
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

2022年 2月 20日号 
 

 

 

 

桜地区いきいきサロンのご案内 

✿   
    ３日(木)    １０：００～１１：００ 

２4 日(木)      １０：００～１１：００ 

✿  桜台第一会館 
9 日(水)    １０：００～１２：００ 

２4 日(木)      １０：００～１２：００ 

✿桜南ほかほかクラブ 桜町南公民館 
    17 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 
   ２３日(水)    ９：３０～１１：３０ 

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

   ２１日(月・祝)  ９：３０～１１：３０ 

✿ほっとカフェ''ぽかぽか'' 桜町南公民館 
     １日(火)   １４：００～１６：００ 

✿桜台交流サロン 桜台第二会館 
   １６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 

※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。 

 

【親子遊び交流の場 ポップ】 

中止 
 

【親の会 のびっこ】 

日時：3 月 8日（火）11:00～12:00  

場所：桜地区市民センター 和室 

  

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。 

 

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  

四日市西高等学校 ３月 １日（火）   桜幼稚園    ３月２２日（火） 

桜中学校     ３月 7 日（月）   桜台保育園   ３月２５日（金） 

桜小学校     ３月１８日（金）   桜あおい幼稚園 ３月１８日（金） 

桜台小学校    ３月１８日（金）   ローズ幼児園  ３月２４日（木） 

卒園式・卒業式のご案内 

回 

覧 

          

          

 

 
「広報よっかいち」３月上旬号と同時配布されます。 

※１年間使用します。大切に保管してください。 

※ごみの分別については「ごみガイドブック」をご活用ください。 

『令和４年度ごみ収集日程表』 

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

✿チェリークラブ
✿ 

3 月 2 日（水）みんなで体操・読み聞かせ 

 〔１０：００～１１：３０ 〕  
 ※新型コロナウイルス感染症の状況によって 

10：00～11：00 

問合せ先：桜幼稚園 ３２６－１５３３ 

 

３月３日、１０日、１７日、２４日 

木曜日〔 ９：３０～１１：３０ 〕 

※新型コロナウイルス感染症の状況によって   

10：00～11：00 
 

問合せ先：桜台保育園  

３２６－４６８１ 
 

✿あそぼう会✿ 

避難行動要支援者名簿作成に伴う各戸訪問について 
２月５日号の「おしらせさくら」では、今年度新たに７５歳以上の単身者または７５歳以上を

含む７０歳以上のみの世帯になられた方（令和３年１１月２日現在）への民生委員児童委員の訪

問を新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「まん延防止等重点措置」の実施期間である２

月１３日（日）までは訪問しないことをお知らせいたしましたが、実施期間が 3 月６日（日）

まで延長されたことからその間は訪問いたしませんのでご承知おきください。 

 【問合せ先】桜地区市民センター ３２６－２０５１ 

変更 

 
【一般書】 

黒牢城（直木賞）     塞王の楯（直木賞）  ブラックボックス（芥川賞） 

老後の資金がありません  赤と青のエスキース  母の待つ里 

思い邪なし 京セラ創業者稲森和夫    特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来  

 

 
【児童書】 

おかあさんはね      よるくまシュッカとゆきのおふとん 

☆貸出期間・・・１ケ月（新刊は２週間） ☆貸出冊数・・・１人３冊まで 

☆貸出期間の延長は、１回のみ、事務室にて受付けます。※新刊の延長はできません 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月、３年生は家庭学習期間に入りました。ただし、国公立大学二次試験の勉強をするために一部生徒

は登校していますが、主に学校内は１年生と２年生のみです。 

高校入試も前期選抜は今月２日に終了し来月の後期選抜を残すのみ。いよいよ年度末・次年度に向けて

行事が進んでいきます。１年・２年の学年末考査は今月２４日（木）から来月３日まで。３月１日（火）

の卒業式は昨年度と同様にコロナの影響で規模を縮小し時間を短縮して開催します。後期選抜は３月９日

（水）、そして修了式は３月２２日（火）。その日の午後には入学予定者登校日です。 

毎年のように慌ただしい日々が学校では繰り返されますが、次の年度に向けての準備を在校生・卒業予

定者にはしっかりしてもらいたいものです。 

 地域の皆様、中学生の本校への志願者が減少しています。地域の高校としてまもなく５０年目を迎える

本校に引き続きのご支援をよろしくお願いします。  四日市西高等学校 

 

２月号 西高通信 

 

消費者が意見を伝えるときのポイント（ご確認ください） 

こんなとき、あなたなら、どうしますか？ 
「注文した品物が届かない」「不足があった」「不良品だった」 

日常生活の中で、私たち消費者は、店や事業者に対して、意見や要求を伝えなければならない場面が 

あります。そんなとき大切なのは、怒りや不満といった感情ではなく、事実と意見を伝えることです。 

意見がきちんと相手に伝わるように、次のことを心掛けましょう。 

● 言いたいこと、要求したいことを明確に、そして理由を丁寧に 

● 冷静になる・・・怒りにまかせた発言は逆効果です。ひと呼吸置いて冷静に。 

 ※大声で怒鳴る、長時間のクレーム、インターネット上での誹謗中傷などの迷惑行為は、 

カスハラ（カスタマーハラスメント）として社会問題となっています。 

☆問合せ先 四日市市役所 市民・消費生活相談室 ３５４－８１４７ 

 

  こにゅうどうくんの☆ちょこっと健康情報 

朝ごはんってこんなにすごい！ 

①集中力のアップ！ 
脳にブドウ糖がいきわたって集
中力が高まります。 

②体温の上昇で活力アップ！ 
血流がよくなり、体温が上昇し
活動力が高まります。 

③便秘予防 
胃や腸が刺激され排便を促します。 

④生活リズムを整える 
朝日を浴び、朝食を食べると体
内時計がリセットされ、１日の
生活リズムが整います。 

⑤肥満予防 
朝食を抜いて長時間空腹が続く
とエネルギーを脂肪として体内
にため込もうとします。 
１日３食食べることで、太りに
くくなります。 

 

朝ごはんを食べましょう 

時間がなくて朝ごはんが作れない・・・そんなときは 

●前日の食事を取り分けておく 

●パン、果物、乳製品などすぐに食べられるものを買い置きしておく 

●缶詰、冷凍野菜など簡単に調理できるものを用意しておく 

朝ごはんを食べて、元気に

１日をスタートさせよう！ 

 

 

 

【ステップ１】まずは何かを食べる習慣をつけましょう 

 

【ステップ２】主食・主菜・副菜をそろえて食べましょう 

 

詳しくは四日市市公式サイトにて・・・トップページ ライフメニュー〔健

康・医療〕→健康・医療・保健所→成人の健康づくり→必見！健康情報 へ 

四日市市役所 

健康づくり課 354-8291 

  
市指定文化財「旧四郷村役場」  耐震補強・修理工事  現場見学会 参加者募集 

 
令和 3 年に築 100 年を迎えた、市指定文化財「旧四郷村役場」（四郷郷土資料館）は、昨年 10月より

耐震補強・修理工事を行っております。このたび、歴史的建造物の内部構造や文化財特有の特殊な工事の状

況を公開します。工事で発見された部材や上下窓、工事写真パネルなどもあわせて展示します。通常は見ら

れない工事中の文化財建造物をぜひご覧ください。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止や内容変更する場合があります 

☆日  時 3 月 20日(日)  小雨決行 10:30～16:00 

             （1 回 1 時間×4 回。各グループ 20 名程度。応募者多数の場合は抽選となります。 

時間を選択することはできません。 

 ☆見学場所 西日野町 3375 旧四郷村役場(四郷郷土資料館) 

 ☆集合場所 西日野町 3207-1 四郷小学校運動場  

       

 ☆対  象 小学 5年生以上の方 

 ☆申 込 み 3 月 7 日（月）までに、参加者全員（1組 3 名まで）の名前と年齢、代表者の住所、 

電話番号を、ファクスかメール（syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp）、四日市の 

文化財申し込みフォーム 、往復はがきで 

 

☆問合せ先 四日市市教育委員会 社会教育・文化財課 354-8240 Fax354-8308 

 

 

 

 

 

 

≪４つの習慣≫ 

①寝たばこは絶対にしない、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。 

 

 

●火災の発生状況 

令和３年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は７４件です。このうち建物火災が 

３７件で、主な出火原因は、放火（疑いを含む）、たき火、こんろ、たばこ、ストーブになります。 

●住宅防火 いのちを守る １０のポイント 

 

 

 

●書道パフォーマンスを実施しました 

 四日市市消防本部・四日市市防火協会は、市民の火災予防意識の高揚を図ることを目的として、 

三重県立川越高等学校のご協力のもと、書道パフォーマンスを実施しました。 

 書道パフォーマンスの様子は、令和４年２月２６日（土）以降に四日市市消防本部公式ホームペー

ジ内の YouTube チャンネルにて公開いたしますので、ぜひご覧ください。 

【四日市市消防本部公式ホームページ】 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/index.php 

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

 


