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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。

新型コロナウイルス感染症対策への
ご協力をお願いします
新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エ
チケット」です。マスクがない時は、代用品を使いましょう。自分の手を用いるのではなく、
ハンカチやタオルなど、口を塞ぐことができるもので代用することでも飛沫（くしゃみなど
の飛び散り）を防ぐ効果があります。
また、できる限り混雑した場所を避けてください。屋内で互いの距離が十分に確保できな
い状況で一定時間を過ごすときは注意が必要です。さらに、十分な睡眠をとっていただくな
ど健康管理にも心がけていただくようお願いします。

＜咳エチケット＞
マスクは口・鼻を
覆う

生後 91 日以上の犬の飼い主は「狂犬病予防注射月間」の４～6 月に狂犬病予防注射を受けさせ
ることが法律で義務付けられています。「動物病院」または市が行う「集合注射会場」で狂犬病の
予防注射を受けさせてください。なお、（該当地区）地区での集合注射は下記の通りです。
また、犬の生涯に 1 回の登録と、市内で新たに犬をお飼いになる際は転入の届けもお願いします。

４月１７日（金）

桜 台 第 一 会 館
桜地区市民センター

衛生指導課

３５２－０５９１

一生吹山 びしゃもんさん

桜まつり

毎年、楽しみにして頂いている皆さま、今年は新型コロナウイルス感染予防のため、
残念ですが 中止
とさせて頂きます。
主催：一生吹山毘沙門天世話方の会

回
覧

〈とっさの場合〉

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で口・鼻を覆う

１３：００～１３：３０
１３：５０～１４：２０

（雨天の場合も実施します）
◇持ち物 １．市内に登録のある犬‥‥‥‥お知らせのハガキ(３月下旬発送予定)と注射費用
２．市外で登録がある犬で市内に転入する犬‥前住地で交付された犬鑑札と注射費用
（雨天決行）
３．新たに登録する犬‥‥‥‥‥登録費用と注射費用
◇費 用 集合注射 １頭につき 3,４00 円
（注射料金 2,８50 円＋注射済票交付手数料 550 円）
※昨年度と注射料金が変更になりましたので、ご注意ください。
登
録 １頭につき 3,000 円
※おつりのいらないように
※詳細については下記にお問い合わせください。 ご協力をお願いします
【注意事項】
○ご来場の際は事故防止のため、首輪は外れないようにしっかりと付け、犬を制御できる人が
連れてお越しください。（制御ができない場合は、動物病院での接種をお願いします。）
○他の注射会場はお問い合せください。
○フン尿の始末は連れて来られた人が責任をもって行ってください。
【問合せ先】四日市市保健所

〈マスクがない場合〉

後援：桜地区社会づくり協議会

四日市市健康危機管理対策本部
【問合せ先】四日市市役所
四日市市役所

危機管理監危機管理室
健康福祉部健康福祉課

３５４－８１１９
３５４－８２８１

（※配架予定含む）

桜地区市民センター１階事務室に図書のコーナー、２階には図

【児童書】
☆なまえのないねこ
（竹下文子）
☆やるとおこられそうなこと
（川之上英子）
☆ねこのジョン
（なかえよしを）
☆ねずみのよめいり
（いもとようこ）
☆ノンタンたいそう１・２・３
（キヨノサチコ）

【一般書】
☆ライオンのおやつ（小川糸）
☆ノースライト （横山秀夫）
☆ドミノ ㏌ 上海（恩田陸）
☆スワン
（呉勝浩）
☆ツタよ、ツタ （大島真寿美）

書室があり、一般図書、絵本、紙芝居などがたくさんあります。
ぜひ、桜地区市民センターの「さくら文庫」をご利用ください。
貸出期間・・・１ヶ月（新刊は２週間）
貸出冊数・・・お１人３冊まで

桜台たのし会 新会員募集！！
桜台たのし会では、
「会員相互の親睦を図り、老後の生活向上に努め、楽しく余生を送る。
」を目的に
会員を募集しています。いろいろな活動、楽しい催し物も多数行っておりますので、たくさんの方の入
会をお待ちしています。

下見・見学に来てください！
お待ちしています！

◇入会資格：桜台地区在住の満６０歳以上の方
◇年 会 費：１，２００円
◇活動内容：定期総会、定例会、忘年会、
新年会、自治会行事出店、
親睦会行事等の企画、実施
各サークル部活動の総括
◇問合せ先：桜台たのし会

会長 児玉洋三

３２６－４７０３

★サークル活動★
カ ラ オ ケ 部・・・毎週月曜日 9:00～12:00
卓
球
部・・・毎週水曜日 9:00～12:00
グラウンドゴルフ部・・・毎週土曜日 午前中
旅歩こう会・・・ウォーキング、バスツアー、登山等
各部内でも昼食会、バーベキュー、もちつき等、
楽しい催しを実施しています。

（３月１６日現在）

◆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） １０:００～１１:００
２３日（木） 健康体操
１０:００～１１:００
おしゃべりサロン
１１:００～１１:４０

◆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）

１０:００～１2:００

◆桜南ほかほかクラブ
桜町南公民館
１６日（木）

９:３０～１１:３０

◆智積第 6 いきいきサロン
四日市友の会
２１日（火） １３:３０～１４:３０
ヨガ １４:３０～１５:００

◆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

◆山上いきいきサロン
桜町山上公会所
１０日（金） １３:３０～１５:３０
２０日（月）
９:３０～１１:３０

◆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

今年度はコロナウイルスの影響で予想だにしな
かった事態となり、本校でも生徒の感染拡大防止
のため３月２日から突然の臨時休業となりました。
幸いにもその前日、３月１日（日）に、在校生を
参列させず卒業生２７８人を無事に送り出すこと
ができて安堵いたしております。
さて、本校は「自主・自律をモットーに、地域
から信頼される活力ある進学校を目指す。」との
方針のもと教職員一丸で、地域に愛される学校づ
くりを行っていきます。次年度も引き続き、地域
の皆様の変わらぬ本校へのご支援をよろしくお願
＜3 月 1 日 卒業証書授与式（体育館）＞
いいたします。
最後になりましたが４年間校長として尽力してまいりました
私、矢田覚は今月末をもって定年退職させていただきます。
四日市西高等学校

✿チェリークラブ✿
〔 10：00～11：30 〕
４月１５日（水）読み聞かせ・手遊び
２２日（水）読み聞かせ・手遊び

【問合せ先】

４月生誕生会
【問合せ先】

桜幼稚園

３２６－１５３３

桜台保育園
 ３２６－４６８１

障害（児）者生活支援グループ ポップ 障害を持つ子と親のサークル のびっこ

～のびっこ＆ポップの活動にご参加を～

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）

✿あそぼう会✿
〔 9：30～11：30 〕
9 日・１６日・２３日・３０日
（木曜日）

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】

【親子遊び交流の場 ポップ】

日時：４月１４日（火）10：00～12：00
場所：桜地区市民センター 和室

日時：４月４日（土）13：30～15：30
場所：寺方児童集会所
内容：親子体験遊び
＊連絡先：山中 326－0833

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

さくらワクワク元気講座
４月２２日（水） 中止 とさせて頂きます。
【問合せ先】 桜在宅介護支援センター ３２６－６６１８

【譲ってください】〇桜中学校トレーニングパンツ（ハーフ・L サイズ）
・夏スカート（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。

４月・５月のさくらんぼクラブ・おもちゃのチャチャチャは 中止 とさせて頂きます
【問合せ先】 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

新型コロナウイルス感染症防止対策
自治会等の各種団体が開催する総会等への対応について
自治会等の各種団体にかかる総会等の開催においては、一度に多数の人が集まることを
避けるため、書面表決や委任状により対応できる場合もあります。
ご不明な点などは、地区市民センター又は、四日市市役所市民生活課にお尋ねください。
なお、書面表決の参考書式は市ホームページからダウンロードしていただけます。必要
に応じて修正のうえご利用ください。

＜ホームページアドレス＞
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1583832378494/index.html
【問合せ先】

四日市市役所

市民生活課 ３５４－８１４６

新型コロナウイルス感染症対策
「消費者としてご注意いただきたいこと」
〇デマなどに惑わされず冷静な購買活動を！
新型コロナウイルス感染が拡大している状況の下、様々な風説が流れています。
食料品や生活必需品が必要な方に届くよう、消費者の皆様には、正しい情報を見極め、
デマなどに惑わされず、冷静な購買活動をお願いいたします。

〇便乗商法にご注意を！
新型コロナウイルスを口実にした悪質商法やメールに関する相談が寄せられて
います。少しでもおかしいと思ったら、下記の【問合せ先】にご相談ください。
〈不審な商法などの例〉
・マスクを無料送付するというメッセージがスマートフォンに届いた
・公的機関を名乗るところから「感染予防策」と題したメールが届いた
・金の相場が上がるとして、金を買う権利を申し込むよう言われた
参考：国民生活センターホームページ（新型コロナウイルス感染症関連）
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html
【問合せ先】 四日市市役所 1 階 市民・消費生活相談室 ３５４－８２６４
平日 9：00～12：00、13：00～16：00（祝日を除きます）
※ご相談は電話または来所で受け付けております。

