
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿あそぼう会✿ 

毎週木曜日  

〔 9：30～11：30 〕 

問合せ先 桜台保育園  
３２６－４６８１ 

 

◇日  時 １１月２８日（日） ９：３０～１１：３０頃（雨天中止の場合あり） 

◇集合場所 桜地区市民センター 玄関前【受付 ９：１５～】 

◇ウォーキングコース 桜地区市民センター ⇒ 多宝山智積寺 ⇒ 椿岸神社 （現地解散）【約 1500m】 

◇講  師 桜郷土史研究会有志、神社宮司、桜町南公民館館長 

◇対象＆定員 小学生以上(小学生は保護者同伴)、３０名 

◇参 加 費 1 人 100 円（小学生は無料） 

◇そ の 他 歩きやすい服装、各自必要なもの（タオル、帽子、水筒など） 

◇申込み期間 11 月８日（月）～11 月 12 日（金） 

※先着順（定員になり次第締切ります。参加希望者は必ず事前申込みしてください。） 

◇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 

      平日（土日祝除く）１０：００～１６：００ 

◇主  催 桜地区社会福祉協議会 文化部 

 

～桜町南部・智積町をウォーキング<地元の史跡および氏神さまを知ろう>～ 

✿チェリークラブ✿ 

１１月４日、１１日、１８日、２５日 

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

回 
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2021年 10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 １１月２１日（日）９：００～１３：００【雨天決行】 

☆場 所 桜小学校 体育館及び体育館周辺 

     

     

☆主 催 桜連合自治会 ※駐車場は桜地区市民センター・桜小学校中庭をご利用ください。 

     ※新型コロナ感染予防のため、来場される方はマスクの着用をお願いします。 
発熱がある方、体調が悪い方は来場を控えていただきますようお願いします。 

11 月 10 日（水） 

17 日（水） 

19 日（金） 

24 日（水）むすび座人形劇観劇 

26 日（金）Xmas バック作り 

誕生会 

〔 10：00～11：30 〕   

問合せ先：桜幼稚園  
３２６－１５３３ 

ふれあい遊び 

読み聞かせ 

 

 

 

 

 

桜地区いきいきサロンのご案内 

※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。 

桜連合文化祭 令和３年度 

✿桜花台ふれあいサロン 桜花台コミュニティセンター 
    ４日(木)   １０：００～１１：００ 

２５日(木)  体操１０：００～１１：００ 
おしゃべりサロン お休み 

✿ミニデイサービス「ともだちの和」 桜台第一会館 
  １０日(水)   １０：００～１２：００  
  ２５日(木)   １０：００～１２：００    

✿桜南ほかほかクラブ 桜町南公民館 
１８日(木)    ９：3０～１1：3０ 

✿智積第６いきいきサロン 四日市友の会 
屋外活動しています 

✿桜ボランティア協会「憩いの家」 桜台第一会館 
  毎週火曜・木曜  ９：３０～１１：３０ 
  毎週金曜     ９：００～１１：３０ 

✿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 

今年度は感染予防を考慮し、小規模・少人数・短時間で実施します。 

新型コロナウイルス感染予防のため、参加者は必ずマスク着用してください。 

当日は自宅で検温して、発熱・体調不良の方は参加を控えてください。受付時に検温結果をおたずねします。  

多宝山智積寺は建物内の見学があります。 

椿岸神社では見学後に拝殿にあがって宮司さんの説明などお話があります。 

感染症・天候などで直前に中止となる場合あります。 

桜台文化祭 中止のご案内 
今年度はコロナウイルス感染症拡大予防のため、中止です。 

 

模 擬 店

✿一色いきいきサロン 一色第一公会所 
  お休み 

✿山上いきいきサロン 山上公会所 
  １２日(金)   １３：３０～１５：３０ 
  １５日(月)     ９：３０～１１：３０ 

✿ほっとカフェ''ぽかぽか'' 桜町南公民館 
    2 日(火)   １４：００～１６：００ 

✿桜台交流サロン 桜台第二会館 
  １７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 

 
 

 

 

《作品展示》各サークル・個人作品  

《模 擬 店》内容はお楽しみ！ 

先月下旬から新規感染者数が減少し、ようやく県立学校も通常登校に戻ることとなりました。このまま終息

を迎えることを願って止みません。しかしながら依然として新型コロナウイルス感染拡大防止の影響が学校で

も見られます。文化祭は中止。修学旅行・遠足は延期。昼食は黙食。感染リスクの高いと考えられる教育活動

は避ける。部活動も当面は自校内。10 月 9 日から練習試合は昼食を摂らない半日のみ可能。中間考査も予定

通りにはできません。さらに、生徒のなかにはワクチン接種や副反応との理由で出席停止も見られます。 

このようなコロナ禍に限ったことだけではありませんが世の中には自分の思い通りにならないことがたく

さんあります。そのような時にも気持ちを切り替え、挫けず前を向いて歩んでいく力強さとしなやかさを身に

つけてもらいたいものです。 

                                      四日市西高等学校 

10 月号 



性教育の必要性、性暴力と児童
虐待、ＤＶが子どもに与える影
響、自分を大切にする生き方に
ついて考えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これから火災が発生しやすい時季を迎えます。コロナ禍の影響でご自宅にて過ごす時間も増えて 

きているかと思います。この機会に今一度、『防火』について考えていただき、火災から尊い命と 

貴重な財産を守りましょう。 

●住宅防火 いのちを守る １０のポイント 

≪４つの習慣≫ 

① 寝たばこは絶対しない、させない。   

② ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 

③ こんろを使うときは火のそばを離れない。 

④ コンセントは、ほこりを清掃し不必要なプラグは抜く。 

≪６つの対策≫ 

① 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。  

② 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する。  

③ 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。 

④ 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。 

⑤ お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。 

⑥ 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。 

●住警器ちゃんと作動しますか？ 

住宅用火災警報器(住警器)があると火災が発生した際に早期発見することができます。いざというと

きに正常に作動するように点検ボタンを押すなどして点検しましょう。異常を知らせる音声等が鳴っ

た場合は機器の交換をお願いします。 

■問合せ先 四日市市消防本部 予防保安課   ３５６-２０１０  FAX ３５６-２０４１ 

 

『おうち時間 家族で点検 火の始末』 

  はもりあ四日市講演会  

いなべ総合病院 産婦人科部長 

 

四日市市議会 議会報告会のお知らせ 
８月定例月議会の議会報告会を、令和３年１１月１日、２日に開催します。常任委員会ごとに18時30分

から４会場で開催します（詳細は下記参照）。定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市

民の皆さんにお伝えし、意見交換も行います。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前のお申

し込みは不要ですので、参加を希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。 
◆新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、よっかいち市議会だより6月定例月議会号(8月5日発行)の 

掲載内容から終了時刻を変更したためご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場でのやりとりを基本としてご意見をいただきます。※全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）。  

※新型コロナウイルス感染症の状況や天候等により中止や開催内容が変更となる場合があります。 
 
問合せ先：四日市市議会事務局 議事課 ３５４－８３４０ ＦＡＸ３５４－８３０４ 

女性による女性のためのカウンセリング講座 

 
Zoomによるオンライン開催 

講師 石田 ユミ さん 

フェミニストカウンセラー・公認心理師・臨床心理士 
 

日時 11 月27 日（土）１３：００～１６：００ 

   12 月  4 日（土）１３：００～１６：３０ 

対象 市内に在住、または通勤・通学し、両日とも参
加できる女性で、インターネット接続環境で
Zoom アプリを使えるタブレット端末または Web
カメラ付きのパソコン（スマートフォンは不可）
を用意できる人 

定員 10人程度（先着順、ただし相談・支援に 
携わっている人を優先） 

参加費 無料（通信料は自己負担） 
 

日 時 １１月１８日（木） 

１４：００～１５：３０（開場１３：３０） 
場 所 四日市市総合会館 ８階 第４会議室  
定 員 ４０人 

(１０月２２日(金)９時受付開始、定員になり次第〆切)      

参加費 無料 
託 児 無料、先着５人程度（６カ月から未就学児まで） 

    １１月１０日（水）までにお申し込みください。 

※マスク着用必須 

よりよく人とつながるために、 
女性相談・支援のためのカウンセリング技法を学びませんか 

日  時 １１月１日（月） １８：３０～１９：４５ １１月２日（火） １８：３０～１９：４５ 

常 任 

委員会 
教育民生 産業生活 総 務 都市・環境 

所 管 

事 項 

教育、こども、 

健康福祉など 

商工業、農林水産業、 

市民文化、市立病院など 

市政の企画、財務、 

危機管理、消防、 

シティプロモーションなど 

道路、住宅、上下水道、 

環境衛生、国体など 

会 場 

四郷地区市民センター 

２階 大会議室 

保々地区市民センター 

２階 会議室 

海蔵地区市民センター 

２階 中会議室 

常磐地区市民センター 

２階 大会議室 

室山町６４５－１ 市場町 3039－5 大字東阿倉川 622-1 城西町 8-11 

 

四日市公害と環境未来館 「解説員養成講座」を受けてみませんか？ 

◆申込み・問合せ先◆ 
四日市市男女共同参画センター「はもりあ四日市」 四日市市本町９番８号 本町プラザ３階  
３５４－８３３１  FAX３５４－８３３９  Eメール：kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

「性の正しい知識を～自分を大切に生きるために～」 

☆申込み・問合せ先 

１１月４日（木）までに住所、名前、年齢、電話番号を記載し、はがきかファックス、Ｅメールで、

〒510-0075 四日市市安島 1-3-16 四日市公害と環境未来館まで 

３５４－８０６５ FAX３２９－５７９２ メール：kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp  

☆対 象 １８歳以上の人 

☆場 所 四日市公害と環境未来館など 

☆期 間 １１月１３日・２７日、１２月１８日、 

１月１５日・２９日、２月１２日（各土曜日 全６回） 

☆内 容 四日市公害についての基礎知識を学ぶ講座、 

     多彩な講師による講義やバスによる現地見学など 

☆定 員 １０名（応募多数の場合は抽選、当選者のみ通知） 

詳しくは、四日市公害と環境未来館ホームページまで 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/ 

【親子遊び交流の場 ポップ】 

中止 

 
 

 

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。 

受講料 
無 料 

【親の会 のびっこ】 

日時：１１月９日(火) 10：00～12：00 

場所：桜地区市民センター 和室 

 

  

四日市公害と環境未来館に来館される皆様に、展示などについて

わかりやすく解説していただける方を養成する講座です。 

時間を活かして新しいことに

チャレンジしたい！  

人と接することが好き！ 

そんな方をお待ちしています 

 

 

mailto:kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp
mailto:kougai-kankyoumiraikan@city.yokkaichi.mie.jp
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan/
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/yokkaichikougai-kankyoumiraikan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集期間 

11 月 1日～12 月 12 日 

 
Instagram 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう‼ 

３３０－５０２０   HP http://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

FAX３３４－０６０６ 所在地 四日市市東新町 26 番 32 号  橋北交流会館 4 階 

こども子育て交流プラザは、年末年始を除き毎日開館しています。 

主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベント

を開催しています。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「赤ちゃん広場」も実施し

ています。 

ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホール、工作室や図書室などの設備が充実した施

設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！ 

【開館時間】＜第 1 部＞  9：00～11：30 ＜第 2 部＞12：30～14：00 

＜第 3 部＞ 15：00～17：00 

各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。 

【主なイベント日時・内容】 

11 月 7 日（日） 

15：00～16：30 

 

ハンドベル隊になろう！ 

・きらきら星・聖者の行進・ジングルベルの 3曲を 

演奏するよ。 

対象/小学生 

定員/先着 5 名程度 

11 月 21 日（日） 

15：30～17：00 
プラザフェス 2021 

今年も家族や友だちとプラザに集合！いろいろな 

音楽を楽しもう♪ 

対象/どなたでも 

定員/先着 30名 

※ 出演希望の人は、こここ通信か 

ホームページをご確認ください。  

11 月 23 日（火・祝） 

10：00～11：30 

12：30～14：00 

わくわくふれあい動物園 

プラザに移動動物園がやってくる！ 

めずらしい動物たちにふれてみよう。 

（株式会社 青空 移動動物園・アクティブ／愛知県新城市一鍬田畠中 44 番１／  

展示／動東第 407 号／Ｈ27．2．9／Ｒ7．2．8／氷見 明日香）  

対象/18歳までの子ども 

（未就学児は保護者同伴） 

定員/各回先着 50名 

場所/ひろば 

11 月 27 日（土） 

9：30～11：00 

 

 

イライラしない子育ておしえて 

イライラしてしまう、上手くいかないなど、子育ての

ちょっとした疑問や悩みに心理カウンセラーの水野

優子さんがお答えします。 

※託児はありませんがお子さんと参加いただけます。 

対象/保護者 

定員/先着 10組 ※申込制 

（オンラインでも参加できます） 

10/27（水）9：00～電話・来館 

にて受付開始 

協力/オフィス優 

【料金】無料 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。開館状況、イベント実施

状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にてお問合せください。 

📷 募集作品 

市内で撮影した写真。テーマは、人・モノ・風景・グルメ、何でもOKです。（過去に撮影した写真も可） 

📷 応募手順  
１．インスタグラムをインストールし、公式アカウント（@yokkaichi_style）をフォローする  

２．ハッシュタグ「#四日市スタイル」をつけて写真を投稿する（１人何回でも可）  

📷 結果発表  

入選者には、12月末ごろにダイレクトメッセージで連絡します。入選作品は 

市ホームページなどで発表予定。入選者には景品をプレゼントします。 

問合せ先 四日市市役所 広報マーケティング課 ３５４－８２４４ ＦＡＸ３５４－８３１５ 
 

投票所（期日前投票所を含む）における「新型コロナウイルス感染症対策」について 
 
選挙管理委員会では、安心して投票していただけるよう、次のような投票所内での

感染症対策を行います。 投票所へお越しになる有権者の皆様におかれましても、ご自

身の感染症対策にご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

衆議院議員総選挙 
最高裁判所裁判官国民審査のおしらせ 

 

◎投票日   １０月３１日（日） ７：００～２０：００ 

◎投票所  桜    投票所（桜小学校 体育館） 

桜台   投票所（桜台小学校 第一会議室） 

桜花台 投票所（桜花台コミュニティセンター） 
 

※入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所をご確認の上、投票日には各自の

入場券を持って所定の投票所へお出かけください。入場券に記載されている投票所以

外では投票できませんのでご注意ください。 

 

◇◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇◇ 
  

◆ 開設期間：10 月 20 日（水）～３０日（土）８：３０～２０：００     

   ※入場券が届く前であっても、資格があれば期日前投票できます。 

  

 ◆ 開設場所 

（１）総合会館 

（２）防災教育センター 

（３）南消防署南部分署 

（４）北消防署北部分署  

※三重北勢健康増進センター 及び 中消防署中央分署は開設しませんので 

ご注意ください。 

      

 

マスクの着用 咳エチケット 手指のアルコール消毒 ソーシャルディスタンスの確保  定期的な換気 飛沫防止シートの設置 など 

 

【問合せ先】 

 四日市市選挙管理委員会事務局 

 四日市市諏訪町１番５号 ３５４－８２６９ FAX３５９－０２８６ 

 


