
日時＝1月23日（土）　　午後2時開演（１時30分開場）

会場＝あさけプラザ音楽室（４Ｆ）

出演＝Cａｎ（きゃん）とその仲間

対象＝おはなしが楽しく聴ける親子または大人の方

内容= 1 ぐりとぐらのいちねんかん 5

2 さるじぞう 6

3 ぺープサート「赤ずきん」 7

4 あぶくたった

入場料＝無料
定員＝60人（先着順）
申込方法＝12月19日（土）午前10時以降に

あさけプラザ図書館カウンターまたは電話で

（定員に満たない場合は当日受付可）

問合せ先＝あさけプラザ図書館　

ＴＥＬ　０５９－３６３－０１０２

　四日市市と三重郡にお住まいで60歳以上の方は、どなたでもご参加いただけます。

お気軽にご参加ください。

内　容＝ 健康体操

日　時＝ １２月1６日（水）午後1時30分～

場　所＝ あさけプラザ第1集会室（１Ｆ）

指導者＝ 藤井信子氏（３Ｂ体操協会所属）

おばけの冬ごもり

手遊び

白雪姫
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≪全国訪問おはなし隊≫が 

あさけプラザにやってきます！ 
キャラバンカーで全国を巡回している「おはなし隊」が本の楽しさを子どもたちにお伝えします。 

青空の下（雨天の場合はロビー）、キャラバンカー積載の 550 冊以上の絵本を自由に手に取り楽

しんでいただけます。暖かい服装でご参加ください。 

 

場所： あさけプラザ正面駐車場と１階第２集会室 

日時： 平成 28 年 1 月 11 日（月）祝日 15：00～16：05 

15：00～ キャラバンカー見学（駐車場） 

15：35～ 絵本の読み聞かせ（第二集会室） 

対象年齢： 2 才～8 才 

定員： 約 20 名（当日先着順） 

問合せ先： あさけプラザ図書館（℡363－0102） 
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冬のお話し会 
日時：12 月 19 日（土）14：00～15：00 

場所：身体測定室（１Ｆ） 

内容： 『こびととくつや』 

     『いたづらこうさぎ』 

     『てぶくろ』 

     『こうさぎましろのお話』 他 

語り：語りの会 どっこいしょ 

問合せ先：あさけプラザ図書館（℡363－0102） 

☆おいしいイチゴ大福づくり講座☆ 

日時：1 月２３日（土）10：00～12：00          定員：12 名  

場所：あさけプラザ料理室（2Ｆ）             参加費：500 円 

講師：渡辺 弘幸さん                   持ち物：エプロン・三角布・ふきん 

対象者：四日市市または三重郡にお住いの人     

申込み：12 月 19 日（土）9：00 以降に参加費を添えて、あさけプラザ窓口へ 

問合せ先：あさけプラザ （℡ ３６３－０１２３） 



【サークル紹介】

≪みつ美会≫
　私達みつ美会は、民踊を主体に新舞踊も取り入れ、各地区六教室に先生が出向いて

くださって、楽しくお稽古をさせてもらっています。

　成果発表として、二年に一回の発表会、

各地区の盆踊り、文化祭などに参加しています。

ボランティアで十ｹ所ほどのホームへの慰安訪問を

行っています。お年の方も踊りをしてみえるせいか

皆さん本当にお若いです。

年に一度九月の一泊二日の熱海、慰安旅行を兼ねた講習会を皆さん楽しみにしています。

会　主　 西山　洋子

連絡先 090-9028-8398

≪無名アトリエ≫

私たちのサークルは、自分の好きな絵を描いて

　　楽しんでいます。風景・人物・花・果物など何でも

　　挑戦して、自分の世界を作っています。

　　とても楽しい教室です。絵に興味のある方は、

　　一度見にきてください。

　　水彩画・油絵・パステル画などで描いています。

　　場所は、あさけプラザ3階美術室です。

　　日時は、第1と第3水曜日の13時30分～16時まで

連絡先 芝田　郁子

TEL 059-339-0650

12月26日（土）～12月27日(日）　全館休館(受付事務はやっています。）

12月28日（月）～1月4日(月）　　年末年始休館（全館休館）

 １月　5日（火）～1月7日(木）　　全館休館(受付事務はやっています。）

 1月　8日（金）～　　通常業務開始

※ホール7月分・その他施設4月分の貸館受付は1月5日（火）午前9時から

　 通常通り行います。

お知らせ
  あさけプラザでは年末年始に電力設備の更新工事を行うため全館停電となります。

  そのため、この間の業務につきましては、次のとおりとさせていただきます。



《図書館》

日 曜 催　　　物 開　演 終　演 主　催　者 連絡先 入場方法

5 土 紙　芝　居 14:00 14:30 あさけプラザ 363-0102 無　料

19 土 冬のおはなし会 14:00 15:00 あさけプラザ 363-0102 無　料

《体育館》

日 曜 催　　　物 開　演 終　演 主　催　者 連絡先 入場方法

1 火 エアロビクス講座 10:00 11:30 あさけプラザ 363-0123 関係者

5 土
一　般　公　開

（卓球・バドミントン）
9:30 16:30 あさけプラザ 363-0123 有　料

6 日
ふれあいｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

バドミントン大会
9:00 11:30 大矢知スポーツ委員会 365-8085

大矢知地区
在住の方

6 日 卓球審判講習会 13:00 16:00 三重県卓球協会
090

6809-4175
関係者

8 火 エアロビクス講座 10:00 11:30 あさけプラザ 363-0123 関係者

12 土
一　般　公　開

（卓球・バドミントン）
9:30 16:30 あさけプラザ 363-0123 有　料

19 土
一　般　公　開

（卓球・バドミントン）
9:30 16:30 あさけプラザ 363-0123 有　料

23
水
祝

バトントワリング講習会 9:00 17:30 Baton　Team Grace
090

1748-0925
関係者

《ホール》

日 曜 催　　　物 開　演 終　演 主　催　者 連絡先 入場方法

5 土 アンサンブルコンサート 11:30 15:15 島村楽器㈱ 330-0625 無　料

6 日 おたのしみ会
10:30
13:00

12:00
14:30

大矢知地区子ども会
育成者連絡協議会

090
5871-6584

関係者

12 土
三重県四日市

ひとりさんファンの会
14:30 16:00

三重県四日市
ひとりさんファンの会

ー 有　料

13 日
Ｈ27年度四日市市

北部ﾌﾞﾛｯｸ人権ひろば
13:00 15:00

北部ブロック人権同和
教育推進協議会

366-1513 無　料

20 日 ピアノ発表会 14:30 17:30 伊藤　美紀 333-6106 関係者

25 金 クリスマスコンサート 17:00 19:00
四日市

少年少女合唱団
090

4212-6859
有　料

【あさけプラザ休館日】

毎月第３日曜日は「家庭の日」　　家族のふれあいを深めましょう

12/26（土） ～ １/7（木）

全館のお休み

※
催し物予定は申請者の申請どおり作成しております。

予定が変更になることもあります。詳細等、お問合せは主催者へおたずねください。

 ７日（月）　・　１４日（月）　・　１５日（火）　・　２１日（月）　

電力設備更新工事により停電になるた
めの休館(年末年始休館を含む）
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