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【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

BANKO300th

未来につながる萬古焼展

急須や土鍋だけが萬古焼ではありません。
きっと、今までとは違った萬古焼の魅力を感じていただけます。

日 時 １月８日（火）～３月２４日（日） ９：００～２１：００
場 所 １階 展示コーナー （期間中は自由にご覧いただけます。）

沼波弄山翁 生誕三百年 企画展

萬古焼の粋

ばんこの里会館

＊月曜休館（祝日は開館）
時 間 １０：００～１７：００ 入場は１６：３０まで
入場料 ５００円（中学生以下は無料）
住 所 四日市市陶栄町４－８

TEL 059‐330‐2020  FAX 059‐330‐2021－陶祖 沼波弄山から現在、未来に繋がる萬古焼－

皆様すこやかに新春をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。
旧年中は、格別のご支援ご指導をいただきありがとうございました。
あさけプラザは、昭和59年の開館以来、地域の皆様から親しまれ愛される

施設として運営してまいりました。35年目の新しい年を迎え、職員一同さらに気を引き
締め、皆様の身近な施設、行きたくなる施設をめざして努めてまいります。

本年も変わらぬご愛顧のほど心よりお願い申し上げます。



民謡 藤寿栄会は藤本秀寿栄師匠のもと、藤本流民謡と
三味線を習っている会です。

あさけプラザ春の文化祭に出演させていただく他、桑名文
化祭、四日市文化祭などに参加し、活動しています。

また、会員の親睦を兼ね、日頃の成果を披露する場として、
初弾き会、ゆかた会を毎年行っています。

春の文化祭などご覧いただき、お仲間になって楽しみませ
んか。

【稽古場】
四日市 玉川和楽器店 月３回 木曜日

あかつき台３丁目 月３回 火曜・金曜日
桑名 桑名コミュニティプラザ 月３回 土曜日

連絡先 ０５９－３３８－７７３５ 伊藤寿子（藤本秀寿栄）

藤本流 藤寿栄会

1月の 高齢者講座（健康体操）

日 時 １月１６日（水） １３：３０～１５：００
場 所 １階 第１集会室
対 象 四日市市及び三重郡に在住の６０歳以上の方
指導者 藤井 信子さん
参加料 無料
申込み 当日直接お越しください（事前申込み不要）

キッズのはつらつエクササイズ

日 時 １月１７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する２～４歳の幼児と保護者
指導者 藤原 ルミさん
参加料 無料
定 員 ２０組（先着順）
持ち物 バスタオル２本・フェイスタオル２本・上ばき・飲み水など
申込み １月１６日までに、電話または当館窓口にて

子どもも大人も広い体育館で一緒に運動して、体を動かす楽しさを
身につける講座です。



春の文化祭2019は、平成31年3月16日（土）・17（日）
あさけプラザ文化団体 オフィシャルウェブサイト http://asapla.jp/

北真クラブ

北真クラブは、それぞれが好きな写真（神社仏閣・
紅葉・漁村風景・人物等）を写し作品にして、年２回
のあさけプラザでの文化祭で発表しています。

デジタルカメラに移行した現在は、焼き付け等をパ
ソコン→プリンターで子どもの写真、年賀状、記念

日、案内状等いろいろな大きさの写真を仕上げるこ
とができます。

年２回ある文化祭の時、会場で声をかけて下さい。
作品を見ながら、撮影場所や時間帯等の話が出来
ればと思います。
次回の文化祭を是非とも見に来て下さい。

廣瀬

～ 赤ちゃん絵本の読み聞かせ ～

日 時 １月５日（土） １４：００～１４：３０
場 所 図書館

日 時 １月１０日（木） １１：００～１１：３０
場 所 図書館

無料。当日、参加自由

「劇団ちょこっと」による紙しばいです。

おはなしと音楽
おはなしと音楽の楽しいコラボレーションを聴いてみませんか？

パネルシアターや一緒に歌えるオリジナル曲を準備して、お待ちしています。

日 時 １月１９日（土） １４：００～１５：１５ （１３：３０開場）

場 所 ４階 音楽室

講 師 Canとその仲間

入場料 無料

定 員 ４０人（先着順）

申込み １月５日（土）１０：００以降に、電話または

直接、図書館（ＴＥＬ３６３－０１０２）窓口へ

～ 紙しばい ～

１月は第２木曜日に開催します。



《図書館》

日 曜 催　　　物 開　始 終　了 場所 連絡先 入場方法

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

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

19 土 おはなしと音楽 14:00 15:15 ４階音楽室 363-0102 関係者

《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

6 日 小学生バレーボール新人戦 10:00 16:00
四日市バレーボール

少年団育成者連絡協議会
331-5753 無　料

10 木 卓球合同練習会
8:30
13:00

12:00
16:30

新日本スポーツ連盟
三重卓球協議会

080-
3626-6654

観覧自由
参加のみ申込要

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

14 月祝 スポーツ鬼ごっこ交流会 9:00 11:30
三重

スポーツ鬼ごっこ愛好会
090-

1472-5564
関係者

17 木 キッズのはつらつエクササイズ 10:30 11:15 あさけプラザ運営協議会 363-0123 関係者

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

20 日
ふれあいスポーツフェスティバル

テニポン大会
9:00 11:30

大矢知地区
スポーツ委員会

365-8085 関係者

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

12 土 ピアノ発表会 10:30 15:30 松下寛子
090-

4799-4516
関係者

13 日
大江戸人形喜劇

弥次さん喜多さんトンちんカン珍道中
14:00 15:30

主催　(公財)四日市市文化
　　　　まちづくり財団
共催　(有)ひとみ座

354-4501 有　料

26 土 ハンセン病問題を考える集い 13:00 16:15

主催　三重県
共催　四日市市
　　　　ハンセン病問題を共に
　　　　考える会・みえ

059
224-2337

無　料

*　催し物の案内は、主催者の申込に基づき作成しているため、予定が変更になる場合もあります。詳細につい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】

１日(火祝)～３日（木）・
７日（月）・１５日（火）・
２１日（月）・２８日（月）

【あさけプラザ図書館休館日】

１日(火祝)～４日（金）・
７日（月）・１５日（火）・
２１日（月）・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

４日（金）・１４日（月祝）・２４日（木）

【風呂の休み】
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