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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番地１

TEL(059)363‐0123 FAX(059)363‐0129
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/asakeplaza/

夏休みあさけプラザバックステージツアー

日 時 ７月２６日（木） ①１０：３０～１２：００ ②１３：３０～１５：００

場 所 １階 ホール

対 象 四日市市か三重郡に在住、または通学する小学生以上と保護者

申込み ７月1９日（必着）までに、参加者全員の住所、名前（ふりがな）、年齢（学校名・学年）

希望時間、電話番号を往復はがきで、あさけプラザ「バックステージツアー」係へ

定員数 各６組（応募多数の場合は抽選）

参加料 無料

持ち物 筆記用具
✿ ２面にも夏休み特集が載っています。

民 謡 ゆ か た 祭 り
～ 皆で唄おう日本の民謡 ～
日時：７月１２日（木） １８：３０～１９：１５（入場無料）

場所：中庭（雨天の場合、１階ロビー）
出演:あさけプラザ 文化団体

日本民謡 藤寿栄会（ふじすえかい）
津軽三味線 義結会（ぎゆうかい）

ゲスト/司会 橘はこべ

普段コンサートや発表会などに使われている舞台の裏側を巡るツアーです。スタッフしか見る事の
出来ない舞台裏へ行ってみませんか。

かんたんおしばいをつくろう

日 時 ７月１４日（土） ９：３０～１１：３０
場 所 １階 第２集会室
対 象 四日市市か三重郡に在住、または通学する小学４年～６年生
申込み ７月６日（必着）までに、住所、名前（ふりがな）、電話番号、学校名、学年を往復はがきで、

あさけプラザ「かんたんおしばいをつくろう」係へ
定 員 １５人（応募多数の場合は抽選）
参加料 １，０００円
講 師 ミュージカル作家 石垣清香さん（リトル・ミュージカル）
持ち物 動きやすい服装、靴

楽しいシアターゲームや劇を自分たちで考え、創って演じる「創作」を体験します。

【アクセス】
近鉄富田駅下車 西口より徒歩約１５分
東名阪自動車道四日市東インターから車で約１０分
国道１号東富田町交差点から車で約５分

さやか



夏休み工作教室

①プログラミングロボット ②おしゃべり貯金箱

日 時 ７月２４日（火）

①１０：００～１２：００

②１３：３０～１５：３０

場 所 ２階 第４・５展示会議室

対 象 四日市市または三重郡に在住、また

は通学する小学生と保護者（２人１組）

申込み ７月１４日（必着）までに希望講座ごと

に保護者の住所・名前・電話番号・子

どもの名前（ふりがな）・学校名・学年

を往復はがきであさけプラザ図書館

「夏休み工作教室」係へ

定 員 ２０組（子ども1名と保護者1名で１組）

＊応募多数の場合は抽選

参加料 プログラミング １，０００円（材料費）

おしゃべり貯金箱 ５００円（材料費）

夏休み特集

夏休み子どもと一緒に
簡単安心スイーツづくり

日 時 ７月２８日（土）

１０：３０～１３：００

場 所 ２階 料理室

対 象 四日市市または三重郡に在住、または

通学する小学生と保護者

申込み ７月１２日（必着）までに、住所、

名前（ふりがな）、学校名・学年、

（託児の場合は対象児の月齢も）電話

番号を往復はがきで、あさけプラザ「子

どもと一緒に簡単安心スイーツ」係へ

定 員 １５組（応募多数の場合は抽選）

参加料 １，０００円（材料費）

持ち物 エプロン、ふきん

いきいき童謡の会
♪朝は、昼は、夜はどこから来るかしら♪

♪「おはよう、こんにちは、こんばんは」で始まり、皆でいきいき

と、また自分の幸せを作り、季節の童謡を声を張りあげ歌い

あっています。

最後に「ありがとう」を、嬉しい時・楽しい時の幸せを感じて歌っ

ています。参加自由です。皆様のお越しをお待ちしております。

第四火曜日（９月・１２月は第一火曜日）

４階 音楽室 １０：００～１１：３０

夏休み子ども陶芸教室

日 時 ８月４日（土）
９：３０～１１：３０

場 所 ２階 料理室
対 象 四日市市または三重郡に在住、また

は通学している小学生（保護者同伴）
定 員 １０組（応募者多数の場合は抽選）
参加料 １，０００円（材料費）

申込み ７月２０日(必着）までに、講座名、住所、
参加者全員の名前（ふりがな）、学校名、
学年を往復ハガキであさけプラザ
「夏休み子ども陶芸教室」係へ

萬古焼のランプシェードを作ります。



池坊 万華の会
私たちは伝統ある池坊のいけ花を学び続けております。５５５年前から今も草木の美しさ、

いけ花の花の命の作り出す感動は変わりません。四季の自然美、大切な人への思いを

花器の中に表現します。そして、家に持ち帰り楽しみます。とても心が豊かになります。

もっともっと気軽に花を生ける。花を楽しむ。いけ花は、「花が好き」という気持ちがあれば

出来ます。始めるのは今です。難しいことはありません。何も考えず、美しい好きな「花」を

楽しむ。この時間がとてもいい・・・。

ぜひ、あなたも私たちとお花をいけて楽しみましょう。

そしてお茶も楽しみましょう。お気軽に参加してください。

毎月第一土曜日 １階 茶室

発表会・あさけプラザ文化祭

地産地消＆まごわやさしい料理教室③

日時 ８月９日（木） １０：００～１３：００
場所 ２階 料理室
対象 四日市市または三重郡に在住・在勤・通学の人
講師 柵山 咲子さん・松山 千奈美さん
定員 ２０人（応募多数の場合は抽選）
参加料 １，５００円
持ち物 エプロン・ふきん
申込み ７月２５日（必着）までに、講座名、住所・名前・年齢（託児の子どもは月年齢も）・電話番号・

講座で知りたいことを、往復ハガキで同プラザ「まごわやさしい料理教室③」係へ

旬の海鮮を使って楽しく調理します。

高齢者講座（健康体操）
日時 ７月１８日（水） １３：３０～１５：００
場所 １階 第１集会室
対象 四日市市または三重郡に在住の６０歳以上の人
講師 藤井 信子さん
参加料 無料（事前申込み不要）

キッズのはつらつエクササイズ
日時 ７月１９日（木） １０：３０～１１：１５
場所 体育館
対象 四日市市または三重郡に在住の子ども（２～４歳）と保護者
講師 藤原 ルミさん
定員 ２０組（先着順）
参加料 無料
持ち物 上履き、ヨガマットまたはバスタオル２枚、フェイスタオル２枚、飲み水
申込み ７月１８日までに、電話または直接あさけプラザへ

あさけプラザ企画展「食品サンプルアート」
日時 ７月３日（火）～９月２８日（金）
場所 １階 展示コーナー ＊期間中はいつでもご覧いただけます。

本物そっくりのサンプル
アートをお楽しみください



《図書館》

日 曜 催　　　物 開　始 終　了 場所 連絡先 入場方法

5 木 赤ちゃん絵本の読み聞かせ 11:00 11:30 図　書　館 363-0102 無　料

7 土 紙しばい 14:00 14:30 図　書　館 363-0102 無　料

21 土 司書の読み聞かせ 14:00 14:30 図　書　館 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

7 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

8 日 大矢知地区球技大会 9:00 15:30
大矢知地区子供会
育成者連絡協議会

090-
7314-7727

関係者

14 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 木 お楽しみダブルス卓球大会 13:00 16:30
新日本スポーツ連盟

三重卓球協議会
080-

3626-6654
参加有料
観覧無料

21 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

22 日 スポーツ鬼ごっこ　チーム交流会 9:30 12:00
三重

スポーツ鬼ごっこ愛好会
090-

1472-5564
関係者

28 土 一　般　公　開  （卓球・バドミントン） 9:30 12:00 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

1 日
第２２回　コーラスまゆ

夏の日コンサート
14:00 15:30 コーラスまゆ 337-0335 有　料

7 土 第26回サマーナイト・コンサート 18:30 20:30 あさけプラザ運営協議会 363-0123 有　料

8 日
社会を明るくする運動

大矢知地区大会
13:30 15:30

大矢知地区
保護司会

365-3753 無　料

10 火 校内生活体験発表会 14:00 16:00 三重県立北星高等学校 363-8111 関係者

14 土 ピアノ発表会 10:30 18:30 トーン・チャイルド 345-3427 無　料

15 日 スギテツファミリーコンサート 14:00 15:30
公益財団法人

四日市市文化まちづくり財団 354-4501 有　料

10:00 12:00
13:30 15:30

22 日 巡回講座 10:00 15:00 華道家元池坊 090-8420-8479
(四日市支部）

関係者

10:30 12:00
13:30 15:00

29 日
障がいや病気を持った子どもたちによる演奏会

にじいろこんさーと
13:30 16:00

にじいろこんさーと
実行委員会

090-
6153-0117

有　料

《中庭》

12 木
第５５回　中庭コンサート

民謡ゆかたまつり
18:30 19:15 あさけプラザ運営協議会 363-0123 無　料

　　　　※ 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。

【あさけプラザ休館日】

関係者

26 木 バックステージツアー   あさけプラザ運営協議会 363-0123 関係者

１６日（月祝）　・　２６日（木）

【風呂の休み】

　２日（月）　・　９日（月）　・　１７日（火）
　

２３日（月）　・　３０日（月）

16
月
祝

平和を考える映画会
「ぞう列車がやってきた」

三重県教職員組合
三泗支部

353-4477
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