
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※申込み先は両講座とも、桜地区市民センターです。３２６－２０５１（９時から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。※先着順で定員になり次第締め切ります。   
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「スマホを買ったけど、使い方がよくわからない」という初心者の方向けの講座です。基本

的な操作をはじめ、写真やビデオを撮ったり、インターネットやアプリの追加でもっと便利に

楽しめる使い方を覚えましょう！  

 

2019 年 12 月 20日号 
 

 

 

 

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 １月２５日（土）１０：００～１２：００ 

☆場 所 桜地区市民センター ２階 大会議室 

☆講 師 池田 悟さんと山上銅板工芸の会の皆さん 

☆定 員 ２０名 

☆材料費 ３００円 ※材料費はおつりのいらないようお願いします。 

☆持ち物 なし 

☆申込み期間 １月１０日（金）９：００～ 

🔶マイナンバーカード コンビニ交付サービスの一時停止のおしらせ  ☆対 象 者  平成 11年４月２日～平成１２年４月１日生まれの方 

＊桜地区の新成人 147名（10月 1日現在） 

         12月１日現在で、本市に住民登録されている方には案内状を送付します。 

         （市外に住民登録されている方で案内状の送付を希望される方は、 

下記問い合わせ先までご連絡ください。） 

 ☆場  所  四日市市文化会館 

 ☆開催時間  開場：１２：００  開演：１３：００（式典は１時間程度を予定） 

 ☆問合せ先  四日市市役所 こども未来課 青少年育成室 ３５４－８２４７ 

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、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。 

■一時停止日時 1月１５日（水）終日  
問合せ先 四日市市役所 市民課 ３５４－８１５２ 

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。ヨガで心身の緊張をほぐし、心の安定とやすらぎを得ましょう。 
 

 

☆日 時 １月１１日（土）・１8日（土）【2回連続講座】 １３：００～１５：００ 

☆場 所 桜地区市民センター ２階 大会議室 

☆講 師 「さくらコム運営委員会」のメンバー 

☆対象者 桜地区内在住・在勤の方 

☆定 員 １５名（初めて受講の方） 

☆持ち物 お使いのスマートフォン（お持ちの方） 

☆申込み期間 １月７日（火）９：００～１月１０日（金） 

☆申込み先 桜地区市民センター ３２６－２０５１（９時から電話のみの受付です） 

 

 

 

受講料無料です。 

みなさん ぜひ、

ご参加ください！ 

受講料 

無料‼ 

☆日 時 １月１８日（土）１0：００～１１：３０ 

☆場 所 桜地区市民センター ２階 大会議室 

☆講 師 山本 亜矢子さん（ヨガ インストラクター）  

☆定 員 １５名 

☆持ち物 ヨガマット（または大きめのバスタオル） 

     水分補給の飲み物、動きやすい服装 

☆申込み期間 １月９日（木）９：００～１月１６日（木） 

初めての方、経験者の方も大歓迎‼ 一度、見学に来てください。 

🌸 桜ヨガサークル  
日 時 第１・第３水曜 

（変更の場合があります） 

１３：３０～１５：００ 

🌸 フラダンス サークル 
日 時 第２・第４土曜   

１３：３０～１５：００ 

☆募集内容・人数 地域マネージャー（会計年度任用職員）・１２人程度 

☆職務内容 地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務 

☆任  期 令和２年４月１日から令和３年３月３１日（再任用する場合もあります） 

☆勤 務 地 各地区市民センター（詳しくは募集要項をご覧ください） 

☆募集期間 1月６日（月）～1月 31日（金）【必着】  

☆応募方法 市民生活課、各地区市民センターにある募集要項の所定の用紙に必要書類を添え、市役所

5階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。持参の場合は、月曜日から金曜日の午

前 8時 30分から午後 5時 15分までにお願いします。 

☆受験資格 詳しくは、下記までお問合せください。 

☆問合せ先 四日市市役所 市民生活課 ３５４－８１４６ 

 

問合せ先 桜地区市民センター ３２６－２０５１ 

一枚の銅板から絵画のような作品に仕上げる銅板工芸。挑戦してみませんか⁉ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

ふれあい遊び・読み聞かせ 

今年もまもなく暮れようとしています。「平成」から「令和」となり時代の節目となった年だったと

思います。皆様はどのように感じたことでしょうか。 

さて、先月は東海高等学校駅伝競走大会に男子が、第３８回東海高等学校弓道選抜大会に男子が出場

しました。さすがに上位大会での入賞までは難しいものの、高いレベルでの競技は参加した陸上部や弓

道部の生徒にとって、良い経験になったことと思います。また今月には自然研究部が第５回全国ユース

環境活動発表大会に出場しました。 

一方で３学年からは指定校推薦や一般公募制推薦入試での合格、公務員試験合格の報告も届いていま

す。しかし 1 月の大学入試センター試験や第１志望校合格に向け、多くの生徒が真剣に勉強に取り組

んでいます。試験当日までの日々を大事に使ってもらいたいものです。   

最後に、今年１年間のご支援とご理解に感謝するとともに皆様や生徒にとって来年が良い年になりま

すように。                             四日市西高等学校 

 

ポップ のびっこ 
～のびっこ＆ポップの活動にご参加を～ 

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。 

【親子遊び交流の場 ポップ】 

日時：１月１１日（土）13：30～15：30 

場所：寺方児童集会所 内容：親子あそび 

 
 

【親の会 のびっこ】 

日時：１月１５日（水）10：00～12：00 

場所：桜地区市民センター 和室 

内容：新年会 

  

✿チェリークラブ✿ 
１月  ８日（水） 

１５日（水） 

２２日（水） 

２９日（水）１月生誕生会・ふれあい遊び 

読み聞かせ 

〔 １０：００～１１：３０ 〕   

問合せ先 桜幼稚園 ３２６－１５３３ 

 

１月 ９日、１６日、２３日、３０日 

 
毎週木曜日 〔 ９：３０～１１：３０ 〕 
問合せ先：桜台保育園  

３２６－４６８１ 

 

✿あそぼう会✿ 

12 月号 

医療機関や介護施設で最後までお世話になることがだんだん難しくなってきています。 

それだけに本来あるべき住み慣れた家で最期を迎えることができる、在宅医療について学び

たいと思います。 

☆テーマ 桜地区に根差し歯科診療８０年 ～親子二代にわたる歯科医院の歩み～ 

☆講 師 坂井歯科（桜町） 歯科医 坂井 治 先生 

☆日 時 1月１９日（日）１３：３０～ 

☆場 所  桜地区市民センター 2階 大会議室 

☆申込み  不要 

☆問合せ  桜地区地域団体事務室 ３２６－２８８８   

月～金曜日（祝日除く）１０：００～１６：００ 

☆主 催 桜地区社会福祉協議会    

☆共 催 ＮＰＯ法人桜ボランティア協会 

 

 手話通訳あります 

 

☆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】○桜中学校男子制服（上A１６５）  ○スーツケース（５～６泊用、グレー） 

○ランドセル（黒） ○そろばん ○書道セット  ○ピアニカ（水色） ○彫刻刀セット 

○アンパンマン電動乗り物（子供用、足こぎも可能） ○子供用鉄棒（室内用、折り畳み式） 

【譲ってください】○剪定バサミ ○風呂敷（古い無地の物、２ｍ×2ｍ） 

 ○原付ヘルメット（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）       

○桜あおい幼稚園 セーター（緑色 １２０cmと１３０cm）・ベレー帽（Mと L） 

 

 家屋を取り壊したときは、固定資産税額が変わる可能性があるため 四日市市役所資産税課 家屋係 

までご連絡ください。物置や車庫など、小さな建物であって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、３５４－８１３８ 

◆桜花台ふれあいサロン 
   桜花台コミュニティセンター 
    2日（木）  休み 
   ２３日（木）  １０:００～１１:００ 
           健康体操   
           １１:００～１１:４０ 
           おしゃべりサロン 
 ◆ミニデイサービス「ともだちの和」 

  桜台第一会館 

     ８日（水）  

   ２3日（木） 

 

◆智積第 6 いきいきサロン 

  四日市友の会 

   ２１日（火）   １３:３０～１４:３０ 

◆桜南ほかほかクラブ 

  桜町南公民館  

   １6日（木）    ９:３０～１１:３０ 

 

◆一色いきいきサロン 

  桜町一色第一公会所 

   ２2日（水）    ９:３０～１１:３０ 

◆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 

      

１０:００～１２:００ 

◆山上いきいきサロン 

桜町山上公会所 

    ９日（木）   ９:３０～１１:３０ 

１０日（金） １３:３０～１５:３０ 

◆ほっとカフェ“ぽかぽか” 

  桜町南公民館 

    7日（火） １４:００～１６:００ 

 ◆桜台三丁目交流サロン 

  桜台第二会館 

   １５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 

  桜台第三会館 

   １２日（日） 

   ２６日（日） 
１３:００～１５:００ 

◆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 

 


