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今年も桜地区内でホタルがたくさん飛んだよ！ 
◇調査期間 ５月２８日（木）～６月２２日（月）   

◇調査時間 ２０：００～２０：３０ 

◇令和２年度桜地区ホタル飛翔調査場所 ※【各調査場所で確認されたホタルの数】 

 ①桜地区市民センター駐車場西側水路【５】    

②馬場理髪店西水路（桜地区市民センター西）【３４】 

 ③金渓川山上橋付近【１４４】      ④金渓川三重橋から湯の山線陸橋付近【９５】    

⑤金渓川桜橋付近 【８】         ⑥湯の山線桜駅東水路        【１５】 

 ⑦英水苑南金渓川 【５０】               

◇飛翔したホタルの総数 ３６８匹  

◇問合せ先 ホタル調査員 伊藤 ０９０－７０２１－５７１６ 

2020年 7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。 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用す

る機会が増えていますが、一般に消毒用アルコールの物性として、次の特徴があります。 

◇アルコールの火災予防上の特徴 

〇火気に近づけると引火しやすい。 

〇アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気より重く、低いところにたまりやすい。 

このため、ご家庭や事業所などにおいて、消毒用アルコールを使用する場合、下記に示す火

災予防上の一般的な注意事項に十分注意の上、安全に取り扱ってください。 

火災予防上の一般的な注意事項 

消毒用アルコールの安全な取り扱いについて 

桜地区のみなさん、暑い日が続きますが、消毒用アルコールの車内放置や直射日光に

気を付けてください。取り扱いを誤ると火災などを引き起こす恐れがあります。 

 

☆問合せ先 四日市市中消防署西分署 ３２６－２５８３ 

消毒用アルコールの容器

を落下させたり、衝撃を与

えることのないように気を

つけてください。 

消毒用アルコールを容器に詰め替える

場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよ

う注意しましょう。また、詰め替えた容

器に「消毒用アルコール」や「火気厳禁」

などの注意事項を記載してください。 

 

室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰め替えなどに

より、アルコールの可燃性蒸気が滞留する恐れがある場

合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所で

行いましょう。 

また、密閉した室内で多量の 

消毒用アルコールの噴霧を行 

うことは避けましょう 

 

消毒用アルコールを使用すると

きは，火気の近くで使用しないよ

うにしましょう。 

 

消毒用アルコールの容器を設

置・保管する場所は、直射日光が

当たる場所や高温となる場所は避

けましょう。 

 

⑧あおい幼稚園横水路       【１７】 

 

戦没者を追悼し平和を祈念する日  

8月 15日に黙とうを 
毎年 8 月 15日は、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」です。 

市民・事業者の皆さんも当日正午から 1 分間の黙とうをお願いします。黙とうの時間に 

あわせて、市内の寺院では鐘が鳴らされることがあります。 

この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみましょう。 

☆問合せ先 四日市市役所 健康福祉課  ３５４－８１０９ FAX３５９－０２８８ 

 

 

 

◇実施日時 ８月５日（水）１１：００ころから数分程度 

●地域住民の皆さんに参加していただく訓練ではありません。 

※音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。   

※屋外拡声子局・・市内 11９箇所 

●放送内容確認 ３５１－４００４（自動電話応答機能） 

☆問合せ先 四日市市役所 危機管理室 ３５４－８１１９ 
 

☆特別番組「家で祭りを楽しもう～大四日市まつり～」 
今年はお家で祭り気分を味わいませんか？新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今年は大

四日市まつりが中止となりました。 

番組では、２０１９年の大四日市まつり２日目「郷土の文化財と伝統芸能」に出演した団体の

演技を各団体の思いと共に振り返ります。ぜひご覧ください。 

《放送チャンネル》１２Ｃｈ 

《放送日時》   ８月１１日～１６日 （火・木）１９：００～ （水）２３：００～ 

                   （金・日）１７：００～ （土）１９：００～ 

☆問合せ先 シー・ティー・ワイ 地域情報部 ３５９－２９２５ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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～ 
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】             

 日 時 ８月４日（火）1１:00～1３:00    

 場 所 桜地区市民センター 中会議室  

【親子遊び交流の場 ポップ】 
 
       8月はお休みです。 

 
7 月号 

今月に入ってもコロナウイルスによる感染が完全に終息しないまま社会（学校）は動いてい

ます。 

東京都の感染状況が毎日のようにニュースで報道されている状況であり、本校も気を引き締

めて感染拡大防止対策（マスク着用、換気、消毒、ソーシャルディスタンス等々）に努めてい

ます。さて、ようやく 1 学期の定期考査が１６日から始まります。テスト終了後もしばらくは

特編授業（午前）と課外授業・クラブ（午後）が続きます。夏季休業は来月８日からです。 

６月中旬より教室の換気を行いつつエアコンをつけて熱中症予防にも努めています。 

また南側校舎の廊下窓等は、６月よりスクールサポートスタッフ（ＳＳＳ）の方に１７時よ

り２時間かけて消毒作業を行ってもらっています。 

この夏も猛暑や酷暑という言葉をよく耳にすることになろうかと思います。地域の皆様もご

家庭のエアコンを適切に使用し体調を崩さないようにしてください。 

また、このような中でも自分の目標に向けて努力を続けている西高生に、どうか温かい応援

をお願いします。               

 四日市西高等学校 ＜７／１ 記＞ 

 

 

 

☆日  時 ８月１０日（月・祝）９：３０～11：００（受付は９：００から）※小雨実施 

☆場  所 天然記念物 御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町） 

☆内  容 御池沼沢植物群落の説明とザリガニ釣り 

☆対  象 ３才以上（小学生以下は保護者同伴） 

☆定  員 申込み先着順１０組程度 

☆持 ち 物 長靴・長袖・長ズボン・帽子・水筒・タオル・虫よけ・ザリガニを入れる容器 

☆申込み先 ７月２０日から８月５日（必着）に、代表者の名前、参加人数（小学生以下は学年か年齢

も）、交通手段、連絡先（電話番号かメールアドレス）を、電話かファックス、E メール

で、または直接、社会教育・文化財課までお知らせください。 

３５４－８２４０ FAX３５４―８３０８ 

E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp 

☆問合せ先 四日市市役所 社会教育・文化財課 ３５４－８２３８ 

8 月  ６日、２０日、２７日 
（１３日はお休みです） 

毎週木曜日 〔 9：30～11：30 〕 

☆問合せ先 桜台保育園  

３２６－４６８１ 

 

８月 ５日（水） 

１９日（水） 

✿チェリークラブ✿ 

〔 10：00～11：30 〕   

☆問合せ先  桜幼稚園 ３２６－１５３３ 

絵本の日 

はな組で読み聞かせ 

✿あそぼう会✿ 

桜台小学校・小山田小学校給食パートを募集（８月下旬からの勤務です） 

◇募集職種 小学校給食調理員（給食パート）桜台小１名、小山田小２名 

◇業務内容 給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など 

 ◇勤 務 日 給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし） 

桜台小の１名と小山田小の１名…給食実施期間は原則毎日勤務 

       小山田小の１名…給食実施期間中週２～３日勤務 

◇勤務時間 桜台小学校：午前８時４０分～午後３時１０分（労働時間５時間４５分） 

      小山田小学校：午前８時３０分～午後３時００分（労働時間５時間４５分） 

 ◇時 間 給 １０１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

 ◇申し込み 応募を希望される方は、教育総務課（３５４－８２３６）に電話のうえ、履歴書を

提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。 

◇応募期間 ７月２０日（月）～８月３日（月） 

 

 

 

 
参加費 

無料！ 

桜地区いきいきサロンのご案内 
✿一色いきいきサロン 

  一色第一公会所 

  ２６日（水） ９：３０～１１：３０ 

✿山上いきいきサロン 
山上公会所 

１４日（金）１３：３０～１５：３０ 

  １７日（月） ９：３０～１１：３０ 

✿ほっとカフェ''ぽかぽか'' 

  桜町南公民館 

   ４日（火）１４：００～１６：００ 

✿桜台三丁目交流サロン 
  桜台第二会館 

   １９日（水）１３：３０～１５：３０ 

         ※内容によって時間延長あり 

✿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 

✿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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿桜花台ふれあいサロン 

桜花台コミュニティセンター 

６日（木） １０：００～１１：００ 

２７日（木）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 

１２日（水） 

２７日（木） 

✿桜南ほかほかクラブ 

  桜南公民館 

  ２０日（木）  ９：３０～１１：３０ 

✿智積第６いきいきサロン 

  四日市友の会 

  ８月はお休みです。 

✿桜ボランティア協会「駅前憩いの家」     

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 

 ※予定ですので開催については、主催者に
お問合せください。 

１０：００～１２：００ 

御池沼沢ザリガニ釣りで植物保護！ 
おいけしょうたく 

mailto:syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

