
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 5 月 5 日号 
 

 

 

 

桜地区市民センター  326-2051 FAX 325-2074  桜地区地域団体事務室 ･FAX 326-2888 
桜地区のホームページ『さくらコム』 http://www.sakuracom.jp/ 

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。 
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市税などの納付は、安心便利な口座振替をご利用ください 

 

◇日 時 ５月 2４日（金） １３：３０～１５：００ 

◇場 所 桜地区市民センター 2 階 中会議室 

◇対 象 おおむね 65 歳以上の市民の方 

◇持ち物 タオル・飲み物   ※動きやすい服装でお越しください。 

◇問合せ 四日市市役所 健康づくり課 ３５４－８２９１ 

申込み不要 

参加費無料 

２３日（木）  桜花台コミュニティセンター １０：１０～１１：１０ 

２４日（金）  智積公会所第二駐車場    １０：１０～１０：５０ 

        桜ヶ丘公園         １１：００～１１：３０ 

        桜台二丁目３号公園     １３：３０～１４：１０ 

        桜台一丁目１号公園     １４：２０～１５：１０ 

 

2019 年度の桜地区の各自治会長のみなさんが下記のとおり決まりました。 

一年間どうぞよろしくお願いいたします。（敬称略） 

【桜地区連合自治会】  会 長 岡本 宏明（桜 台 連 合 自 治 会 会長兼任） 

            副会長 伊藤 隆夫（桜 連 合 自 治 会 会長兼任） 

            副会長 神田 幹雄（広域桜花台連合自治会 会長兼任） 

 
  自治会名 会長名 自治会名 会長名 

智積町第一 伊藤 喜久雄 桜台北区 内藤 真樹夫 

智積町第二 位田 良巳 桜台栄区第一 森  潤二 

智積町第三 山中 茂樹 桜台栄区第二 岡本 宏明 

智積町第四 小林 行雄 桜台西区 稲葉 武司 

智積町第五 中山 亮二 桜台中区 川上 秀雄 

智積町第六 浜田 敏之 桜台東区 森川  晃 

智積町第七 鈴木  純 桜台南区 三好 昭彦 

桜町西第一 山口 昌俊 桜台緑区 森下 芳勝 

桜町西第二 山本 有三 桜台三丁目 田中 勝則 

桜町南第一 村田 久和 桜花台一区 上野 文之 

桜町南第二 井上  浩 桜花台二区 寺本 光則 

桜町山上第一 奥山 千津子 桜花台三区 高尾 由助 

桜町山上第二 川北 敏明 桜花台四区 小竹 正敏 

桜町一色第一 田村   均 桜新町一丁目 遠山 耕市 

桜町一色第二 小島 信男 桜新町二丁目 橋川  淳 

桜 ケ 丘 杉下  勉 
  

 

 

検 診 日 検 診 内 容 と 時 間 会 場 申込締切日 

9 月 24 日（火） 

25 日（水） 

   26 日（木） 

27 日（金） 

桜地区市民センター ８月 29 日（木） 

6 月 28 日（金） 

肺がん・結核検診 

  9：00～11：30 
13：00～15：00 

桜地区市民センター 検診日の 

約２週間前までに 

お申し込みください 10 月 9 日（水） 
 9：00～11：30 
13：00～15：00 

桜 台 第 一 会 館 

 

胃がん・・・・・・・ 午前 

乳がん（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ）  

大腸がん 

子宮頸がん・・・・・ 午後 

午前・午後 

※他の会場、乳がん(エコー)検診、受診料金など、詳細は、 

広報よっかいち４月下旬号別冊『２０１９がん検診のお知らせ<保存版>』をご覧ください。 

※定員に達した場合、締め切り前でも申し込みをお断りする場合があります。 

※検診を受けるには申し込みが必要です。地区市民センター窓口にも申し込み用紙があります。 

問合せ先：四日市市役所 健康づくり課 成人健診係 354－8282 

 
智積町（北）の市民菜園が７区画空いています。詳しい内容、 

ご希望の方は、下記までご連絡をお願いします。 

問合せ先：農業センター ３２６－０１３２ ＦＡＸ３２６－１１６２ 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

【子育て支援センターさくらんぼの開所曜日・時間】 

 月～金曜日 9:00～14:00 ☆受付 13:00 まで （土・日・祝日・医院休診日は閉所） 

行事日程の最新案内・臨時休館・開所時間変更は、桜花台こどもクリニックホームページのブログでも 

お知らせしています。１か月前から予約受付します。 

さくらんぼクラブ・おもちゃのチャチャチャ開催中は予約の方のみの貸し切りとなります。 

≪問合せ先・予約先≫ 桜花台こどもクリニック 子育て支援センターさくらんぼ  

     

 
♪♪サークル紹介♪♪ 

曜日 時間 サークル名 内 容 活動日 活動時間 

月 午前  桜会 民踊・舞踊 月３回 9:00～12:00 

火 
午前 

 リズム体操 リズム体操 
第１･3･４ 

第２ 

10:00～11:30 

13:30～15:00 

 のびっこ 障害児・者と親の会 第２ 10:00～12:00 

 桜料理クラブ  (現在会員募集なし) 料 理 第１ 8:30～12:00 

午後  生命の学校 中部三重校 ミーティング 第３ 13:00～17:00 

水 

午前  トールペイント トールペイント 第２・４ 10:00～12:00 

午後 
 桜パレット会 絵 画 第２ 13:00～17:00 

 はなみずき 絵手紙の会 絵手紙 第３ 13:00～15:30 

木 
午前 

 桜毛筆・ペン字サークル 毛筆・ペン字 第２・４  9:30～11:40 

 桜手芸くらぶ 手 芸 第３ 9:30～16:00 

 桜ダンス愛好会 社交ダンス 月４回 10:00～11:30 

午後  琴桜会 大正琴 月２回 13:00～17:00 

金 
午前 

 からだメンテナンスサークル 気功整体・体操 毎週 10:00～12:00 

 親墨会 水墨画 第１・３ ９:30～12:00 

 和紙ちぎり絵 和紙ちぎり絵 第４ 10:00～12:00 

午後  桜サルビア会 フォークダンス 毎週 14:00～16:00 

土 
午前 

 さくらインターネットサークル パソコン 第２・４ 9:30～11:30 

 桜地区 男の料理教室 料 理 
第１または

第２ 
9:00～12:00 

 さくら音頭愛好会 踊り・民謡 第２ 9:30～11:00 

午後  さくら俳句会 俳 句 第３ 13:00～17:00 

 

 

問合せ先：桜地区市民センター ３２６－２０５１ 

【譲ってください】 

○圧力なべ（取扱い説明書付き） 

○馬場鞍 

○四日市工業高校 女子制服（170cm） 

○菰野高校 女子制服 上服（150～160cm） 

○四日市南高校 男子ブレザー（175A） 

○小学校 男児スクール水着（150～160cm） 

○桜中学校ジャージ 上下（L）・体操服  

○桜あおい幼稚園 女子制服・ベスト（100～110cm） 

    

 ☆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。 

 

【譲ります】  

○ベビーカー（コンビ） 

○四日市南高校 女子制服 夏・冬 

（上服 155～160cm、スカート W66、丈 51） 

○五月人形（段飾り） 

○学習机（鍵なし、男児用）椅子あり（座面青色） 

○四日市商業高校 女子制服 夏・冬一式 

○犬用サークル（室内用） 

 

○日 時：５月３０日（木）１４：００～１５：００ 

○場 所：英水苑・多目的ホール 

○対 象：桜地区在住のおおむね６５歳以上の方 

     （６５歳未満の方もご参加いただけます） 

○内 容：認知症予防（脳トレと体操） 

※動きやすい服装でお越しください 

○問合せ先：桜在宅介護支援センター ３２６－６６１８ 

日 時：６月２３日（日） 受付 8：30～ 試合開始 9：00～ 

場 所：桜中学校 体育館 

種 目：①シングルス A・B・C ②ダブルス 

      （参加人数及び都合により、種目が変更になる場合があります） 

参加資格：小学生以上で桜地区在住、在勤、在学者 

参 加 費：1 名につき 1００円 

申 込 先：桜台東区 高橋 326－1256  

     桜台南区 若林 326－5046 

     桜  町 有村 326－1612 

締 切 日：６月８日（土）厳守 

表 彰 等：各種目 1 位のみ楯及び賞状を贈呈 

そ の 他：服装は自由、ゼッケン着用、昼食は各自で用意 

主 催：桜地区卓球同好会  後援：中日新聞社 

 

 

 

１１日（火） 助産師相談    10：30～ 午前中 

１９日（水） さくらんぼクラブ 13：30～ 

        テーマ ～子どもの歯と健康～ 

        講 師 しんじ歯科クリニック 進士 史明 院長 

２７日（木） おもちゃのチャチャチャ 10：00～ 

テーマ ～ピョンピョンガエル作り～ 

講 師 おもちゃドクターズ （限定１０組） 

 

 

https://publicdomainq.net/trees-clouds-sun-frame-0000880/

