
　浴室利用は、当面３月１日（火）から３月５日（土）までは試運転運用（３日は休み）とし、運転に支障が

　なければ引き続き本格運用に移行します。

　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。

体操を楽しみませんか。お気軽にご参加ください。

内　容＝ 健康体操

日　時＝ 3月16日（水）午後1時30分～3時

場　所＝ あさけプラザ（１Ｆ）第1集会室

指導者＝ 藤井　信子氏（３Ｂ体操協会所属）

あさけプラザ浴室のリニューアル完成

　昨年の10月から、大規模改修工事をおこなっていた浴室が２月末に完成。

　浴室入口のバリアフリー化、浴室床をすべりにくいタイルへの張替、手摺りの設置等、ご利用者の

　安全に配慮した構造に改修しました。また、脱衣所内に洋式トイレを設置し、衛生面においても

　皆様に安心して入浴していただけるよう対策を講じました。

平成２８年３月１日 第３７６号
発 行 四日市地域総合会館あさけプラザ
四日市市下之宮町２９６－１
TEL(059)363‐0123 FAX(059)363‐0129
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/asakeplaza/



油絵 無名アトリエ 山野草 泗水草友会

写真 北真クラブ 俳句 「菜の花」俳句会

木彫 積木の会 華道 池坊　万華の会

陶芸 あさけ陶芸クラブ 水彩画 朝日町水彩画教室

【展示部門】

１９日（土）・２０日（日）　　　１０：００～１６：００

あ け ラプ 体ザ 文 団化さ

３月１９日（土）　１０：００～１５：００　　２階第１・２・３展示会議室

●お茶会（お抹茶）　　　　　・・・　先着５０名様

●生け花（プレゼント用）　 ・・・　先着５０名様

こども体験教室

【あさけプラザ文化団体サークル紹介】

●印 一般公募

踊りの話をし始めると稽古時間を忘れるほど熱が入ります。
高齢者が多い中、これも稽古のうちと楽しんでいます。春と秋
のあさけプラザの文化祭、地区の敬老会と文化祭、また四日市
文化協会の日本舞踊祭とお稽古する糧と皆頑張っています。

古典にこだわらずあらゆる分野に手を広げ、踊る楽しさを伝
えてゆきたいと思っています。

会主 花柳 彩洲
ＴＥＬ：０５９－３６５－０９０８

　　１９日（土）・２０日（日）　　有料

　　　うどん １１：００～１３：３０

　　　みたらし

　　　おはぎ １０：００～１５：３０

　　　コーヒー

【食品バザー】
【お茶会】　　２０日（日）　　有料

　　宗志会（表千家）　１０：００～１５：３０

【健康チェック】　２０日（日）　無料

　　四日市医療生協　１０：００～１５：３０

【特別催し】

バトン Baton　Team　Grace

筝曲 筝曲なでしこ会 筝曲 グループ翠

詩吟 三重岳仁会 太極拳 日中武道研究会

フラダンス ナ・プア・ティアレ 日本舞踊 花柳流　彩の会

和太鼓 川越町　和太鼓DOYA 津軽三味線 津軽三味線　ぎゆう会

● フラメンコ Kahomi　Flamenco 舞踊 兼照峰会

ギターフラメンコ 長の字音楽倶楽部 民踊 秋桜会

新舞踊 ささ菊会 民踊 四日市やよい民踊会
民謡 菰野町貞都なかよし会 民舞 恒美会
剣詩舞 晄明流剣詩舞道治晄舘 日本舞踊 藤間流　楓会
詩吟 岳風彰岳会 民謡 藤寿栄会
日本舞踊 坂東流松扇会 フラダンス プアメリアあかつき

● ミュージカル ミュージカルＥＭＩ 民謡 民謡　向陽会

＜午前＞　１０：１５～１２：００

＜午後＞　１３：００～１５：４５ ＜午後＞　１３：００～１５：４５

【舞台部門】

１９日（土） ２０日（日）

＜午前＞　１０：４０～１２：００

第４３回バトントワーリング全国大会優秀賞受賞

私達のチームは、”より輝き、花開こう”をモットーに
幼児から社会人までのメンバー約５０名が活動していま
す。バトンを手具とし、いくつもの操法に、クラッシックバ
レエ、体操を取り入れ、音楽と融合させる芸術スポーツ
であるバトントワーリングは、初歩からカリキュラムが組
まれ、ステップを踏んでいきます。私達のメンバーも技術
向上のために、バトンの大会に出場すると共に、大四日
市まつり・あさけプラザ文化祭などに出演させていただ
きバトントワーリングの普及に努めています。

随時メンバーを募集しており
ます。ぜひ見学にお越し下さい。
あさけプラザ体育館練習日
毎週火曜日 １６：００～
代表 佐久間 佳代
ＴＥＬ：０９０－１７４８－０９２５

お姉さん達を目標に頑張っています。



《図書館》

日 曜 催　　　物 開　始 終　了 場所 連絡先 入場方法

5 土 紙芝居 14:00 14:30 図　書　館 363-0102 無　料

19 土 春のおはなし会 14:00 15:00 第２集会室 363-0102 無　料

《体育館》

日 曜 催　　　物 開　始 終　了 主　催　者 連絡先 入場方法

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

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

26 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

《ホール》

日 曜 催　　　物 開　演 終　演 主　催　者 連絡先 入場方法

6 日 ピアノ発表会 13:00 16:00 - - 関係者

19 土 10:15

20 日 10:40

23 水 聖書に基づく講演会 19:00 20:00
エホバの証人・・・・・・

四日市市北会衆
３６５－１７８５ 無　料

26 土 18:00

27 日 17:00

29 火
スズキ・メソード

卒業式・コンサート（バイオリン・チェロ）
無料体験教室

13:00 15:30
才能教育研究会

スズキ・メソード三重支
部

３６５－０２６０ 無　料

30 水 安全大会 14:00 17:00 ＮＩＰＰＯ
080-

9862-6436
関係者

【あさけプラザ休館日】

　７日（月）　・　１４日（月）
２２日（火）　・　２８日（月）

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

※

　３日（木）　・　１０日（木）
１７日（木）　・　２０日（日）
２１日（月）　・　２４日（木）

３１日（木）

【風呂の休み】

9:30

催し物の案内は、申請者の申込に基づき作成しておりますので、予定が変更になる

場合もあります。詳細につきましては主催者へお問い合わせください。

363-0123 無　料
あさけプラザ運営協議会
あさけプラザ文化団体他

春の文化祭

第３５回北勢地区
高等学校演劇春季大会

三重県高等学校
演劇連盟北勢地区

0594-22-5221
(桑名高校 小川）

無　料

15:45
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