2019 年６月 20 日号

※センター１階窓口に
作品の見本があります。

髪飾りやブローチ等を作りましょう！

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。

おいしいお茶の淹れ方や飲み方、お茶にまつわるお話を聞いて楽しみましょう。
✿日

時

☆日 時
☆場 所
☆講 師
☆対象者
☆持ち物

7 月２０日（土）1３:３0～1５:30
桜地区市民センター 2 階大会議室
布花クリエイター 長田 千穂さん
小学生（４年生以下は保護者同伴）
ピンセット、下敷き（ある人）
おしぼり又はウエットティッシュ
※ボンドを使用します
☆材料費 ５００円
☆定 員 1２名
☆
7 月９日（火）～１７日（水）

７月１０日（水）１０：００～１２：００

✿場

所 桜地区市民センター ２階 大会議室
✿講 師 食べる茶本舗 店主 安田 賢二さん（水沢町）
✿対象者 桜地区在住・在勤の方
✿定 員 ２０名（先着順）
✿参加費 無料
✿募集期間 ７月２日（火）９：００ ～ ８日（月）＜定員になり次第締切り＞
✿申込み先 桜地区市民センター ３２６－２０５１

リボンを使ってヘアゴムを作りましょう！
手首に巻いてもおしゃれですてき！
☆日 時
☆場 所
☆講 師
☆対象者
☆持ち物
☆材料費
☆定 員
☆

夏休み、お子様と防災についてお話しませんか？
避難所で役に立つものを詰めた防災頭巾を作ります。
お子様とお家の防災を考え直す機会にしてみましょう。
✿日 時
✿場 所
✿対象者
✿定 員
✿持ち物

７月２１日（日）１３：００～１５：００
桜地区市民センター ２階 大会議室
桜地区女性防災
桜地区在住・在学の方
ずきんちゃん
１０組（親＋子ども何名でも OK）（先着順）
バスタオル１枚（あまり大判のものは不向き）
使用の物で可
フェイスタオル２枚
※完成品は１組１個です
✿募集期間 ７月１日（月）１０：００～＜定員になり次第締切り＞
✿申込み・問合せ先 桜地区地域団体事務室 ３２６－２８８８
月～金（祝日除く）１０：００～１６：００
✿主 催 桜地区自主防災協議会 桜地区女性防災ずきんちゃん

回
覧

ご裏
覧面
くも
だ
さ
い

７月２４日（水）10:00～12:00
桜地区市民センター 2 階大会議室
ル パルファン 小林薫さん
小学生（4 年生以下は保護者同伴）
はさみ・持ち帰り用の袋
９００円（２個）
１０名
7 月１１日（木）～１９日（金）

サクランボの鏡･コースターを作りましょう！
☆日

7 月３０日（火）10:00～12:30
桜地区市民センター 2 階調理室
桜ヘルスメイトのみなさん
小学 3 年生～6 年生
エプロン・ふきん・台ふき・三角巾
５００円
２０名
7 月１９日（金）～２６日（金）

7 月２３日（火）
１部 13:30～
２部 14:30～

＜２部＞コースター

＜1 部＞さくらんぼの鏡

☆場
☆講

所 桜地区市民センター ２階大会議室
師 グラスアート インストラクター
門井 恵理さん
☆対象者 小学生（4 年生以下は保護者同伴）
☆材料費 ５００円
☆持ち物 なし
☆定 員 各１０名（1 人 1 講座でお願いします。）
☆
7 月１０日（水）～１９日（金）

無料

イスを作りましょう！
☆日
☆場
☆講

時 7 月２８日（日）９:３0～11:00
所 桜地区市民センター 2 階大会議室
師 四日市建設労働組合
桜分会の皆さん
☆対象者 小学生とその保護者
☆持ち物 なし
☆定 員 １５名（子ども）
☆募集期間 ７月１８日（木）～２５日（木）

<メニュー>
＊２種類のロールサンド ＊鮭のチーズ焼き
＊コーンスープ ＊ミックスフルーツ牛乳かん
☆日 時
☆場 所
☆講 師
☆対象者
☆持ち物
☆材料費
☆定 員
☆募集期間

時

何を作るのかな？

お楽しみ♪

無料

☆日
☆場
☆講

時 ８月３日（土）10:00～
所 桜地区市民センター 2 階大会議室
師 四日市大学エネルギー環境教育研究会
戸田和男さん
☆対象者 小学生（3 年生以下は保護者同伴）
☆持ち物 なし
☆定 員 ２０名
☆募集期間 7 月２３日（火）～３１日（水）

※申込み先はすべて桜地区市民センターです。 ３２６－２０５１
９：００から電話のみの受付です（１コール、２世帯まで受付ます）
。
※申込み開始日・締め切り日が各教室によって違いますのでご注意ください。
※先着順で定員になり次第締め切ります。
※対象者は、桜地区内在住の小学生とさせていただきます。
※材料費はおつりのいらないようお願いします。
※水分補給の飲み物、タオル等各自お持ちください。

６月号
◆桜花台ふれあいサロン
先月、校内で避難訓練を行いました。地震とその後の火災を想定して安全に避難する経路確認を行いま
した。事前に機器の点検も行ったため２回にわたって本校からの放送で地域にご迷惑をおかけしたかもし
れませんがお許しください。
しかし、地震だけでなく集中豪雨や酷暑も命を脅
かす自然現象です。学校では生徒の命を守ることを

おしゃべりサロン

最優先に教育活動をしていきます。地域の方々にお

◆ミニディサービス「ともだちの和」

かれましても、日頃から備えをしておいてください。

桜台第一会館
１０日（水） １０:００～１2:００
２５日（木）

さて、先月末から今月初めにかけて開催されまし
た三重県総合体育大会に先だって壮行会を行いまし
た。各部の代表が練習の成果を発揮する事や顧問・

◆桜南ほかほかクラブ

家族・仲間への感謝を表明していました。結果は来

桜町南公民館
１８日（木）

月ご紹介できると思います。
5 月 29 日 県総体壮行会（各部のユニフォームにて）

９:３０～１１:３０

四日市友の会
１６日（火） １３:３０～１４:３０

◆一色いきいきサロン
桜町一色第一公会所
２４日（水） ９:３０～１１:３０

✿あそぼう会✿

✿チェリークラブ✿
７月 ３日（水）
水遊び
１０日（水）
１７日（水）水遊び・７月生誕生会
２４日（水）園児交流（夏祭り）
〔 10：00～11：30 〕
問合せ先：桜幼稚園 ３２６－１５３３

◆ほっとカフェ“ぽかぽか”
桜町南公民館
２日（火） １４:００～１６:００

７月

桜町山上公会所
４日（木）
９:３０～１１:３０
１２日（金） １３:３０～１５:３０

◆桜台三丁目交流サロン
桜台第二会館
１７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

◆智積第 6 いきいきサロン

これからも皆さんと一緒に、文武両道の西高生の
活躍を期待したいものです。（四日市西高等学校）

◆山上いきいきサロン

桜花台コミュニティセンター
４日（木） １０:００～１１:００
健康体操
２５日（木） １０:００～１１:００
健康体操
１１:００～１１:４０

桜台第三会館
１４日（日） １３:００～１５:００
２８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

４日、１１日、１８日、２５日
毎週木曜日 〔 9：30～11：30 〕
問合せ先
桜台保育園

３２６－４６８１
【譲ってください】

○四日市南高校 男子ブレザー（175A）

○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）
【交渉中】

○エアロバイク

○ベルギーワッフルメーカー（電気用） ○アップライト ピアノ

障害(児)者生活支援グループ ポップ

障害を持つ子と親のサークル

のびっこ

○ピアノ用椅子（高さ調節付）

○紙パンツ（M）・紙パット（大）

【譲ります】

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

○五月人形（段飾り）

○果実酒用ガラス瓶（２個）

○桜中学校 女子制服（M）・ジャージ上下 冬（M）【交渉中】
○おままごとセット（木製）

○碁石・碁盤

☆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。

受講者募集
四日市市民大学（一般クラス）は、四日市市在住、在勤、在学の方ならどなたでも受講していた
だける講座です。今年度は「芸術」
「音楽」
「高齢社会」
「スポーツ」
「経済」について五つのコース
を開催します。複数コースの受講も可能です。

詳しくは、広報よっかいち６月下旬号

または市ホームページでご案内しています。

申込みはがき付の講座案内は、文化振興課（市役所５Ｆ）、各地区市民センターなどにあります。
多くの方のお申し込みをお待ちしています！
申込期間 ６月１7 日（月）～７月１6 日（火）必着
問合せ先 四日市市役所 市民文化部文化振興課 ３５４－８２３９

四日市市議会

平成 31 年 1 月 2 日以降に、家屋を新築または増築したお宅には、四日市市役所資産税課の職

員が調査に伺います。この調査は、来年度の固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるもので
す。市職員は、固定資産評価補助員証を持っていますので、ご確認のうえ、
調査にご協力をお願いします。
また、相続・売買・贈与等により未登記の家屋の所有権を移転する場合は、
「家屋補充課税台帳登録者の変更届」の提出が必要です。家屋を取り壊した
ときもご連絡をお願いします

問合せ先

四日市市役所 資産税課家屋係

３５４－８１３５ FAX ３５４－８３０９

６月定例月議会の議会報告会を、７月10日、12日に開催します。常任委員会ごとに18時30
分から４会場で開催します（詳細は下記参照）。定例月議会でどのような議論がされたのかを、
議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）
を開催します。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前のお申し込みは不要ですの
で、参加を希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。
※シティ・ミーティングのテーマが決定しましたら、市議会ホームページやチラシ等でお知ら
せいたします。
日

時

常

任

委員会
所
事

会

☆猫を飼っている方へ
飼い猫は屋内で飼育しましょう。
ご理解と
☆のら猫へ餌を与えている方へ
ご協力を
赤ちゃんが出来ないように不妊手術をしましょう。
お願いします！
（保健所では、手術費の一部を補助しています。）
☆猫の被害でお困りの方へ
「猫が庭に入らない方法」を保健所で配布しています。
＊保健所では、猫の駆除や捕獲は実施しておりません。
問合せ先 四日市市保健所 衛生指導課 ３５２－０６１３

議会報告会のお知らせ

管
項

場

７月１０日（水）

７月１２日（金）

１８：３０ ～ ２０：４５

１８：３０ ～ ２０：４５

総

務

教 育 民 生

産 業 生 活

都市・環境

市政の企画、財務、
危機管理、消防、シティ
プロモーションなど

教育、こども、
健康福祉など

商工業、農林水産業、

道路、住宅、上下水道、

市民文化、市立病院など

環境衛生、国体など

下野地区市民センター

橋北交流会館

川島地区市民センター

２階大会議室

３階第６会議室

ララスクエア四日市
４階わくわく・
ふれあい広場

朝明町 914-3

東新町 26-32

安島 1-3-31

２階大会議室

川島新町 1

※頂戴するご意見は、口頭によるものを基本とします。
※全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）。
※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了承
願います。
※産業生活常任委員会に参加ご希望で、ララスクエア四日市にお車でお越しいただく場合、駐車場につき
ましては有料となります。
問合せ先 四日市市議会事務局 議事課 ３５４－８３４０

