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第３１回 春の文化祭 
あさけプラザ文化団体 

＜会場＞ あさけプラザ 

特別イベント 

３／１６日（土）・１７日（日） １０：００～１６：００ （雨天決行） 

（入場無料） 

舞台部門 １６日（土） １０：００～１６：００  

１７日（日） １０：００～１６：００   

●邦楽、洋楽、邦舞、洋舞など加盟２３団体、三重郡１団体、公募１団体による舞台発表 

１６日（土）・１７日（日） １０：００～１６：００   

●絵画、写真、木彫、華道、山野草など加盟６団体、三重郡１団体による展示 

展示部門 

体験部門 

【ホール】 

【２階展示室】 

１６日（土）・１７日（日） １０：００～１５：００   

●テーブルマジックを体験しよう 

整膚（肌つまみ）サークル  肌をやさしくつまむ健康法の体験 

【マジック愛好会 楽・楽（ラーラ）】 

食品バザー 

●整膚 de エステ （お１人１０分程度）  

１６日（土）・１７日（日） １０：００～ 

●みたらし、おはぎ、コーヒー、綿菓子など 
  ２階に購入者様専用の食事場所有（お茶サービス付） 

【有料】 

● 

●お茶会 （有料） 【１階茶室】  

１６日（土）・１７日（日） １０：００～１５：３０   

表千家  宗志会 

●健康チェック（無料）【１階問診室】 

１７日（日） １０：００～１５：３０    

主 催  四日市市、あさけプラザ運営協会、四日市市文化協会地域文化部門、あさけプラザ文化団体
後 援  中日新聞社、(株)シー・ティー・ワイ ＣＴＹ－ＦＭ                            
問合せ  あさけプラザ TEL  ３６３－０１２３ 

【ロビー・中庭通路】 

【中庭通路】 

せいふ 

【無料】 

【２階学習室】 

【装賀きもの学院】 ●ゆかた帯締め体験  
   （ゆかた・帯は有ります。）   

【２階１～３会議室】 

 【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 

せいふ 



日  時    ３月１４日（木）１０：３０～１１：１５  

場  所    あさけプラザ 体育館 

内  容    ストレッチやかけっこ、バランス運動など 

講  師    藤原 ルミさん 

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 

参加料    無料 

定  員    ２０組（先着順） 

申込み    ３月１３日（水）までに、電話または当館窓口へ 

持ち物    上履き、バスタオル２枚、フェイスタオル２枚、飲み水など 

人生１００年と云われる今日、いかに最後まで自分自身のことができるかが最大の目的です。 
身体を動かし思考力を養う、それは舞踊全般に云える事です。 
年令に合ったそれ相応の振りや動きを体験し、知らず知らずの内に伝統文化を継承しつつ 
頑張っています。 
四日市市文化協会の日本舞踊祭を始め、あさけプラザの春秋の文化祭、彩の会の初舞り、 
ゆかた会、また地区の文化祭等体験するには、充分な発表の場が有ります。 
大いに活用して頂き、いつまでも若やいでいたいと思いませんか。仲間になりましょう。 

3月の高齢者講座（健康体操） 

日  時    ３月２０日（水） １３：３０～１５：００ 

場  所    あさけプラザ 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 

申込み    当日直接お越しください（事前申込み不要）  

日本舞踊 花柳流 彩の会 

無
料 

当
日
、
参
加
自
由 

 

◇紙しばい◇ 
「劇団ちょこっと」による紙しばい 
 
日時：３月２日（土） １４：００～１４：３０ 

◇赤ちゃん絵本の読み聞かせ◇ 
 
日時：３月７日（木） １１：００～１１：３０ 

◇司書による読み聞かせ◇ 
 
日時：３月１６日（土） １４：００～１４：３０ 



本年は、新たな元号となり、輝かしい時代のスタートを迎えます。 
「松扇会」の紹介は４回目の掲載となりました。 

あさけプラザ春の文化祭に今年も舞台発表をさせて戴き、翌日には名
古屋特殊陶業市民会館に出演させて戴きます。演目は「港・四日市」
（作詞：星野哲郎 歌手：鳥羽一郎）です。素晴らしい四日市の街を紹介
している舞踊になっております。 

昨年より舞台での発表に力を注ぎ、今年は名古屋での出演も叶い、発
表に向けて会員一同、お稽古に励んでおります。 
 
会主 坂東 稜太郎   連絡先 ０５９－３３２－２９６３ 

日本舞踊 坂東流 松扇会 

ペーパークラフトでくるべの「門」をつくろう！ 

くるべ古代歴史館 
四日市市大矢知町２３２３－１ 
TEL ０５９－３６５－２２７７ 
FAX  ０５９－３６５－２２８８ 
開館時間：９：００～１７：００ 
休  館  日：月・火曜日（休日の場合は翌日） 
入  館  料：無料 

日 時  ３月１０日（日）  １０：００～１２：００（９：３０から受付） 
場 所  くるべ古代歴史館 研修室 
参加料  無料 
定 員  １０人（先着順） 
対 象  小・中学生（小学生は保護者同伴） 
持ち物   はさみ、のり 
申込み  ３月１日（金）９：００から、電話で（３６５－２２７７）、または直接、くるべ古代歴史館へ 

＊詳しくは久留倍官衙遺跡公園ホームページをご覧ください。 
く る べ かんが いせき 



《図書館》

日 曜 催　　　物 開　始 終　了 場所 連絡先 入場方法

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

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

16 土 司書による読み聞かせ 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

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

剣詩舞の講習会 13:00 16:30 晄明流剣詩舞道 364-7302 無　料

3 日
第７４回四日市市

北部ブロック卓球大会
9:00 17:00 四日市北部卓球協議会 337-1681 関係者

7 木 お楽しみ卓球大会 9:00 16:30
新日本スポーツ連盟
三重卓球協議会

080-
3626-6654

無　料

9 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 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

23 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

24 日
第14回日本空手道松濤館連合

三重県大会
9:00 17:00 日本空手道松濤館連合 352-6218 関係者

30 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

31 日 スポーツ鬼ごっこ 13:00 16:00
三重スポーツ鬼ごっこ

愛好会
090-

1472-5564
関係者

《ホール》

日 曜 催　　　物 開　演 終　演 主　催　者 連絡先 入場方法

16 土 10:00 16:00

17 日 10:00 16:00

20 水 権利擁護講座 13:30 15:40 四日市市社会福祉協議会 354-8144 無　料

21
木
祝

バイオリンとチェロの
卒業式及び卒業記念コンサート

14:00 16:30 スズキ・メソード　三重支部 331-1012 無　料

23 土 くるべ古代歴史館開館１周年記念講演会 13:00 14:40
四日市市教育委員会

社会教育課
354-8240 無　料

28 木 9:30 17:00

29 金 9:30 17:00

駐車場に限りがあり、週末など混雑することがありますので、ご注意ください。

【あさけプラザ休館日】

４日（月）　・　１１日（月）
１８日（月）　・　２５日（月）

2 土

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

※

２１日（木祝）　・　２８日（木）

【風呂の休み】

催し物の案内は、主催者の申込みに基づき作成しています。予定が変更になる場合もありますので、

詳細は上記連絡先へお問い合わせください。

※

春の文化祭

第３８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

0594-74-2006
(いなべ総合学園高
等学校　山北）

無　料

(一財)民族衣裳文化
普及協会

0120-029-276
352‐6390

無　料

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

2 土 13:30 15:00
無料公開講座

女性文化大学（きものショー）
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