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災害が発生して、避難しなければならなくなった時、ペットをどうするか考えていますか？
人の備えはもちろんのこと、ペットのためにも対策が必要です。
「災害時、ペットはどうなるのか、飼い主としてどう対応すれば良いのか、ペットと同行避難したい」
とあらゆる場面を想定して備えましょう。

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。

☆日

時：１２月 1４日（土） １３：３０～１５：００

☆場

所：桜地区市民センター ２階 大会議室

☆講

師：四日市市保健所 衛生指導課 獣医師 神谷 紫珠子さん

☆内

容：○地震の震度予測と被害想定

かみや

し ず

こ

○大災害から得た教訓「同行避難」
○公助、共助、そして「自助」
○災害時にペットを守るための準備、普段からできること
１１月１１日（月）
、
「令和元年度（平成３１年度）四日市市社会福祉大会」において、桜地区から３名の
方が表彰を受けられました。下記の方々には、長年、地域の住民の福祉向上のためご活動いただいており、

☆主

催：桜地区自主防災協議会

☆問合せ先：桜地区地域団体事務室 ３２６－２８８８

誠にありがとうございます。
今後とも、よろしくお願いします。

【四

日

市

市

長

表

彰】

水谷 照子さん（桜

町）

【四日市市社会福祉協議会会長表彰】

伊藤 隆夫さん（智積町）

【四日市市社会福祉協議会会長感謝】

蒔田 憲三さん（桜

町）
☆日

時：１２月１２日（木）１９：００～２０：３０

☆場

所：桜地区市民センター 2 階 大会議室

申込み不要
参加費無料

☆テ ー マ：
「自分を見つめ、心をつなぐ」
☆進

行：四日市市人権センター 北住 昌文さん・光本 りゑさん

☆内

容：桜連合地区内にお住まいの方及び勤務されている方など、さまざまな方からの
ご意見をいただき、小グループでの自由懇談を行います。

☆日
時：１２月２１日（土）1３：３０～
☆場
所：桜地区市民センター ２階 大会議室
☆講
師：伊藤 頼夫さん
☆対
象：桜地区在住・在勤・在学の方（小学校 4 年生以上から OK）
☆定
員：１５名（定員になり次第締め切ります）
☆材 料 費：５００円（当日集めます。おつりのいらないようにご準備ください）
☆持 ち 物：ハサミ
☆服
装：作業のできる服装でご参加ください
☆募集期間：1２月１０日（火）9：００～１８日（水）（月～金曜日）
☆申込み先：桜地区市民センター ３２６－２０５１

〕

☆主

催：桜地区人権・同和教育推進協議会

☆問合せ先：桜地区人権・同和教育推進協議会 会長 福山 良久 ０９０－４１１３－５０８２

市民リポーター募集
ＣＴＹ（地デジ 12ch）で放送している「ちゃんねるよっかいち」に出演して、
市政情報や市の魅力を、市民の皆さんに分かりやすく伝えてみませんか。

オーディション日／場所
令和２年２月１日（土）／総合会館７階

放送時間（15 分間）
月・水・金・日 9:30、20:30
火・木・土
12:30、20:30
YouTube でも配信しているよん！

申し込み
令和２年１月１７日（金）までに、応募用紙に必要事項を記入し、
「伝えたい。四日市の
いいところ」をテーマにした６００字以上８００字未満の作文を添えて、郵送で、また
は直接、〒５１０－８６０１ 広報マーケティング課へ

回
覧

その他
応募条件や活動期間など、詳しくは、募集要項をご覧ください
問合せ先：四日市市役所 広報マーケティング課 ３５４－８２４４

市民リポーター
募集ページ

FAX３５４－８３１５

１１月号
◆ほっとカフェ“ぽかぽか”

◆桜花台ふれあいサロン

桜町南公民館
３日（火）

桜花台コミュニティセンター
５日（木）
１０:００～１１:００
健康体操
２６日（木）
お休みです

◆桜台三丁目交流サロン

◆ミニデイサービス「ともだちの和」
桜台第一会館
１１日（水）
２６日（木）

１０:００～１２:００

桜町南公民館
１９日（木）

１３:３０～１５:３０

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

９:３０～１１:３０

◆智積第６いきいきサロン
１３:３０～１４:３０

◆一色いきいきサロン
桜町一色第一公会所
２５日（水）
９:３０～１１:３０

◆山上いきいきサロン
桜町山上公会所
５日（木）
１３日（金）

桜台第二会館
１８日（水）

◆桜台バドミントンクラブ

◆桜南ほかほかクラブ

四日市友の会
１７日（火）

１４:００～１６:００

桜台第三会館
８日（日）
２２日（日）

✿チェリークラブ✿
１３:００～１５:００

◆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

◆桜ボランティア協会「駅前憩の家」

９:３０～１１:３０
１３:３０～１５:３０

毎週金曜日

障害を持つ子と親のサークル

日時：１２月１０日(火)１０：００～１２：００
和室

４日（水）Xmas ブーツ作り
ふれあい遊び・読み聞かせ
１１日（水）園児交流・クリスマス会
１８日（水）ふれあい遊び・読み聞かせ
１２月生誕生会

〔 10：００～１１：３０ 〕
問合せ先：桜幼稚園 ３２６－１５３３

１２月５日、１２日、１９日
（２６日はお休み）
毎週木曜日 〔 ９：３０～１１：３０ 〕
問合せ先：桜台保育園
３２６－４６８１

９:００～１１:３０

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。
【親の会 のびっこ】

✿あそぼう会✿
1２月

毎週火曜日・木曜日 ９:３０～１１:３０

～のびっこ＆ポップの活動にご参加を～

場所：桜地区市民センター

（四日市西高等学校）

◆桜台ＰＣサロン

桜ボランティア協会事務所

障害(児)者生活支援グループ ポップ

ＡＯ入試に続き推薦入試も始まり、多くの３年生が志望校の受験にチャレンジしています。
来年度から大学入学共通テストが実施され、受験生を取り巻く環境が変化するため、どこか入学できる大学を確保したいとい
う心理が働き、昨年よりも推薦入試は厳しい状況が予想されます。しかし、大学の定員が大きく減少するわけではないので最
後の一般入試まで努力を継続すれば必ず「合格」は勝ち取ることができると思います。
さて、本校では例年、２学期に人権講演会を行っています。今年は「障がい者の人権」をテーマに２０日（水）、杉田宏さん
（ピアサポートみえ）にご来校いただき、お話をしていただきます。
誰もが障がいの有無に関わらず地域社会で豊かに暮らすことができるように、お互いが思いやりの心を持って人と接するこ
とが大切だと考えます。
次第に寒さを感じるようになってきました。風邪やインフルエンザなどにかからないよう、くれぐれもご用心ください。

【親子遊び交流の場 ポップ】
日時：１２月７日(土) 13：３０～１５：３０
場所：寺方児童集会所
内容：のびっこ＆ポップ X’mas 会

消費生活出前講座のご案内
市民・消費生活相談室では、悪質商法の手口や対処法についての出前講座を無料で開催しています。悪質
商法の実態や、それぞれのケースの対処法について、専門の資格を持った消費生活相談員がお話します。
☆対 象：市内在住または在勤の方で、１０名以上のグループ
☆日 時：ご希望の日（平日）の昼間１～２時間
☆申込先：市民・消費生活相談室窓口もしくは、室のホームページ「消費生活講座・啓発ビデオ貸し出しの
ご案内」をご覧ください。
☆その他：会場は申込者でご準備ください。また、日程によってはご希望に添えない場合も
ございます。ご了承ください。
☆１回１５分程度で、行政職員が簡単なお話をさせていただくワンポイント講座もご用意して
おります。土日や夜間も可能です。詳しくはお問い合わせください。
☆問合せ先：四日市市役所 市民・消費生活相談室 ３５４－８１４７ ＦＡＸ３５４－８４５２

学童保育所で放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。
子どもが好きで意欲のある方を募集しています。経験・資格の有無は問いません。常勤の指導員だけで
なく、週に 1 日だけ、長期休みだけの勤務、ボランティアを希望される方も募集しています。
内 容：市内学童保育所で、子どもとの遊び・生活の指導など
その他：各学童保育所での雇用になりますので、条件はそれぞれ異なります。

◆指導員登録説明会
市では、学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記のとおり指導員登録説明会を開催します。
登録していただいた方には、指導員を募集している学童保育所を市から紹介します。
年度ごとの登録になりますので、平成 30 年度に登録をされた方も改めて登録をしてください。
☆日
時：１２月１４日（土）１８：００～
☆場
所：四日市市文化会館 第４ホール
☆内
容：①指導員登録制度の説明 ②各学童保育所からのお知らせ
☆申 込 み：１２月１１日（水）までに、下記内容を、電話、ファクス、又はＥメールでこども未来課へ
①住所 ②名前 ③電話番号 ④ファクス番号 ⑤Ｅメールアドレス
☆問合せ先：四日市市役所 こども未来課 学童保育係 ３５４－８４６４
E メール：gakudou@city.yokkaichi.mie.jp

【譲ってください】
○剪定はさみ
○風呂敷（古い無地の物２ｍ×２ｍ）
○原付用ヘルメット（女性用）
○紙パンツ（サイズ問わず・大人用）
○桜中学校制服（スカート W６６cm）
○四日市南高校女子制服（上・下）

【譲ります】
○バスケットゴール

FAX３５４－８０６１

○桜中学校男子制服（上）A１６５cm）

☆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。

