
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2022 年 11 月５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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以前に参加された方も

申込みできます 

『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。 

１２月の開催日は、１４日（水）と２８日（水）です。以前に参加された方も申込みできます 

◇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） 

電話でお申し込みください。 

◇申込開始 １１月１５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。 

 

 １２月の参加者募集  予約制 

２５日（金） 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 

２９日（火） 桜花台コミュニティセンター １０：１０～１１：１０ 

              

口座振替で‼  

納税は、便利で安心な  【問合せ先】四日市市役所 収納推進課 

   354-8141 

Fax 354-8309 

清掃活動ありがとうございました 

１０月１５日（土）、四日市市シルバー人材センター桜班のみなさんに、桜地区

市民センター周辺の除草・剪定作業をしていただきました。 

とても綺麗にしていただきありがとうございました。 

 

※受付（８：30～９：00）９：00 体操開始 

93 年以上も続けられているラジオ体操を正しくマスターしましょう。 

★会 場：桜台小学校 体育館 

★対 象：四日市市民（桜地区住民の方を中心に） 

★講 師：全国ラジオ体操連盟 公認ラジオ体操指導士及び指導員 

★服 装：マスク着用・体操のできる服装・体育館シューズまたは上履き 

★持ち物：飲み物・汗ふき用タオル 

★その他：・会場は駐車場が少ないので徒歩または、乗り合わせの上お越しください。 

・講習会中、レクリエーション１日傷害保険には加入しますが、万が一ケガ等され

た場合、あくまでも自己責任となりますのでご理解の上、ご参加をお願いします。 

しめ縄かざりアレンジメント 
◆日 時 １２月１１日（日）１０：００～１２：００ 

◆場 所 桜地区市民センター ２階 大会議室 

◆講 師 松本紀子さん 

◆定 員 １０名（定員になり次第締め切ります） 

◆材料費 １，０００円（おつりのないようにご協力ください） 

◆持ち物 ハサミ、持ち帰り用袋 

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

電話でお申し込みください。 

◆申込開始 １１月１６日（水）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。 

桜地区市民センター職員の異動 （令和４年 11月１日付） 
◇お世話になります◇            ◇お世話になりました◇ 

 【館 長】 鈴木 紀男           【館 長】 犬飼 禄寛 

（常磐地区市民センターから）        （市民協働安全課へ） 

裏
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～おともだちを作りに来ませんか～ 

７日（水） ・助産師相談 １０：００～１０：４５ 受付 

１４日（水） ・おもちゃのチャチャチャ ９：３０～ 

テーマ お掃除ホウキ作り 
        講 師 おもちゃドクターズ 
        定 員 5 組限定(完全予約制) 

１９日（月）～ ２３日（金） ・さくらんぼクラブ クリスマス週間 

        手遊び等（期間中毎日）１０：３０～ 

        製 作 （期間中毎日）開所時間中 

【子育て支援センターさくらんぼの開所曜日・時間】 <土・日・祝日・医院休診日は閉所> 

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

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 

10 月5 日号でお知らせした

音楽会は 

11/16（水）→11/14（月）

に変更になりました 

市内に設置されている防災行政無線の試験放送を実施します 

◆実施日時 11 月 16 日（水）11：00 ころから数分程度 

※地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達試験に伴い、市内１２１箇所全ての防災行政

無線の屋外拡声子局の試験放送を実施します。試験放送に併せて、ＣＴＹ－ＦＭラジオ放送、四日市市

S アラート等からも一斉に放送いたしますので、ご承知おきください。 

●059-351-4004（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容が確認できます。 

●気象状況その他の理由により中止する場合があります。 

●以降の試験は、令和５年２月１５日（水）１１：００を予定しております。 

【問合せ先】四日市市役所 危機管理課 354-8119 メール kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp 

桜台小学校・浜田小学校・四郷小学校 給食パートを募集 
◇募集職種 小学校給食調理員（給食パート） 各１名   （１月上旬からの勤務です） 

◇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 ８：３０～１５：１５（労働時間６時間） 

     ※桜台小学校のみ：８：４０～１５：２５（労働時間６時間） 

◇時 間 給 １，０４０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

◇そ の 他 浜田小学校勤務の場合、他の学校の調理員の欠勤状況等により他の市内小学校に

勤務することがあります。社会保険加入あり。 

◇申 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 １１月１４日（月）～１１月２５日（金） 

☆日  時  １２月４日（日） ９：３０～（受付時間：９：００～）※雨天中止  

☆集合場所  星の広場 （駐車場は、星の広場周辺で案内します） 

☆募集人数  ５０名  ※定員に達しましたらホームページでお知らせします。 

☆参 加 費  ５００円 （小学生以上の方のみ・当日受付で集めさせていただきます） 

☆申込み先・問合せ先  ・水沢地区団体事務局（9：００～１６：００ ／月、水、金） 

              ・ＦＡＸ ３２９－２３２３ 

            ・水沢地区社協  Ｅ-mail suizawahp＠gmail.com  

                 【氏名・年齢・住所・電話番号】をお知らせください。 

☆注  意  ・飲み物などは、ご自身でご用意ください。 

・ゴミの持ち帰りにご協力ください。 

・幼児の参加は保護者同伴でお願いします。 

・開催の有無は、当日ホームページにてお知らせします。 

     水沢地区ホームページ https://suizawa-yokkaichi.com 

 

締め切り １１月１８日（金） 

◇日 時：１１月２５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  

※動きやすく体温調節し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 

申込み不要 

参加費不要 

※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。 

 

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 12 月 10 日(土) 13：00～16：00(講習会のみの人は 14：40 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 １階 創作スペース A、B 

定  員 保育の都合により、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（保育対象：満６か月～）※事前にお申し込みください。 

申込み･問合せ先：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） 


