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桜台納涼祭 中止のご案内 
今年度の桜台納涼祭は、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、中止となりました。       

※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。 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況や、天候・災害などにより警報が発令された 

場合には、中止または日程を変更することがありますので、ご了承ください。 

 

申込み不要 

参加費無料 
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桜地区市民センター 326-2051 FAX 325-2074  桜地区地域団体事務室 ･FAX 326-2888 
桜地区のホームページ『さくらコム』 http://www.sakuracom.jp/ 

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。 

 ８月の参加者募集 

◇時 間 １４：００～１６：００ 1 人３０分程度です。  

◇場 所 桜地区市民センター 

◇対象者 桜地区在住の方 

◇講 師 「さくらコム運営委員会」のメンバー 

◇定 員 １回あたり８名（定員になり次第締め切ります） 

◇参加費 無料 

◇持ち物 お使いのスマートフォン 

◇申込先 桜地区市民センター ３２６―２０５１（平日８：３０～１７：１５）へ 

電話でお申し込みください。 

◇申込み開始 ７月１９日（火）９：００～ 

※マスクの着用とご自宅での検温をお願いします。 

※発熱・咳・のどの痛み・下痢などの症状がある場合は参加を見合わせてください。 

※コロナウイルスの感染状況によっては中止になる場合がありますのでご了承ください。 

 

 予約制 

８月の開催日は、８月１０日(水)と８月２４日(水)です。どちらかの日を選んでください。 

介護予防ボランティア 四日市市ヘルスリーダーの会による 

８月から１２月まで 

毎月２回開催します。 

『スマホで写真を撮りたい』『ラインをしてみたい』などなど、スマホでしたいことはある

けれど、どこに相談したらいいのかわからない方へ！「さくらコム運営委員会」のメンバー

がお答えします。お気軽にお越しください。  

 

◇日 時：７月 2２日（金） １３：３０～１５：００ 

◇場 所：桜地区市民センター ２階 大会議室 

◇内  容：介護予防の運動・レクリエーション 

      ストレッチ・筋トレ・脳トレ（手先を動かし脳に刺激）など 

◇対 象：おおむね 65 歳以上の市民の方 

◇持 ち 物：マスク・タオル・水分補給の飲み物 ※動きやすい服装でお越しください。 

◇問合せ先：四日市市役所 高齢福祉課 ３５４－８１７０ FAX３５４－８２８０ 

６月５日(日)開催の第３６回チャリティー芸能祭のご報告 

参加人員は出演者が４１団体で約６０名、観覧者が約９０名の計約１５０名でした。 

チャリティー募金は総額３０,２１３円集まりました。 

全額、桜地区社会福祉協議会へボランティア基金として寄付させていただきましたことを

ご報告申し上げます。ご協力誠にありがとうございました。 

桜文芸同好協議会 

裏
面
も
ご
覧
く
だ
さ
い 

 四日市市では、各地域でＰＴＡや青少年育成関係団体等の推進団体が「こどもをまもるいえ」

の設置を推進しています。これは、子どもの登下校時や放課後において「痴漢」、「連れ去り」、

「付きまとい」などの行為による被害を未然に防ぎ、子どもを一時的に保護し、警察や学校など

へ通報していただくことを目的としています。 

また、ステッカーを家の前に貼っていただくことで、地域の犯罪を未然に防ぐという抑止効果

も考えられます。 

 現在多くのご家庭にご協力いただいておりますが、新たにご協力いただける方、事情によりご

協力いただけなくなった方がございましたら、各地域の設置推進団体までご連絡願います。 

桜地区の設置推進団体 

 桜地区青少年健全育成協議会(子どもを守る家部会) 

四日市市ＰＴＡ連絡協議会・四日市市・四日市市市教育委員会  

四日市市役所 青少年育成室 ３５４－８２４７ FAX３５４－８４４４  

コンビニ交付サービスの一時停止について 

メンテナンス作業のため、下記の通りコン

ビニ交付サービス業務を停止します。 

ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力

をお願いします。 

■一時停止日時  ７月２０日（水）終日 

マイナンバーカードサービスセンター  

３４０－８３７１  

FAX３４０－８３７２ 

 

公衆電話の撤去について

 桜地区市民センターの玄関横に設置されて

いる公衆電話は８月１日に撤去となります。 

 この電話は桜地区連合自治会が契約者とな

り設置しておりました。継続を申し入れました

が、利用数が極端に少ないことを理由にＮＴＴ

の決定は覆らず撤去ということになりました。

悪しからずご承知おきいただきますようお願

いいたします。 

桜地区連合自治会長 

 



地域行事等における事故にご注意ください 

毎年、夏から秋にかけて、清掃活動などの地域行事が盛んに行われる中、以下のような事故が

多数発生しておりますので、ご注意ください。 

        ・自治会の除草作業でハチに刺された 

・鎌で手を切るケガをした 

・草刈り機で石を跳ねて近くの車両を破損させた 

・地区運動会で転倒しケガをした 

・町内夏祭りの片付けでやぐらから転落してケガをした 

本市では、地域活動中の事故等に対応するため、市民活動総合保険に加入しています。万が一

事故が発生した場合は、下記の担当までご相談ください。 

問合せ先 四日市市役所 市民協働安全課 354-8179  FAX354-8316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～熱中症予防策～ 

・暑さを避ける（涼しい服装、帽子や日傘の利用、日陰の利用）  

・こまめな水分補給（1日 1.2Lを目安に）  
・エアコンを上手く利用  
・日頃から暑さに備えた体力つくりと体調管理を 

・熱中症警戒アラート発表時は、外出を控える、外での運動は、原則中止/延期する 

★新型コロナウイルス感染症感染対策中であっても、 
夏場は熱中症予防観点から、 
「屋外で人と２ｍ以上（十分な距離）離れている時は、マスクを外すこと」が勧奨されています。 

四日市市役所 健康づくり課 ３５４－８２９１ ＦＡＸ３５３－６３８５ 

 

 こどもの成長をサポートするやりがいのある仕事です！ 

 空いた時間に無理なく、できることから働けます！（夏休みのみも可） 

◇勤 務 時 間 ７：３０～１９：００のうち、2 時間～8 時間 

◇時   給 ①未経験者 ９１０円～（昇給あり） 

      ②現場責任者サポート・経験者 １,０００円～１,２００円（週 4～） 

◇勤 務 内 容 おやつ準備、遊びの相手、学習のサポートなど 

◇勤 務 地 桜台学童保育所 

◇問 合 せ 先 桜台学童保育所 ３２７－０６０１（平尾）〈１４：００～１９：００〉 

 

令和４年度四日市市文化功労者・市民文化奨励賞候補者を募集します 
■表彰の対象 

（１） 文化功労者 

 ① 学術、芸術、その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著である者 

② ①に関係する団体の役員として、その団体の育成強化に貢献し、その功績が顕著である者 

 ③ 文化遺産の研究・調査を重ね、その保護・保存に貢献し、その功績が顕著である者 

（２） 市民文化奨励賞 

① 積極的に文化活動に取り組み、今後の活躍が期待される者 

 ② 全国的な文化活動の実績があり、今後の活躍が期待される者 

③ 本市の文化や情報を全国に発信し、今後の活躍が期待される者 

※上記（１）（２）とも、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがある、または活動拠点が本市

内にある個人または団体。（１）については、概ね 20 年以上の活動歴および年齢 60 歳以上

を経験と実績の目安とします。 

■候補者の推薦 

  表彰の対象に該当すると認められる者があるときは、該当者の所属する団体または関係機関の

長から推薦書を提出してください。 

■審査方法  （１）、（２）とも提出書類をもとに選考委員会において審査 

■募集〆切   令和４年８月５日（金）  

※詳しくは地区市民センター、四日市市役所文化課に置いてある募集要項をご確認ください。 

【問合せ先】四日市市役所 文化課 ３５４－８２３９ FAX３５４－４８７３ 

                

桜台学童保育所支援員 募集！ 

気温が高い 湿度が高い

風が弱い 急に暑くなった

こんな日は、

熱中症に注意！

３日（水） ・さくらんぼクラブ ９：３０～ 

        テーマ 卒乳・離乳食について 

        講 師 助産所ここから 矢野助産師さん 

       定 員 ５組限定（完全予約制） 

      ※助産師相談 9:00～講演開始までと、講演終了後 11:00 まで 

１０日（水） ・おもちゃのチャチャチャ ９：３０～ 

テーマ ビニール鉄砲作り 

        講 師 おもちゃドクターズ 

        定 員 5 組限定（完全予約制） 

         

         

  
 

～おともだちを作りに来ませんか～ 

 

２１日（木）  智積公会所第二駐車場    １０：１０～１０：５０ 

桜ヶ丘公園          １１：００～１１：３０ 

桜台二丁目３号公園      １３：３０～１４：１０ 

桜台一丁目１号公園      １４：２０～１５：１０ 

２７日（水）  桜花台コミュニティセンター １０：１０～１１：１０ 

 

 

【子育て支援センターさくらんぼの開所曜日・時間】 

 月～金曜日 現在は９：００～１１：００、１２：００～１４：００（受付１３：００まで）  

<土・日・祝日・医院休診日は閉所> 

行事の予約は 1 か月前から受付します。行事日程の最新案内・臨時休館・開所時間変更などは、 

桜花台こどもクリニックホームページのブログでもお知らせしています。 

さくらんぼクラブ・おもちゃのチャチャチャ開催時間中は予約の方のみの貸切となります。 

≪問合せ先・予約先≫ 桜花台こどもクリニック 子育て支援センターさくらんぼ ３７３－６６３９ 

                     納期限は  

              ８月1日(月)です  

固定資産税・都市計画税 

（第 ２期 ）  


