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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。 

 

回 

覧 

      
 

 
 

 

      
 

 
 

 

 

 

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

毎年６月１日は「人権擁護委員の日」です 
 人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権にかかわる活動をしている民間のボランティ

アです。全国に約 14000 人、四日市市には 18 人の委員がいます。地域の皆さんから人権相談を

受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害から被害者を救済したり、

地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行ったりしています。 

 人権についてお困りやお悩みの際は、以下の人権相談電話をご利用ください。新型コロナウイル

ス感染症に関連する不当な偏見や差別、いじめ等の人権相談も受け付けています。 

みんなの人権１１０番（全国共通） ０５７０－００３－１１０（平日８：30～17：15） 

※おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります 

インターネット人権相談窓口  https://www.jinken.go.jp/ 

（パソコン・スマートフォン共通） 

※相談フォームに必要事項を記入して送信すると、最寄りの法務局から

後日、メール、電話又は面談で回答があります。 

歌と踊りの祭典 第 36回 桜地区 

日時：6 月 5 日（日）１１：００～ 会場：桜小学校 体育館 ≪観覧無料≫ 

※当日の出場歓迎いたします。お申し込みは会場受付にて！ 

尚、参加費お一人様 1000 円いただきます。カラオケは曲の３番まででお願いします。 

※館内でのお食事はご遠慮ください。 

※入場時はマスク着用、手指消毒、検温測定にご協力をお願いします。 

※客席は間隔を十分とりコロナ感染防止対策を講じていきます。 

主催：桜地区文芸同好協議会 

後援：桜地区社会福祉協議会、桜地区連合自治会、桜地区たのし会 

令和４年度 桜地区スポーツ大会日程 
桜地区の皆さん、奮ってのご参加お待ちしております！ 

◇桜輪ピック         １０月１６日（日）【桜小学校運動場】 

◇桜ボッチャ大会       １２月 ４日（日）【桜小学校体育館】 

◇桜ノルディックウォーキング大会  令和 5 年 ２月１２日（日）【桜地区市民センター発着】 

※新型コロナウイルスの影響にて中止（変更）の可能性があります。 

※詳細については随時ご連絡します。 

◇主 催 桜地区スポーツ推進協議会 

◇問合せ 桜地区地域団体事務室 ３２６－２８８８（平日１０:００～１６:００） 

体力向上を目的に桜地区を散策する『ノルディックウォーキング』を毎月第１土曜日に

開催いたします。奮ってのご参加お待ちしております。 

日 時 第 1 回 ６月４日（土）９：00～（12：00 頃終了予定）※小雨決行 

集合場所 桜地区市民センター 

≪令和 5 年２月１２日（日）には大会を予定しています≫ 

主 催 桜地区スポーツ推進協議会 

申込み・問合せ 桜地区地域団体事務室（桜地区市民センター内） 

３２６－２８８８ 

※月～金曜日 10：00～16：00（祝日及び 12/28～1/3 を除く） 

 
ウォーキング中は、両手がふさがってしまうため、リュックなどをご用意ください。 

新型コロナウイルス感染拡大などに伴い急遽中止もあります。 

マスクを着用し、コロナ対策は各自お願いします。 

体温を測ってきていただきますようお願いします。検温結果をおたずねします。 

 

ご近所、お友達 

お誘い合わせて 

ご来場ください。 

桜台小学校給食パートを募集（７月上旬からの勤務です） 

◇募集職種 小学校給食調理員（給食パート）１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） 

◇勤務時間 ８：４０～１５：１０（労働時間５時間４５分） 

◇時 間 給 １０４０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、 

履歴書を提出してください。書類選考のうえ、面接を実施します。 

◇応募期間 ５月３０日（月）～６月１０日（金） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校教育活動はコロナ感染防止対策を行いながらのスタートでした。まだまだ気の抜けない状況

で、生徒やその家族が濃厚接触者や陽性者となる可能性は依然として低くありません。そのような

場合にはこれまで通り、県教育委員会や保健所等と連携しつつ対応を進めてまいります。 

コロナ禍の中ですが、４月下旬には県外での遠足（京都散策、名古屋市内見学）を実施できまし

た。５月中旬に中間考査と行事が続きます。１年生にとっては入学後初めての定期考査で高校の授

業内容の理解を確認する時です。その後には、高校総体県予選が行われます。３年生にとっては高

校最後の大会となる部活動が多いかと思いますので、今までの活動の成果が出てくれることを期待

します。主な結果についてはお知らせさせていただきます。 

 ６月２日には本校恒例の陸上記録会が四日市中央緑地陸上競技場で開催予定です。校内での授業

のみならず、学校行事が充実したものとなるように教育活動を継続してまいりたいと考えています。 

                            四日市西高等学校（５月２日 記載） 

 

５月号 

まっちゃんの子育て無料相談 

～一人で抱えずに不安を話してください！～ 

乳幼児期から高校、大学までの子育てに関する疑問や悩みごとをはじめ、発達障害や不登校、 

引きこもりなどの相談を事前予約制（５月２３日（月）締め切り）で受け付けます。 

詳しくは、直接、下記申込先へお問合せください。 

日 時 ５月２９日（日） １３:００～１７:００  

場 所 桜地区市民センター 1 階 和室 

相談員 松永高弘（クペリ代表理事・所長） 

主 催 一般社団法人子ども子育て・教育研究所（クペリ） 

後 援 公益財団法人ささえあいのまち創造基金＜ささえあい基金の寄付で運用しています＞ 

申込・問合せ クペリ ０９０－９１８４－７０８８  E-mail：info@cperi.net  

＊新型コロナウイルスの感染状況により中止することもありますのでご了承ください。 

クペリ ホームページ 

QR コード 

 

6 月 １日（水）サーキット遊び・読み聞かせ 

6 月 ８日（水）サーキット遊び・米粉粘土遊び 

6 月１５日（水）米粉粘土遊び・読み聞かせ 

6 月２２日（水）七夕飾り作り・読み聞かせ 

6 月２９日（水）七夕飾り作り・誕生会 

〔 １０：００～１１：３０ 〕 

問合せ先：桜幼稚園 ３２６－１５３３ 

 

６月２日、９日、１６日、２３日、３０日 

（毎週木曜日） 
〔 ９：３０～１１：３０ 〕 

問合せ先：桜台保育園  

３２６－４６８１ 

子育てを地域で支えあう 四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ 

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ 
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、また子どもの置かれている状況

等を良く理解していただくために、依頼会員向けの講習会を実施しています。 

新たに依頼会員として登録される人はもちろん、すでに利用されている人で未受講の人も、

受講してください。 

☆日  時 ６月 25 日(土) 13：00～16：00（講習会のみの人は 14：30 終了） 

＊講習会終了後、希望される人は依頼会員の登録手続きをいたします。 

☆場  所 三浜文化会館 ２階 視聴覚室 

☆定  員 会場の都合により、20 名程度といたします。（先着順に受け付けます）  

☆申込方法 電話にてお申し込みください。 

☆保  育 あり/無料 ※事前にお申し込みください。 

☆申込み･問合せ 四日市市ファミリー・サポート・センター ３２３－００２３ 

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内） 

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】 支援者交流 

日時：６月 14 日（火）10：00～14：00 
場所：桜地区市民センター ２階 調理室 

桜地区いきいきサロンのご案内 

✿   
  ２日(木)   お休み 
２３日(木)  体操 １０：００～１１：００ 

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 

✿桜南ほかほかくらぶ 桜町南公民館 
１６日(木)     ９：３０～１１：３０ 

✿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 

✿一色いきいきサロン 一色第一公会所 
 ２２日(水)    ９：３０～１１：３０ 

✿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 

✿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。 

mailto:info@cperi.net

