表彰おめでとうございます

2020 年 1 月 5 日号

１月１２日（日）四日市ドーム及び周辺で開催される 令和２年四日市市消防出初式に
おいて、次の方が表彰されます。
◇四日市市長表彰（消防団功労者表彰）
四日市市消防団 桜分団
窪田 一幸さん

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。
あなただけのバレンタインハウスを作ってみませんか？♡
☆日
☆場
☆講
☆対

２月２日（日）１０：００～１２：００
桜地区市民センター ２階 大会議室
山本 和美さん
☆定員１５名
☆材料費 ６００円
桜地区在住・在勤・在学の方
（小学３年生以下は保護者同伴）
☆持ち物 エプロン、三角巾、ふきん、持ち帰り用の袋
☆申込み期間 １月１７日（金）９：００～２４日（金）

謹んで新春のお慶びを申し上げます
本年もどうぞ よろしくお願いいたします
桜地区市民センター・桜地区地域団体事務室

職員一同

時
所
師
象

せい

ふ

市県民税の申告書（オレンジ色の封筒の人）は市役所または地区市民センターなどへ
整膚は、皮膚を引っ張ることで健康維持のほか、美容効果も期待できます。

《申告会場と日時》

☆日 時 ２月 1２日（水）１３：００～１４：３０
☆定員 ２０名
☆場 所 桜地区市民センター ２階 大会議室
☆参加費 無料
☆講 師 木村 好江さん（整膚師）
☆対 象 桜地区在住・在勤・在学の方
☆持ち物 なし
☆申込み期間 １月２９日（水）９：００～２月６日（木）

・桜地区市民センター ２月３日（月）・４日（火） ９：００～１４：３０
※車で桜地区市民センターへお越しの方は、南側駐車場をご利用ください。
・四日市市役所（２階 市民税課）
３月 10 日（火）～１6 日（月）９：００～１６：００

※土・日曜日は除きます●

●市県民税の申告についての問合せ先 四日市市役所市民税課（３５４－８１３２）

四日市税務署からの確定申告会場のお知らせ

☆申込先は両講座とも、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）※定員になり次第締め切ります。
☆申込開始日・締切日が各講座によって違いますのでご注意ください。

《四日市税務署の申告会場》じばさん三重 ６階（四日市市安島１丁目３－１８）
《開設期間》２月１7 日（月）～３月１６日（月）※土曜・日曜・祝日は除きます
９：００～１７：００（１６：００までにお越しください）
●所得税の確定申告についての問合せ先 四日市税務署（３５２－３１４１）
※上記期間内は、四日市税務署内では確定申告会場を設けませんのでご注意ください。

各地区連合自治会から推薦された団体が、一堂に会して演じ合う芸能の祭典を行います。
桜地区からは『さくら音頭愛好会』の皆さんが１０：１５頃からの出演予定です。
皆さん是非会場へ応援に行きましょう。
※時間は変更になる可能性があります。

※詳しい内容は『広報よっかいち１月下旬号』を参照してください。
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裏面も
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☆会
場
☆問合せ先

1 月１８日（土）第Ⅰ部１０：００～１３：１５
第Ⅱ部１４：００～１６：５５
四日市市文化会館 第 2 ホール
四日市市役所 文化振興課 ３５４-８２３９

入場料 無料
（入退場自由）

※三重県立四日市商業高等学校 ギター・マンドリン部の皆さんによる演奏もあります。

野鳥の観察を楽しみましょう！
～矢合川でバードウォッチング～
☆日

さくら人権大会

☆参加費
１００円
（中学生以下無料）

時

１月２６日（日）９：３０～１２：００【受付９：００～】
※雨天時 桜地区市民センター ２階 大会議室で、野鳥についてのお話とビデオ鑑賞
☆集合場所 桜地区市民センター 玄関前
☆観察場所 熊谷橋（桜幼稚園付近）から花本橋（智積町）までの矢合川沿い
（距離２ｋｍ 野鳥が多くいるときは、距離を短縮します）
☆
カワセミ、ジョウビタキ、メジロ、アオサギ、カルガモ等
☆説 明 員 三重県環境学習センター 環境学習推進員 木村京子さんと日本野鳥の会 会員
☆双 眼 鏡 観察に必要な双眼鏡をお持ちの方はご持参ください。（無償で貸し出しもします）
☆そ の 他 観察終了後、桜地区市民センターにて温かい“ぜんざい”を用意します。
☆定
員 ３０人（小学生は保護者同伴）
☆申込期限 １月２０日（月）定員になり次第、締め切ります。
☆問合せ・申込先 桜地区地域団体事務室（桜地区市民センター内）３２６－２８８８
月～金曜日（祝日除く）１０：００～１６：００
☆主 催 桜地区社会福祉協議会 文化部

◇日 時
◇場 所
◇対 象
◇問合せ

◇持ち物
タオル・飲み物

１月２４日（金） １３：３０～１５：００
桜地区市民センター １階 和室
おおむね 65 歳以上の市民の方
※運動しやすい服装でお越しください。
四日市市役所 健康づくり課 ３５４－８２９１

（2 月中旬からの勤務です）

小学校給食調理員（給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など）を募集します。
応募期間 １月６日（月）～２０日（月）
申込・問合せ先 四日市市役所 教育総務課 ３５４－８２３６

１月
自動車
文庫

２９日（水）

３０日（木）

智積公会所第二駐車場

１０：１０～１０：５０

桜ヶ丘公園

１１：００～１１：３０

桜台二丁目３号公園

１３：３０～１４：１０

桜台一丁目１号公園

１４：２０～１５：１０

桜花台コミュニティセンター

１０：１０～１１：１０

【譲ります】 〇ランドセル（黒） 〇そろばん 〇書道セット 〇ピアニカ（水色）
〇彫刻刀セット
〇スーツケース（５～6 泊用 グレー）
【交渉中】
〇子供用鉄棒（折りたたみ式）
〇カラーボックス（４段・アイボリー）
【譲ってください】 ○桜中学校制服（スカート）Ｗ66ｃｍ
○紙パンツ（サイズ問わず）大人用
〇自転車（22 インチ）女の子用
〇桜あおい幼稚園（セーター（緑色）120 ㎝と 130 ㎝・ベレー帽 ＭとＬ）
〇桜中学校 ハーフパンツ（L）
・夏用スカート（W66 ㎝）
☆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。

☆日

時

２月８日（土）１３：００～１５：３０（開場１２：３０）

☆会

場

桜地区市民センター 2 階 大会議室

☆内

容

【第 1 部】人権学習の発表１３：００～
【第 2 部】講演会１４：００～
～現地はどうなっているの？
取材映像から知るシリアやイラクの現状～
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☆講

師

☆問合せ先

たまもと

玉本

えいこ

英子さん

桜地区地域団体事務室（桜地区市民センター内）

【プロフィール】
アジアプレス所属の映
像ジャーナリスト。中東
地域を中心に 20 年以上
取材を続ける。
201９年１０月のシリ
ア現地取材をテレビで
伝えた。他にラジオ、新
聞、ネット記事などでも
発表。

３２６－２８８８（月～金曜日《祝日を除く》１０：００～１６：００）
☆主

催

桜地区権・同和教育推進協議会

※駐車場には限りがありますので、近隣の方は徒歩、または自転車等でお越しください。

※雨天決行

☆日 時
☆集合場所

ノルディックウォーキング体験会

申込締切り
２月７日（金）

２月１６日（日）９：００受付 ９：３０出発～１２：００終了予定
桜地区市民センター 駐車場
市民センター～桜南 観音堂～かめや製菓舗～伊藤酒造～市民センター

☆対 象 桜地区在住・在勤の方
☆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

桜地区スポーツ推進協議会

☆

さくらんぼ ２月の予定
～おともだちを作りに来ませんか～
５日（水）
１９日（水）

助産師相談
１０：３０～１１：３０受付終了
さくらんぼクラブ
１０：３０～
テーマ ～読みあそび～
講 師 ほがらか絵本畑 しんちゃん （定員 ２０名）
参加費 ３００円
２６日（水）
おもちゃのチャチャチャ １０：００～
テーマ ～パラシュート作り～
講 師 おもちゃドクターズ（限定１０組）
※おもちゃのチャチャチャは１月から水曜日に変わりました。
【子育て支援センターさくらんぼの開所曜日・時間】
月～金曜日 ９：００～１４：００ ☆受付１３：００まで
（土・日・祝日・医院休診日は閉所）
行事日程の最新案内・臨時休館・開所時間変更は、桜花台子どもクリニックホームページの
ブログでもお知らせしています。１か月前から予約受付します。
《問合せ先・予約先》桜花台こどもクリニック 子育て支援センターさくらんぼ
３７３－６６３９

