市から提示するテーマ

2019 年 9 月 20 日号

四日市市
“新総合計画”
タウンミーティング
“新総合計画”

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。

☆日

時

桜地区
桜地区

市長自らが直接地域に赴き、地域の
皆さんの声を積極的にお聴きして意見
交換を行うことで施策に反映し、もって
地域力の向上を図ることを目的としてタ
ウンミーティングを開催します。会場の
皆さ んとの フリートー クの 時間もありま
す。（手話通訳・要約筆記あり）

１０月１５日（火）・１０月２２日（火・祝）９：３０～１１：３０

※どなたでも傍聴できますが、発言は地区住民に限ら
せていただきます
※会場および駐車場のスペースには限りがあります
のでご了承ください
※台風などにより開催日が変更となる場合がありま
す

【2 回連続の講座です】
☆場 所 桜地区市民センター ２階 大会議室
☆講 師 八田 郁子さん
☆定 員 １５名
☆材料費 ６８０円（１種類１枚の場合）
☆持ち物 お持ち帰り用の袋
☆申込み期間 １０月１日（火）９：００～１０月９日（水）

✿ チェリークラブ

ぜひ、ご参加ください
ぜひ、ご参加ください
■問合せ先

四日市市役所

広報マーケティング課

３５４－８２４４ FAX３５４－８３１５

✿

１０月 ５日（土）幼稚園運動会（雨天順延）

✿あそぼう会✿

９日（水）園児交流（運動会ごっこ）・読み聞かせ
１６日（水）
２３日（水）

☆日 時 １０月１６日（水）１０：００～１３：００
☆場 所 桜地区市民センター ２階 調理室
☆講 師 桜ヘルスメイトのみなさん
☆定 員 ２０名
☆材料費 ６００円
☆持ち物 エプロン・三角巾・ふきん・台ふきん
☆申込み期間 10 月 3 日（木）９：００～１０月１１日（金）

ふれあい遊び・読み聞かせ

３０日（水）１０月生誕生会・ふれあい遊び・

丈夫な骨を
作りましょう！
メニューは
お楽しみ！

読み聞かせ

１０月

３日、１０日、１７日
２４日、３１日

毎週木曜日 ９：３０～１１：３０
問合せ先 桜台保育園

〔 １０：００～１１：３０ 〕

３２６－４６８１

問合せ先 桜幼稚園 ３２６－１５３３

ポップ

のびっこ

※申込み先は両講座とも、桜地区市民センターです。 ３２６－２０５１ （電話のみの受付です。）
※申込み開始日・締め切り日が各講座によって違いますのでご注意ください。

※対象者は、桜地区内在住・在勤の方とさせていただきます。
※先着順で定員になり次第締め切ります。
※材料費はおつりのいらないようお願いします。

回
覧

裏面も
ご覧ください

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。

９月号
先月２８日(水)、体育館で始業式を行い２学期がスタートしました。２学期は予定されている学校行事

◆桜台三丁目交流サロン

（文化祭、陸上競技記録会、修学旅行、秋季遠足）も多く、秋は一年間で最も充実した高校生活となる時

羽津医療センターの認定看護師をお招きして、健康講座を開きます。冬場に高齢者が

季だと感じています。

かかりやすいヒートショックの原因と症状とその対策を中心に講義をしていただき、不

１年生や２年生にとっては学習やクラブ活動に打ち込む良い

明な点についての質問もできる活発な場にする予定です。

季節であり、３年生にとっては大事な進路決定の時でもありま

＊日

時

１６日（水）１３:３０～１５:００

す。それぞれの目標に近づくため、最後まで諦めずに努力を継

＊場

所

桜台第２会館（駐車場有）

＊内

容

高齢者の留意すべき冬場の健康について

＊講

師

羽津医療センター認定看護師

◆桜ボランティア協会「駅前憩の家」

桜花台コミュニティセンター
３日（木） １０:００～１１:００
健康体操
２４日（木） １０:００～１１:００
健康体操
１１:００～１１:４０
おしゃべりサロン

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

◆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

◆ミニデイサービス「ともだちの和」

◆一色いきいきサロン

さて、本校近くは道幅が狭く見通しも良いとは言えません。
危険な箇所があります。生徒にも注意を促しておりますが、こ

◆桜台ＰＣサロン

９:３０～１１:３０

桜台第三会館
１３日（日） １３:００～１５:００
２７日（日）

◆ほっとカフェ“ぽかぽか”
桜町南公民館
１日（火） １４:００～１６:００

◆桜台バドミントンクラブ

◆山上いきいきサロン

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

桜町山上公会所
３日（木）
９:３０～１１:３０
１１日（金） １３:３０～１５:３０

くるべで勾玉をつくろう！

☆日

時 11 月 3 日（日）１０：００～１２：００（受付９：３０～）

☆対

象

小学生以上（小学生は保護者同伴）

☆定

員

20 人（応募多数の場合は抽選）

☆申し込み 10 月 17 日（必着）までに、参加者全員の名前・年齢（はがき１枚につき２人まで）
、
代表者の住所・電話番号を、往復はがきで、くるべ古代歴史館へ郵送

８／２８、始業式 校長訓話

れからの季節は日没も早くなります。どうか近隣の皆様も自動

車を運転する際にはスピードを緩め安全運転をお願いします。 （四日市西高等学校）

四日市市議会 議会報告会のお知らせ
８月定例月議会の議会報告会を、10月10日（木）、11日（金）に開催します。常任委員会ごとに
18：30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。
西

※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。

桜町一色第一公会所
２３日（水） ９:３０～１１:３０

◆桜南ほかほかクラブ

11 月イベント

◆智積第 6 いきいきサロン
四日市友の会
１５日（火） １３:３０～１４:３０

桜台第一会館
９日（水）
１０:００～１2:００
２４日（木）

続してほしいと思っています。
特に高橋（た か ば し ）付近や桜運動公園から下ってくる道など

伊藤さん

◆桜花台ふれあいサロン

桜町南公民館
１７日（木）

参加無料です。
桜地区の多数の方の参加を
お待ちしています。

日

時

常

任

第１部：議会報告会
第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）
１０月１０日（木）
１０月１１日（金）
１８：３０ ～ ２０：４５

総

委員会
所

管

事

項

会

務

都市・環境

１８：３０ ～ ２０：４５

教 育 民 生

産 業 生 活

市政の企画、財務、危機 道路、住宅、上下水道、 教育、こども、健康福 商工業、農林水産業、市
管理、消防、シティプロ 環境衛生、国体など

祉など

民文化、市立病院など

モーションなど
河原田地区市民センター

防災教育センター

２階大会議室

（北消防署併設）2 階

場

神前地区市民センター 内部地区市民センター
２階大会議室

本館１階会議室

高角町 2977

釆女町 857－1

防災センター
河原田町 159

富田二丁目 4-15

※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。

問合せ先

四日市市議会事務局 議事課 ３５４－８３４０

※詳しくは、
『広報よっかいち』９月下旬号・久留倍官衙遺跡公園ホームページ
（https://www.city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube）にも掲載されています。
☆問合せ先

四日市市教育委員会 社会教育・文化財課
くるべ古代歴史館（〒５１０－８０３４ 四日市市大矢知町２３２３－１）
３６５－２２７７ FAX３６５－２２８８ E-mail

kurube@city.yokkaichi.mie.jp

【譲ります】○バスケットゴール
【譲ってください】○座布団、座布団カバー

○大人用紙パンツ（サイズ問わず）

☆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、桜地区市民センターまでお知らせください。

