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★5月の休館日 9日(木曜)、23日(木曜)
★6月の休館日13日(木曜)、27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

★臨時休館日のお知らせ★ 来る7月12日(金)は、
特定検診会場になりますので“休館日”となります

平成から令和の時代を架けて
空高く泳ぐコ鯉ノボリ（草深にて）

◎ サザンプラザ前にある原山中学校脇の遊歩道を250m程進むと、
そこは芝生や木立の“緑のグラデーション”の世界が広がる
「花の丘公園」です。
サザンを訪れた折に、チョット足を延ばしてみませんか。

★ 第23回・通常総会開催のお知らせ ★
★ サザンプラザ運営協議会々則・第9条の規定により、第23回(令和
元年)の総会を来る6月9日(日)、午前10時よりサザンプラザ2階多目
的室で開催すること決定しました。2019年4月1日現在の役員、運
営委員(総会構成委員)の方には、近日中に「総会議案書」をお届けい
たします。総会では、前年度の事業及び会計収支報告、および本年度
の事業計画と予算案・会則の改正案、役員選任などを審議して戴きま
すので、よろしくご出席の程、お願い申し上げます。

中央駅南地区の人口と世帯数 (H31年4月末現在)
サザンプレス
地 区
人 口 世帯数
配布部数

内野地区
3,538
原山地区
3,725
戸神台1丁目 3,107
高花地区
5,586
計
15,956

1,805
1,499
1,126
2,331
6,761

1,635
1,382
785
1,388
5,190
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★ 優勝者は、昨年春の大会で
優勝した「黒崎貞雄さん(高
花)」が、今回もベストスコ
アで連続優勝しました。

グラウンドゴルフ大会

(福祉部)

★ 4月20日(土)、多田羅田公園グラウンドに参集した34名
の腕自慢プレイヤー。
定刻9:30スタートから、途中で水分補給や糖分補給を忘

クロリティ・ダーツ・ビンゴ
ゴ大会

れずに摂り、3ラウンドを見事にこなした全員が満足
感を味わっていました。
今回も高花地区からの参加者が多かったようです。

(福祉部)

★ 5月11日(土) 午前10時から多目的室には熱気があふれ
ていました。
クロリティ・ダーツ・ビンゴの3種類のゲームを楽しむ
方々の意気込みが伝わってきます。
3種目が終わっての成績優秀者には、菅原福祉部長よ
り賞品が渡されていました。 （参加者：27名）

手芸教室(サンバイザー）
4月17日(水)、2019年度
第1回の手芸教室は7名の
参加で実施。
今回の作品はサンバイ
ザー。時間に仕上がるよう、
先生が下拵えしてくださっ
た生地を選び、縫い合わせ。

（文化部）

図書コーナーだより（今月の1冊）
『おとのさま、でんしゃにのる』
中川 ひろたか・作 田中 六大・絵 〔佼成出版社〕

★ 乗り物に乗るのは楽しいです。
初めて乗るなら尚更です。
お城の上から見つけた
電車に、お殿様が
「あれに乗りたい」
と思って、三太夫と一緒
に初めて乗ったお話です。
初めてなので間違って
ばかりなのに、お殿様は
共布の花も作りまし
とても楽しかったようで
た。華やかな仕上が
りに気分がウキウキ。 す。
お殿様のいろんな失敗
外出が楽しみです。
に、子供達が大笑いしま
す。
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～ 新しく図書コーナーに入った本 ～
絵本 外国
絵本 日本
絵本 日本
絵本 日本
絵本 日本
絵本 日本
絵本 日本
絵本 日本
絵本 日本
絵本 日本
絵本 日本
児童書
ヤングアダルトNF
文 庫
文 庫
文 庫
文 庫
文 庫
文 庫
文 庫
文 庫
文 庫
文 庫
大人NF
大人NF
大人NF
実用書
旅⾏書
小説 日本
小説 日本

（図書部）

スタンリーちいさな火星人
アンパンマンとはじめよう︕ アンパンマンとげんきにあいさつ
アンパンマンとゆうえんち
アンパンマンはじめまして ぼく、アンパンマン︕
アンパンマンをさがせ︕ ミニ②
インコの手紙 完全版
げんきにあいさつ
幼児のかがくずかんぷちか はなまるきっずプチカ はるのいきものずかん
ひとりでうんちっち
こどものとも01２ ちゅうちゅう ちゅちゅちゅ
おしりたんてい ププッ ゆきやまのしろいかいぶつ⁉
アチチの⼩⻤
勉強するのは何のため︖
居眠り磐⾳江⼾双紙 番外編 跡継ぎ「居眠り磐⾳江⼾双紙」読本
居眠り磐⾳江⼾双紙①〜㉔
シャイロックの子供たち
⻘⽊学院物語
億男
男⿅・角館殺しのスパン
何度でも⾔う がんとは決して闘うな
鄙の記憶
みかづき
あなたの人生、片づけます
東電帝国その失敗の本質
妻のトリセツ
サラリーマン川柳 やみつき傑作選
キャッシュカードがあぶない
わがまま歩き2 アメリカ⻄海岸 ロサンゼルス ラスベガス サンフランシスコ
伊良湖岬殺⼈⽔道
皇⼥の霊柩

サイモン・ジェームス

やなせたかし
やなせたかし
やなせたかし
やなせたかし
あきばたまみ
やなせたかし
ポップス
村田エミコ
トロル
岡田淳
苫野一徳
佐伯泰英
佐伯泰英
池井⼾潤
山口小夜
川村元気
⻄村京太郎
近藤誠
内田康夫
森絵都
垣谷美雨
志村嘉⼀郎
⿊川伊保⼦
やくみつる他選
柳⽥邦男
ブルーガイド
梓林太郎
内田康夫

あすなろ書房
フレーベル館
フレーベル館
フレーベル館
フレーベル館
経済界
フレーベル館
学研
永岡書店
福音館書店
ポプラ社
偕成社
⽇本評論社
双葉⽂庫
双葉⽂庫
文春文庫
アルファポリス文庫

文春文庫
文春文庫
文春文庫
幻冬舎文庫
集英社文庫
双葉社
文藝春秋
講談社
NHK出版
文藝春秋
実業之日本社
光文社
新潮社

★ 連休に入って間もなく、急遽の
申し出を戴き1階ギャラリーで、
「盆景風・寄せ植え展」が披露され
ました。

手盆景風・寄せ植え展
ギャラリーにて開催

★ 4月29日から5月7日までの9日
間でしたが、普段何気なく見ている
草花も、盆景風に手を加えて仕上げ
ることで独特の雰囲気を醸し出す世
界を作り上げていました。

インザイ面白いこと発見！

《３》

プレールカフェ
URL http://tuku-shinbo.com/cafe.html

オオデマリの白い花に囲まれた
入り口を一歩足を踏み入れると
そこは異世界だった！地中海の
小島の路地に迷い込んだような
不思議な感覚。レンタルファームとカフェとお花屋
さんで始まったプ
レールも雑貨屋さ
んお菓子屋さんと
増え、アノ店・こ
の店と楽しみが増
えたみたい。
(武西にて( y & y )
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(ふれあい部)

毎回ご好評を戴いているパークゴルフ大会です。
今回は土曜日に開催。464号沿い(カインズの隣)の「泉
公園パークゴルフ場」で開催します。
初心者の方も大歓迎で、貸出用の道具もありますよ。
賞品も用意してお待ちしています。
◇日 時 ：5月25日(土) (現地集合 9:30）
※ 10時スタート 18ホールストロークプレー
※ 予備日は、5月26日(日)
◇場 所 ：印西市泉公園・パークゴルフ場
◇募集人数：50名（初心者大歓迎です。)
◇参加費 ：100円（当日、会場で申し受けます)
◇受付開始と締切：4/15(月)10:00 ～ 5/18(土)
◇施設使用料：今年度よりサザンプラザ主催の場合、事
前申請で施設使用料が減免(免除)対象となりました。

● 第1回 歌声喫茶

(文化部)

誰でも歌える童謡、唱歌、フォークソングなど、進行
役のリードで歌いましょう！
◇日 時 ：5月25日(土) 14:00 ～ 16:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇募集人数：40名
◇お申込み：要事前申込(☎申込可)、空アリの場合のみ
当日受付可。
◇参加費 ：100円(当日会場で申し受けます)

● 歴史散歩

(文化部)

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

● パークゴルフ大会

“多聞院 ～頼政塚 ～結縁寺 ～厳島神社”を案内人と
共に歩きます。(約：7km 小雨決行)
◇日 時 ：6月 2日(日) 集合：9;15～12:00
◇集合・解散場所：船穂コミュニティセンター
※ サザンプラザより送迎は 10名まで受付
◇対 象：船穂コミセンまで自力で行けて7km歩ける人。
（子どもは、小学生以上で保護者同伴）
◇参加費 ：200円/一人 (当日、申し受けます)
◇案内人 ：印西歴史愛好会の人

● 折り紙教室(キャンディボックス)

(文化部)

◇日 時 ：6月 2日(日) 10:00～12:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 集会室②
◇募集対象：一般。一人で折紙を折れる子供のみ参加可
◇参加費 ：２00円(当日、申し受けます)

● 第3回・手芸教室（バネ口(クチ)ポーチ）

(文化部)

◇日 時 ：6月 19日(水) 9:30～12:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 集会室②
◇募集人員：10名程度
◇参加費 ：1,800円(当日、申し受けます)
◇講 師 ：中村ひろこ先生

☆ 訂正とお詫び ☆
◆ サザンプレス前月号(通巻：No.242号)の2面に記載し
た「図書コーナーだより(今月の本)」で、紹介した本の題
名を「絶望キャラメ」と誤記してしまいました。
正しくは「絶望キャラメル」です。ここに、訂正の上お
詫びいたします。

● “カラオケ”と“踊り”

(福祉部)

カラオケを歌いながらお茶を飲んで、楽しいひと時を
過ごしませんか?（9月にはカラオケ大会を予定）
お茶と茶菓子を用意してしますので、散歩がてらサザ
ンに足を運んでみてはいかがでしょうか。
◇日 時 ：6月15日(土) 10:00～13:00
◇場 所 ：サザンプラザ 2階 多目的室
◇募集人員：30名
◇参加費 ：100円(当日、申し受けます)
◇申込受付：6月1日、10時より窓口、又は☎で受付

・・ 運営協議会からお知らせ ・・
サザンプラザ
多目的室のカラオケ機器利用について
◎ 予約受付 ：4月15日(月) 10:00より受付開始
◎ 利用開始日：5月1日(水)よりご利用できます。
《注意事項》
・多目的室のみ受け付けます。
・古い装置のため、音声、映像などに不具合が生じること
があります。
・上記の場合にも、使用料金の返却は致しません。
・「集会室②」については、5月19日(日)より使用開始を
予定しています。

斉賀総務部長・退任のお知らせ
★ 平成30年度サザンプラザ運営協議会・管理部斉賀総
務部長が、一身上の都合により3月31日付をもって退任
されましたのでお知らせいたします。
(お疲れさまでした)
なお後任には会則規定に則り、樋口管理部副会長が担
当しております。

運営協議会・５月度定例役員会(5/12)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31年4月) ‥‥‥‥
会
計
④ 事務局連絡事項
‥‥‥‥‥‥ 事務局長
2019年度指定管理料入金、グリーンカーテン設
置申請、東京パラ種目強化のミーティング会場
と当館貸室関連、カラオケ機器点検と一部利用
開始、市の監査実施、元号・西暦使用の表示、
‥‥‥‥ など(13件)
2．議 題
① 2019年度総会開催と懇親会 ‥ 管理部副会長
※ 会則改正案(委員会答申)について
② 電話交換機保守契約 ‥‥‥‥‥ 管理部副会長
③ パソコンのネットワークサポート
契約について ‥‥ 管理部副会長
④ 会則改訂(案)について ‥‥‥‥ 管理部副会長
⑤ カラオケと踊りについて ‥‥‥‥‥ 福祉部長
⑥ 図書館本返却と貸出作業 ‥‥‥‥‥ 図書部長
⑦ 第3回手芸教室
‥‥‥‥‥‥‥‥ 文化部長
⑧ 第2回折り紙教室 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 文化部長
⑨ 歴史散歩(再提案） ‥‥‥‥‥‥‥ 文化部長
★次号（244号）は、6月9日発行予定。

