2019 年 10 月 20 日号
◇日
◇会

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。

センター事業

参加費
無料

時
場

１１月３日（日・祝）９：３０～１５：３０
桜台小学校 体育館
【午後の部】

敬 老 会
９：３０～
◇敬老者のお祝い式典
桜地区市民センター館長挨拶
桜地区社協会長の挨拶
お祝い金＆花束贈呈
◇お楽しみ抽選会

◇四日市西高等学校ブラスバンド部に
よる演奏会
◇最後の抽選会

文 化 祭
♪音楽フェスタ １０：３０～
◇桜台保育園児の歌と踊り
◇出席者による合唱：音のびっくり箱

教室へ行くのは勇気がいるけれど興味があるという初めての方、ちょっとだけ
体験したことのある超初心者の方、ぜひご参加ください。
ハワイアンミュージックに乗せてゆったりと踊ります。ハワイの風を感じてみませんか。
◇日 時 11 月 16 日（土）１３：３０～
◇場 所 桜地区市民センター 2 階 大会議室
◇講 師 アロハサークル プアレフア 江口 三千代先生
◇定 員 ２０名
◇持ち物 水分補給の飲み物
※素足で踊ります。
◇申込み期間 １１月７日（木）９：００～１４日（木）
◇申込み先 桜地区市民センター ３２６－２０５１

◇演奏：おやじバンド「ザ・チェリーズ」

◆日
◆場

定
員
６０名

１１月１７日（日） ９：００～１２：００（雨天決行）
桜地区市民センター 2 階 大会議室【受付開始 ８：３０】
９：００～１０：００
大会議室で史跡の説明を受けてから出かけます。
桜地区市民センター⇒①桜観音堂⇒②老農加藤由兵衛の碑⇒③多宝山智積寺⇒
④椿岸神社⇒⑤引石⇒⑥引石の現地⇒⑦智積廃寺（現地解散）【距離 約 2.6km】
◇講
師 郷土史研究会有志
◇参 加 費 1 人 100 円 但し、子ども（中学生以下）無料 ≪小学生は保護者同伴≫
◇持 ち 物 動きやすい服装、水筒、タオル、帽子
◇申込み期間 11 月 5 日（火）～12 日（火）※先着順（定員になり次第締切ります）
◇問合せ・申込み先 桜地区地域団体事務室（桜地区市民センター内）３２６－２８８８
月～金（祝日除く）１０：００～１６：００
◇主 催 桜地区社会福祉協議会 文化部

◎展示

写真・手芸・絵画・書道

※桜台小、桜中、西高の生徒さんの
出展もあります
◎飲食テントもあります
（有料：焼きそば・みたらし・飲み物）

（☆ピアノ 坂倉琴子 ☆ギター 氏原佳彦）

時
所

◇主催 桜台連合自治会

１１月１０日（日）９：００～１４：００【雨天決行】
桜小学校体育館及び体育館周辺

＜体育館＞
農産物品評会・作品展示・舞台発表・即売会
◇日
時
◇集合場所
◇
◇

特別出演

【午前の部】

の だ て

包丁研ぎ実演 ・フリーマーケット・野点

＊各サークル・個人作品
＊四日市西高・桜中学校・桜小学校・桜幼稚園・
あおい幼稚園・ローズ幼児園
＊民児協バザー・桜郵便局出店
＊絵本の読み聞かせ

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い

◇協

◇主

模擬店

たこ焼き・焼きそば・
焼きいもなど、他にも
いろいろな模擬店が
あるよ！

力

桜地区子ども会育成者連絡協議会・各サークル同好会・桜地区たのし会・
桜ボランティア協会・さくらみどりの少年隊・桜地区安全安心まちづくりの会・
桜地区民生委員児童委員協議会
催 桜連合自治会
※駐車場は桜地区市民センター・桜小学校中庭をご利用ください。

マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付サービスについて、下記の通り

回

一時停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

覧

◇１１月８日（金）１９時～終日
１１月９日（土）及び１０日（日） 終日
◇一時停止するサービス
・戸籍証明書（戸籍謄本・抄本） ・戸籍の附票の写し

申込み締切り
11 月 8 日（金）

「ボッチャ」とは、手で投げるカーリング！ どなたでも楽しくできるスポーツです。
◇日 時 11 月 17 日（日）９：００～
◇場 所 桜台小学校 体育館
◇問合せ先 桜地区地域団体事務室（桜地区市民センター内）３２６－２８８８
月～金（祝日除く）１０：００～１６：００
◇主 催 桜地区スポーツ推進協議会

◆桜台三丁目交流サロン
＊日
＊内
＊講

～薬の正しい扱い方の健康講座～

時 ２０日（水）１３:３０～１５:００
＊場 所
容 薬の正しい飲み方及び食中毒の防止について
師 四日市市衛生指導課 久保田さん

◆桜花台ふれあいサロン
桜花台コミュニティセンター
７日（木） １０:００～１１:００
２８日（木） １０:００～１１:００
健康体操
１１:００～１１:４０
おしゃべりサロン

ひとつずつ いいね！で確認 火の用心

●火災の発生状況
令和元年 8 月末現在の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は 66 件で、平成 30 年同期の
72 件と比べ 6 件減り、うち建物火災が 39 件で全体の約 59％を占めています。
主な出火原因は、放火（疑い含む）
、たき火、たばこ、こんろです。
●住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント
≪3 つの習慣≫
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
≪4 つの対策≫
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
●もしものときに備えて
住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほこりなどを
ふき取りましょう。住宅用火災警報器本体の交換目安は 10 年です。
■問合せ先 四日市市消防本部予防保安課
 ３５６-２０１０ FAX ３５６-２０４１

◆ミニデイサービス「ともだちの和」
桜台第一会館
１３日（水）
２８日（木）
桜町南公民館
２１日（木）

【譲ります】 ○バスケットゴール
【譲ってください】 ○大人用紙パンツ（サイズ問わず） ○剪定ばさみ
○風呂敷（古い無地のもの
2m×２m）
☆掲載期間は３ヶ月です。☆交渉は当人同士で行っていただきます。
☆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。

参加無料

◆ほっとカフェ“ぽかぽか”
桜町南公民館
５日（火） １４:００～１６:００

◆一色いきいきサロン
桜町一色第一公会所
２７日（水） ９:３０～１１:３０

◆山上いきいきサロン
桜山上公会所
７日（木）
９:３０～１１:３０
８日（金） １３:３０～１５:３０

◆桜台バドミントンクラブ

◆桜南ほかほかクラブ
９:３０～１１:３０

◆智積第 6 いきいきサロン
四日市友の会
１９日（火） １３:３０～１４:３０

◆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

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

◆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

◆桜台ＰＣサロン
桜台第三会館
１０日（日）
２４日（日）

１３:００～１５:００

のびっこ

ポップ

10 月号
先月は文化祭・陸上記録会、今月は修学旅行・秋季遠足といった学校行事がありました。いずれも教科の
授業で学力を向上させることと同様、高校生として様々な経験や体験を通して成長を促す
大切な行事です。部活動だけでなく行事を通じても「活力ある進学校を目指す」という理
念に近づきたいものです。また学校行事を通して生徒たちに高校生活の良い思い出を
（9/12 文化祭 PTA 模擬店）
作ってもらいたいとも思っています。
さて、以前にもお知らせしましたが今月から夜間・休日等は機械警備となりました。
学校に職員が不在の際に、災害などで地域の皆さんが避難を余儀なくされた場合を想定して少しでも
早く避難してもらえるようあらかじめ体育館の鍵を桜地区市民センターに預けてあります。
最後に県大会を勝ち抜いて東海大会に出場する本校の部活動を紹介させていただきます。
○陸上競技部 男子 4×400ｍリレー（10 月 26 日・27 日の東海高校新人陸上競技大会へ出場）
四日市西高等学校

１０:００～１２:００

桜台第２会館（駐車場有）

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。

✿チェリークラブ✿
11 月

６日（水）
13 日（水）
20 日（水）
27 日（水）

ふれあい遊び・読み聞かせ
親子ふれあい会(予定)
Xmas ブーツ作り
ふれあい遊び・読み聞かせ
Xmas ブーツ作り
１１月生誕生会

〔 10：00～11：30 〕
問合せ先：桜幼稚園 ３２６－１５３３

✿あそぼう会✿
１１月７日、１４日、２１日、２８日
毎週木曜日 〔 9：30～11：30 〕
問合せ先

桜台保育園
３２６－４６８１

