2019 年 4 月 20 日号

✿あそぼう会で遊ぼう✿
桜台保育園では、おうちの方と一緒に保育園で遊んでいただける“あそぼう会”を
開いています。
戸外では、砂遊びやすべり台、コンビカー等の遊具やいろいろなおもちゃで遊んで
ください。
あそぼう会専用の部屋（くま組）がありますので、室内で絵本を見たり、おもちゃで
ゆったり遊んだりもしていただけます。
保育園の園児と一緒に遊んでいただいてもいいですよ！

おしらせ さくらは、『さくらコム』の市民センターのページでもご覧いただけます。
センター講座

◇5 月開催日◇
9 日、16 日、23 日、30 日

材料費
600 円

☆日 時 ５月２２日（水） １０：００～１３：００
☆場 所 桜地区市民センター 2 階 調理室
☆定 員 ２０名（定員になり次第、締め切ります）
☆持ち物 エプロン、三角巾、ふきん、台ふき
☆講 師 桜ヘルスメイトのみなさん
☆申込み開始 5 月 8 日（水）９：００～
☆申込み先 桜地区市民センター ３２６－２０５１

募集人数
1人
☆職務内容

地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務

☆任

令和元年 7 月 16 日から令和 2 年 3 月 31 日（再任用する場合もあります）

☆勤 務 地 日永地区市民センター（四日市市日永西三丁目 2 番 18 号）
平成 31 年 4 月 22 日（月）から 5 月 20 日（月）（必着）
※受験資格、応募方法等詳しくは市民生活課までお問合せください。
☆問合せ先

回
覧

四日市市役所

市民生活課 ３５４－８１４６

桜台保育園

３２６－４６８１

親子で遊びに

来てね!
『チェリークラブ』は、桜幼稚園の遊ぶ会の名前です。
園行事のある時やその直前、夏休み・冬休みはお休みになります。
チェリークラブ（あそび会）のお部屋は、平屋の建物です。

５月

※駐車場は南側駐車場をご利用ください。

☆募集期間

問合せ先

〔9：30～11：30〕

✿チェリークラブ✿

【メニュー】
◎主菜 めかじきソテー ラタトゥイユソース ◎副菜 ほうれん草の切り干し大根和え
◎汁物 ミックスビーンズとキャベツの味噌ミルクスープ ◎デザート かぶせ茶のプリン

期

毎週木曜日

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い

水曜日

8 日（水）
１５日（水）
２２日（水）
２９日（水）

〔10：00～11：30〕

ポップ

ふれあい遊び・読み聞かせ
ふれあい遊び・5 月誕生会
問合せ

桜幼稚園

３２６－１５３３

のびっこ

障害のある子どもたちが、親やボランティアさんといろいろな活動を楽しみます。
気軽に参加してみませんか。

本市では、602 人（定数）の民生委員・児童委員と主任児童委員が活動しています。
民生委員は、住民の中から選ばれたボランティアで、厚生労働大臣から委嘱されています。
また、児童委員は、児童福祉法によって民生委員が兼ねており、主に児童福祉問題を担当
する主任児童委員がいます。
民生委員・児童委員、主任児童委員は自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する
区域で、住民の生活上のさまざまな相談に応じています。
行政をはじめ、適切な支援やサービスへの「つなぎ役」として、さまざまな活動に取り組
んでいます。福祉に関する悩みがある人は気軽にご相談ください。
☆問合せ 四日市市役所 健康福祉課 ３５４－８１０９ ＦＡＸ３５９－０２８８

◆桜花台ふれあいサロン
桜花台コミュニティセンター
２日（木） お休みです
２３日（木） １０:００～１１:３０
健康体操，おしゃべりサロン

◆ミニディサービス「ともだちの和」
桜台第一会館
８日（水） １０:００～１2:００
２３日（木）

◆桜南ほかほかクラブ
桜町南公民館
１６日（木）

９:３０～１１:３０

◆智積第 6 いきいきサロン

4 月号
まず皆様にご報告させていただくことは、平成３０年度卒業生も国公立大学に４０人の合格を出すこと
ができました。
私立大学、短期大学、専門学校等においても、多くが第１志望合格を果たしました。公務員など就職し
た生徒もいます。それぞれが新しい場所で新しい春を迎えていることと思います。詳細は後日、ホームペ
ージに掲載させていただきます.。
次に本校は今年度から全ての学年で７クラスとなります。生徒や教員は若干減少しましたが、活力ある
学校となるよう日々を充実させていきたいと考えています。地域の皆様のご理解とご支援を引き続き賜り
ますよう、よろしくお願いいたします。
さて、今年度は桜地域の方々（
『おしらせ さくら』の配布地域）を対象として５月１１日（土）の午前
９時～１１時頃まで本校の校舎内を見学していただく機会とします。
ぜひ西高校の様子を直接ご覧いただきご感想をいただきたいと考えています。当日は事務室横に受付を
設けさせていただきます。
この日は１１時３０分ころから午後のＰＴＡ総会の準備をしますので生徒は１１時過ぎに下校させよう
と計画中です。
なお、天気が心配ではありますがご来校の際は徒歩にてお願いします。くれぐれもお車でのご来校はご
遠慮ください。生徒の交通安全及び交通整理に教員を配置できない事情、さらに今回はあえて『地域の方々
への学校公開』という趣旨をご理解下さい。
３月末日 記
☆問合せ先 四日市西高等学校 ３２６－２０１０

四日市友の会
２１日（火） １３:３０～１４:３０

◆一色いきいきサロン
桜町一色第一公会所
２２日（水） ９:３０～１１:３０

◆山上いきいきサロン
桜町山上公会所
２日（木）
９:３０～１１:３０
１０日（金） １３:３０～１５:３０

◆ほっとカフェ“ぽかぽか”
桜町南公民館
７日（火） １４:００～１６:００

◆桜台三丁目交流サロン
桜台第二会館
※下記参照
１５日（水） １３:３０～１５:３０

◆桜台バドミントンクラブ
桜台小学校 体育館
毎週木曜日 １９:００～２１:００
毎週日曜日 １３:００～１６:００

◆桜台ＰＣサロン
桜台第三会館
１２日（日） １３:００～１５:００
２６日（日）

◆さわやかイキイキ教室
桜ヶ丘集会所
毎週月曜日 １０:００～１１:００

◆桜ボランティア協会「駅前憩の家」
桜ボランティア協会事務所
毎週火曜・木曜 ９:３０～１１:３０
毎週金曜
９:００～１１:３０
２日（木）
、３日（金）はお休みです。

桜台
５月のサロンは、四日市博物館に出前講座をおねがいしています。
昭和３０年から４０年の四日市の映像をプロジェクターで大型スクリーンに投影して観ます。
多数の方のご参加をお待ちいたします。
☆日 時 ５月１５日（水）１３：３０～１５：００

【譲ってください】
○桜中学校女子制服 夏冬上下（２Ｌまたは３Ｌ） ○圧力なべ（取扱い説明書付）
○四日市工業高校 女子制服（170cm） ○四日市南高校 男子ブレザー（175Ａ）
○菰野高校 女子制服上下（150～160cm） ○馬場鞍
○小学校 男児スクール水着（150～160cm） ○桜中学校 ジャージ上下（Ｌ）
【譲ります】
○学習机（鍵なし・男子用）椅子（座面青）
○四日市商業高校 女子制服一式（夏冬）
○犬用サークル（室内用 78×80×108）
○ベビーカー（コンビ） ○五月人形（段飾り）
○四日市南高校 女子制服
（上着 155～160、スカート W66 丈 51 夏冬）

☆掲載期間は３ヶ月です。
☆交渉は当人同士で行なって
いただきます。
☆交渉結果及び掲載の必要が
なくなった場合も必ず、市民
センターまでお知らせください。

☆場 所 桜台第二会館（駐車場あり）
☆内 容 映像で観る昭和の四日市

◇実施日時

５月１５日（水）１１：００ころから数分程度

●地域住民の皆さんに参加していただく訓練ではありません。
※音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。
※屋外拡声子局・・市内 11９箇所
●放送内容確認 ３５１－４００４（自動電話応答機能）
☆問合せ先 四日市市役所 危機管理室 ３５４－８１１９

