(友遊会)

監 事 橋口さん(ひまわり会舞踊部)

顧 問 楮畑さん

(ジャズボーカルグループ スイング レディース)

★ 3種同時進行なので、クロ

リティを楽しむ時間が少し物

足りなかったようでした。

代表者 代表者所属団体名

小川　　滿 内野中央団地自治会

江川　貞夫 内野東団地自治会

河合　謹爾 内野南第二団地町内会

村上　たみ子 内野西団地自治会

原澤　良知 原山町内会

森下　准至 原山中央自治部会

朝川　義和 原山西町内会

織田　正己 コロネード原山町内会

星　　正樹 原山花の丘自治会

後藤　敏弘 高花一丁目自治会

田中　　明 ルミナス高花町内会

谷本　　忠 高花二丁目北自治会

栗木　敏隆 高花三丁目自治会

正谷　隆男 高花四丁目町内会

加藤　俊男 高花五丁目自治会

浅野　幸頼 高花六丁目西自治会

長﨑　秀夫 高花六丁目東自治会

飯島　　清 高花町内会

宮野　悟朗 戸神台東自治会

北村　洋一 戸神台自治会

大塚　直子 草深砂久保自治会

ローレルスクエア千葉NT中央自治会

菅沼　敏裕 ブライト町内会

澤根　孝之 内野小学校校長

松本　博幸 原山小学校校長

石橋　博之 高花小学校校長

関根　寿典 原山中学校校長

山本　正之 船穂中学校校長

小林　康子 内野小学校ＰＴＡ会長

江藤　昌子 原山小学校ＰＴＡ会長

高松　明美 高花小学校保護者と教職員の会々長

沼野　しのぶ 原山中学校父母と教職員の会々長

高崎　美由紀 船穂中学校ＰＴＡ会長

民生委員 志賀　泰次郎 NT中央南地区民生・児童委員(協)会長
(社福祉)

 協議会

山下　順三 印西市(社・協)NT中央南支部長

松本　雅明 青少年相談員　（内野）

久保　　聡 青少年相談員　（原山）

大野　善弘 青少年相談員　（高花）

防犯 平井　健男 印西市防犯組合　中央駅南支部長
交通

指導員

引田　智子 交通指導委員中央南地区連絡責任者

利用者

団体の会

林　　武志　 利用者団体の会代表

自

治

会

長

　

・

　

町

内

会

長

学

　

校

　

関

　

係

青少年

相談員



★梅雨入り直前の森はヒミツがいっぱい。
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ナルコユリの葉にとどまる雨粒

根っこにからみつく
テイカカズラ

ムラサキシキブの花

クモの巣 鋤き込まれた畑にトリたちが集まっている

ドクダミの群生

雨に濡れたモミジ

～ 図書コーナーに新しく入った本 ～ （図書部）

絵本　日本 スープになりました 彦坂有紀 講談社

絵本　日本 ロケット発射場の一日 いわた慎⼆郎 講談社

絵本　日本 なんにもせんにん 唯野元弘 すずき出版

絵本　日本 だるまちゃんとキジムナちゃん 加古⾥⼦ 福音館書店

宗像市世界遺産

　登録推進室

おもしろい︕進化のふしぎ

　      ざんねんないきもの事典

おもしろい︕続　進化のふしぎ

　      ざんねんないきもの事典

ヤングアダルトNF おとなになるってどんなこと︖ 吉本ばなな 筑摩書房

山中伸弥先生に、人生と 山中 伸弥

　　　IPS細胞について聞いてみた (聞き手・緑慎也)

ヤングアダルトNF 君の名は。 新海誠 KADOKAWA

12歳からの読書案内

　　　多感な時期に読みたい100冊

「がんもどき」で早死にする人、

　　　「本物のがん」で⻑⽣きする⼈

ホーキング、宇宙を語る スティーヴン・

　　　ビッグバンからブラックホールまで 　W・ホーキング

迷ったとき、悩んだときの

　　　　　　　ニャンダフル︕100名⾔

大人NF 秋田犬 宮沢輝夫 文藝春秋

文　庫 ルーズヴェルト・ゲーム 池井⼾潤 講談社文庫

文　庫 棄霊島　上 内田康夫 文春文庫

文　庫 棄霊島　下 内田康夫 文春文庫

文　庫 犬がくれた「ありがとう」の涙 篠原淳美 文庫ぎんが堂

文　庫 ⻄の魔⼥が死んだ 梨⽊⾹歩 新潮文庫

文　庫 特急「北⽃１号」殺⼈事件 ⻄村京太郎 講談社文庫

文　庫 高山本線殺人事件 ⻄村京太郎 講談社文庫

文　庫 蜩ノ記 葉室麟 祥伝社文庫

文　庫 犯人のいない殺人の夜 東野圭吾 光文社文庫

文　庫 三⾯記事の男と⼥ 松本清張 角川文庫

文　庫 虚線の下絵 松本清張 文春文庫

文　庫 ⾯⽩くて眠れなくなる理科 左巻健男 PHP文庫

文　庫 面白くて眠れなくなる数学 桜井進 PHP文庫

子ども NF

子ども NF

ヤングアダルトNF

今泉忠明

今泉忠明

高橋書店

子ども NF 海の⺠宗像　－⽞海灘の守り神ー 梓書院

ヤングアダルトNF ⾦原瑞⼈

大人NF 近藤 誠

高橋書店

幻冬舎文庫

すばる舎

講談社

大人NF 早川書房

大人NF ネコまる編集部 ⾠⺒出版

実用書 NHK婦⼈百科　モダン刺し⼦集 吉田英子 NHK出版協会

旅⾏書 たびまる①　北海道 MAPPLE 昭文社

旅⾏書 たびまる③　東北 MAPPLE 昭文社

旅⾏書 たびまる⑫　信州 MAPPLE 昭文社

旅⾏書 たびまる⑯　京都 MAPPLE 昭文社

旅⾏書 たびまる㉓　四国　淡路島・⼩⾖島 MAPPLE 昭文社

旅⾏書 たびまる㉔　九州 MAPPLE 昭文社

旅⾏書 たびまる㉙　沖縄 MAPPLE 昭文社

地球の歩き⽅2016〜17 「地球の歩き方」

　　　　　　　　　　　　A01 ヨーロッパ 　　　　　編集部

地球の歩き⽅2017〜18 「地球の歩き方」

　　　　　　　　　　　　B01 アメリカ 　　　　　編集部

地球の歩き⽅2017〜18 「地球の歩き方」

　　　　　　　D09 香港 マカオ 深圳 　　　　　編集部

地球の歩き⽅2018〜19 「地球の歩き方」

　　　　　　　　　　　　D12 韓国 　　　　　編集部

地球の歩き⽅2018〜19 「地球の歩き方」

　　　　　　　　　　　　D17 タイ 　　　　　編集部

地球の歩き⽅2018〜19 「地球の歩き方」

　　　　　　　　　　D20 シンガポール 　　　　　編集部

旅⾏書 わがまま歩き　4　ハワイ ブルーガイド 実業之日本社

小説　日本 教場　２ ⻑岡弘樹 小学館

小説　日本 死のスケジュール天城峠 ⻄村京太郎 角川書店

小説　日本 ⻄郷どん︕　上 林真理⼦ 角川書店

小説　日本 ⻄郷どん︕　中 林真理⼦ 角川書店

小説　日本 ⻄郷どん︕　下 林真理⼦ 角川書店

旅⾏書 ダイヤモンド社

旅⾏書 ダイヤモンド社

旅⾏書 ダイヤモンド社

旅⾏書 ダイヤモンド社

旅⾏書 ダイヤモンド社

旅⾏書 ダイヤモンド社

パークゴルフ大会 (ふれあい部)

★ 5月23日、NPGA公認

コースの「泉公園パーク

ゴルフ場(印西市泉野)」で、

1ラウンドのパークゴルフ

大会を催し、春の新緑を

楽しみました。

参加者は17名。
写真は、過年の模様です。
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★次号（237号）は、7月8日発行予定。

運営協議会・5月度定例役員会(5/13)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30年４月) ‥‥‥‥ 会 計
④ 事務局連絡事項 ‥‥‥‥‥‥ 事務局長

調理室掃除機破損、自販機入替設置、職員採用面
接、受水槽周りに赤ダニ発生と処理、
内部監査と市の監査 ‥‥‥‥ など(16件)

2．議 題

① 第22回総会運営について ‥‥‥‥‥ 総務部長
② 手の平バレー/クロリティ開催 ‥‥‥ 福祉部長
③ カラオケと“踊り”開催 ‥‥‥‥‥ 福祉部長
④ 図書館本返却・選書・貸出作業 ‥‥ 図書部長
⑤ 単発手芸教室(結び紐) ‥‥‥‥‥‥ 文化部長
⑥ 文化部の歌声喫茶事業について‥‥ 事業部副会長
⑦ 調理室の使用制限規則について‥‥ 事業部副会長

・・ 運営協議会からお知らせ ・・

～
～

～
～

～
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～
～

～
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～
～
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★ 臨時休館日・振替休館日のお知らせ ★

★ ６月27日(水)は、通常開館日となっており

ますが、当日、及び翌28日（木曜日）が印

西市の「特定集団健康診断会場」となってお

りご利用いただくことができません。

このため、6月27日(水)を臨時休館日とさせ

ていただきますのでご周知ください。

★☆ サークルからのお知らせ ☆★

★ 8月の休館日では、例年のとおり8月15日(水)を臨時休

館日とさせていただき、加えて8月9日(木)の定例休館

日を開館日とし、8月14日(火)を振替休館日に変更させ

ていただきますのでご周知ください。

(8/14 ＆ 8/15が連続休館日となります)

● 手のひらバレー・クロリティを楽しむ (福祉部)

座ってできる軽い運動“手のひらバレー”で体をほぐ

してください。

皆さん大好きなクロリティも楽しみましょう。

◇日 時 ：7月21日(土) 10:00～13:00

◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室

◇募集人員：25名程度(受付開始：7月1日 10時より)

◇参加費 ：無料

● 夏休みにおすすめの本展示 (図書部)

今年も“夏休みにおすすめの本展示”を行います。

気に入った本を選んで、ゆっくり読んでみましょう!

◇展示期間：7月23日(月) ～ 8月6日(月)

◇場 所 ：サザンプラザ 1階 ギャラリー

※ 夏休み読書感想文や、

自由研究に役立つ本

などを展示しています。

※上記展示期間終了後は、

図書コーナーに陳列展示

しています。

● ＜書道体験教室＞ (墨友会)

“いろは”を、小筆で書いてみませんか！

◇日 時 ：6月25日(月) 10:00～12:00

◇場 所 ：サザンプラザ

◇募集人員：4～5人

◇対 象 ：60歳以上の女性

◇参加費 ：無 料

※ 用具は、ご持参ください。

※ 詳細・問合せ先：0476-47-3342 （吉水）

第35回 印西NT夏祭り開催のお知らせ

★ 内野・原山・戸神台地区の自治会では、今年も多々羅

田公園で加藤氏(内野南第一団地管理組合)を実行委員長

とし、11団体が参加する第35回印西ニュータウン夏祭

りを8月25日(土)に開催することを決定しました。

実行委員会では、祭り会場での模擬店出店について、

下記要領で出店者申込を募集します。

【模擬店募集について】

・ニュータウン及び近隣でサークル活動を行っている団

体(原則として5名以上の参加)

※個人での参加はできません。

・やぐらの飾り付け(3名以上)、後片付け(2名以上)に参

加できること

・出店費用は、7,000円です。(間口：5m)

※ 間口を1m広げ、出展費用を 2,000円値上げさせて

いただきました。ご注意ください。

・詳細は、申込用紙をお読みください。

(申込用紙は、サザンプラザ2階掲示板か、各自治会の

夏祭り実行委員にあります。)

・応募多数の場合は、抽選になる場合があります。

★ 夏のふれあいの日 開催に伴う
貸室利用の制限について ★

★ 8月4日（土）は、サザンプラザ・夏のふれあいの日行事

開催に伴い、「貸室は、終日利用不可」となります。

また、図書コーナーのご利用は

「9:00～17:00」の時間がご利用いただけませんので、ご

了承ください。

写
真
は

過
年
の
展
示
風
景

原山小・２年生児童が職場見学で来館

★６月７日(木)、サザンプラザに賑やかな声が響きました。

原山小学校の２年生

(３７名)が、「わたし

たちの町はっけん」で

地域の施設や商店に

興味を持ち、働いて

いる方々に親しみを

もったり、気づいた

りする学習で訪れた

もので、熱心に見学

していました。


