
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021 年 11 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。 
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過去の経験によれば、災害発生から支援物資が 3 日以上到着しないことや、物流機能の

停止によって、1 週間はスーパーマーケットなどで食品が手に入らないことが想定されま

す。女性目線での災害への備えについて、普段の生活の中に取り込む考え方を学ぶ講座です。 

※各会場とも、同じ内容です。 

 

「災害時に備えて食品の家庭備蓄を始めよう！」 

日 時 令和４年１月１６日（日） 

  １３：００～１４：３０ 

令和４年１月２３日（日） 

  １３：００～１４：３０ 

会 場 桜地区市民センター ２階大会議室 桜台第一会館 大会議室 

定 員 事前予約制 先着３０名 事前予約制 先着１５名 

対象者 桜地区在住の方 男女問わず興味のある方はお気軽にご参加ください。 

◆募集期間 １２月２日（火）～定員になり次第受付終了します。 

◆申込み先 桜地区地域団体事務室（桜地区市民センター内） 

月～金（祝日除く）１０：００～１６：００ ３２６－２８８８ 

 ※ 
☆持ち物 マスク・筆記用具 

☆講 師 桜地区女性防災隊「桜ずきんちゃん」 

☆主 催 桜地区自主防災協議会 

※体調の悪い方は参加をお控えください。 

※参加される方は、マスクの着用や手指消毒、検温にご協力ください。 

※感染拡大の状況や天候・災害などによる警報が発令された場合には、中止・日程 

変更することがありますのでご了承ください。 

 

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。 

✿   
    ２日(木)   １０：００～１１：００ 

２３日(木)  体操 お休み 

おしゃべりサロン お休み 

✿  桜台第一会館 
   ８日(水)   １０：００～１２：００  
  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 
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 

✿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 
  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 

✿桜台交流サロン 桜台第二会館 
  １５日(水)   １３：３０～１５：３０ 

✿  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 

 裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

 

【一般書】 

やさしい猫 

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 

民王 シベリアの陰謀 

さよならも言えないうちに 

ペッパーズ・ゴースト 
 

【児童書】 

さかながはねて 

☆貸出期間の延長は、１回のみ、事務室

にて受け付けます。 

※新刊の延長はできません 

☆貸出期間・・・１ケ月（新刊は２週間）  

☆貸出冊数・・・１人３冊まで 

 

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。 

【親子遊び交流の場 ポップ】 

中 止 

【親の会 のびっこ】 

日時：１２月１４日（火）11:00～12:00 

場所：桜地区市民センター １階和室 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月からようやく学校がほぼ日常を取り戻しました。しかし「新しい生活様式」を意識し、 

これまでの感染対策を継続しながらの教育活動を実施していきます。 

 今回は本校生徒の夏から秋の各大会での活躍をご紹介します。 

 ・テニス部  全国・東海選抜三重県予選兼三重県新人大会 女子３位 

 ・陸上競技部 

    十市ひなの 三重県新人陸上競技大会 400ｍ４位、400ｍﾊｰﾄﾞﾙ３位 

    一尾瑠華  三重県新人陸上競技大会 400ｍ６位、200ｍ６位 

    島田恭輔  三重県新人陸上競技大会 走高跳 ５位 

 ・演劇部   北勢地区大会 優秀賞、三重県高校演劇大会 優良賞 

 ・弓道部   新人大会北勢地区予選３位、県高校新人大会 女子４位 

 

 部活動ではありませんが地域スポーツでの活動から、 

  伊藤想（競泳）     新人大会 平泳ぎ 100ｍ１位、200ｍ３位 

  中村太紀（レスリング） 新人大会 60kg 級 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ ３位 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ １位 

四日市西高等学校  ＜11/1 記述＞ 

御池沼沢
おいけしょうたく

植物群落で草刈りボランティアをしませんか 

（１）日 時 １２月１２日（日） ９：００～１２：００ ※小雨実施 

（２）場 所 天然記念物 御池沼沢植物群落 東部指定地（西坂部町） 

       大池中学校 南東 約 350ｍ 

（３）内 容 除草および集草 

（４）持ち物 作業しやすく汚れてもよい服装・マスク・長靴・あれば草刈機 

（５）申込み 12 月８日までに、名前、参加人数、交通手段、当日の連絡先を、 

電話か E メールで、社会教育・文化財課までお知らせください。 

自家用車をご利用の方は、午前８時 30 分までに文化財整理作業所 

（寺方町字北浦 1506、四日市中央工業高校南側）にお越しください。 

☆問合せ先 四日市市教育委員会 社会教育・文化財課 

３５４-８２３８   E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp 

 

ノハナショウブ（５月頃） 

●家屋を取り壊したときはご連絡ください 

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いた

します。 

☆問合せ 四日市市役所 資産税課 家屋係  

３５４－８１３５、３５４－８１３８ 

✿あそぼう会✿ 
１２月２日、９日、１６日、２３日 
木曜日〔９：３０～１１：３０〕 

３０日はお休みです 

※新型コロナウイルス感染症の状況によって 

10：00～11：00 に変更する場合があります。 

問合せ先：桜台保育園 

３２６－４６８１ 

✿チェリークラブ✿ 

１２月 １日（水）Xmas バック作り 

１２月 ８日（水）Xmas バック作り・誕生会 

１２月１５日（水）クリスマス会 

１２月１７日（金）サーキット遊び 

〔１０：００～１１：0０〕 

問合せ先：桜幼稚園 ３２６－１５３３ 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

 ３３０－５０２０  ホームページ http://cocoplaza-yokkaichi.jp/   

FAX ３３４－０６０６ 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】 

12 月 5 日（日） 10：00～11：00 てづくり広場 

今月は、クリスマスに向けた制作をしま

す。保護者同士交流しましょう。 

対象/保護者 

定員/当日先着 8 組 

12 月 11 日（土）

～12月12日（日） 

13：00～14：00 

15：00～16：30 

漢字の迷宮 

12 月 12 日は漢字の日。漢字にまつわる

クイズやミッションをクリアしよう。 

対象/小学生 

 

12 月 13 日（月）

～12月17日（金） 

15：30～16：30 くらしの工夫と思いやり 

みんなが暮らしやすくなるためのいろい

ろな工夫をみつけて、思いやりマイスタ

ーになろう。 

対象/小学生 

定員/各回当日先着 10 名 

協力/三重県介護福祉士養

成施設協議会 

12 月 19 日（日） 

 

10：00～17：00 

 

プラザフォトスポット 

12 月にちなんだ顔はめパネルが登場す

るよ。お誕生日用のパネルもあるよ。 

対象/どなたでも 

定員/1 回につき 1 グルー

プ 5 名まで 

【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。 

１１月号 

mailto:syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp
http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

