
令和２年４月１日 第４２５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番地１

TEL(059)363‐0123 FAX(059)363‐0129

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/asakeplaza/
【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

日 時 ： ４月１日（水）～６月３０日（火） ９：００～２１：００
※初日は１２：００から、最終日は１５：００まで

場 所 ：あさけプラザ１階 展示コーナー
内 容 ：身近な春を描きました。やわらかい風を感じていただければと願います。

※期間中に１回、展示替えを予定。
料 金 ：無料（期間中は自由にご覧いただけます）

郷土作家展 中原春美の洋画～春の風～

日 時 ： ４月１４日（火） １０：３０～１１：１５
※５月以降、７・８月を除いた毎月第３木曜日に開催

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
定 員 ： ２０組（先着順）
参加料：無料
持ち物：バスタオル２枚、フェイスタオル２枚、上履き、飲み水
申込み：４月１２日（日）までに、電話で、または直接、あさけプラザ窓口へ

キッズのはつらつエクササイズ
大人も子どもと一緒に広い体育館で運動して、体を動かす楽しさを
身につける講座です。

４月の高齢者講座（健康体操）
日 時：４月１５日（水） １３：３０～１５：００
場 所：あさけプラザ１階 第１集会室
講 師：藤井 信子さん
対 象：四日市市または三重郡に在住する６０歳以上の人
参加料：無料（事前申込み不要）

新型コロナウイルス感染症対策のため、一部行事を中止します

中止

中止



装賀きもの学院 三重支部
昨年より文化協会の活動に参加させていただいております、

装賀きもの学院 三重支部です。

文化祭では、きものの展示・体験コーナーや、小笠原礼法を通して

「和の心、和の文化」を広く、皆様に伝えていきたいと思い、

頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。

代表 山本 州江

春のお話し会
日 時： ４月１８日（土） １４：００～
場 所：あさけプラザ１階 身体測定室
内 容：語りの会「どっこいしょ」によるお話し会
参加料：無料（事前申込み不要）

図書館だより

４月より
「赤ちゃん絵本の読み聞かせ」は

「よちよちさん(0歳～)の読み聞かせ」に
名称が変わります！

毎月第１・３水曜日の１１時～
月２回の実施となります。

よちよちさん(0歳～)の読み聞かせ

日 時： ４月２日（木）、１５日（水） １１：００～
※４月のみ第１木曜日・第３水曜日に実施

場 所：あさけプラザ図書館
対 象：乳幼児とその保護者
参加料：無料（事前申込み不要）

紙しばい
日 時： ４月４日（土） １４：００～
場 所：あさけプラザ図書館
参加料：無料（事前申込み不要）

子ども読書の日イベント

「本の世界にとびだそう！」

期 間： ４月１８日（土） ～５月１６日（土）
対 象：中学生まで
内 容：①期間中に本を借りてね。貸出時に当日以降に利用できる「くじ引き券」と

おすすめ本紹介カードをお渡します。
②貸出日以降に「くじ引き券」と本の紹介カードを持ってくると、くじ引きに
参加できます。

参加料：無料（事前申込み不要）

中止

中止

中止

中止



フラサークルａｎａｉｎａ
アロハスピリッツを大切にしながら
技術向上を目指して
心優しく優雅なフラを丁寧に指導しております
アロハの心を忘れずに人を思いやり互いに助け合う事を
モットーに日々の暮らしを彩ってくれるよう願っています
お子様連れでも大丈夫です
ハワイの音楽に癒され一緒に踊ってみませんか

令和２年度 自主事業のご案内
人気の講座に加え、新しい講座（★つき）も始まります。どうぞお楽しみに！

①★中原春美の洋画～春の風～（春）
②企画展・郷土作家展（夏）
③久留倍官衙遺跡出土品展（秋）
④ふれあい福祉作品展

展示

①★四日市市が誕生した１２３年前の
時代

②絵画教室
③デザイン書道（年賀状等）

教養

①夏休み工作教室
②夏休み子ども陶芸教室
③夏休み電波教室～ラジオをつくろう～
④夏休み森の工作
⑤★コサージュ作り教室

創作

①キッズのはつらつエクササイズ
②初めての整膚
③バランスボールエクササイズ
④貯筋エクササイズ

体育

①サマーナイト・コンサート
②中庭コンサート（全6回）
③四日市JAZZ FESTIVALﾌﾟﾚｲﾍﾞﾝﾄ

音楽・映像

①よちよちさん(０歳～)の読み聞かせ
②紙しばい
③季節のおはなし会
④ぐんぐんさん(3歳～)の読み聞かせ
(旧：司書の読み聞かせ)
⑤絵本の読み聞かせ
⑥ストーリーテリングを楽しむ会
⑦おはなしよっといで
⑧リサイクル会
⑨★ぬいぐるみお泊り会
⑩★本の福袋
⑪★絵本かるた
⑫★１２３冊の本を読もう

図書

料理

①地産地消料理教室
（全５回）

舞台

①春の文化祭
②夏休みバックステージツアー

老人福祉

①高齢者講座「健康体操」

保健衛生

①★心の健康教室



《図書館》

日 曜 催　　　物 開　始 終　了 場所 連絡先 入場方法

2 木 よちよちさん（０歳～）読み聞かせ 11:00 11:20 図　書　館 363 - 0102 無　料

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

15 水 よちよちさん（０歳～）読み聞かせ 11:00 11:20 図　書　館 363 - 0102 無　料

18 土 春のお話し会 14:00 15:00 身体測定室 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

4 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

11 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 火
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

18 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 日 社内スポーツ大会 10:00 15:00 株式会社マルトー 331 - 5171 関係者

25 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 日 剣詩舞の講習会 9:00 16:30 晄明流剣詩舞道 364 - 7302 無　料

《ホール》

日 曜 催　　　物 開　演 終　演 主　催　者 連絡先 入場方法

5 日 ピアノ発表会 13:00 16:00 南川多恵子 334-3875 無　料

7 火 イエスキリストの死を祝う記念式 19:00 20:00
エホバの証人
桑名市安永会衆

080-
9487-3535

無　料

19 日 ピアノ発表会 13:30 15:30 おたまじゃくしの会 358 - 0757 無　料

催物の案内は、主催者の申込に基づき作成しています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため

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。

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】

　６日（月）　・　１３日（月）
２０日（月）　・　２１日（火）

２７日（月）

※

【風呂の休み】

２３日（木）　・　２９日（水祝）

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

※

あさけプラザ 吊天井崩落対策工事に伴う一部休館 （令和２年１１月１日より）

あさけプラザは、令和２年１１月１日から、ホール及びエントランスロビーの吊天井崩落対策

工事を実施致します。

そのため、ホールは約１１ヵ月間、エントランスロビーは約６ヵ月間、令和２年１１月１日からご利用い

ただけません。

工事が近づきましたら、看板やチラシなどで、来館経路や移動経路をお知らせ致します。
ご不便をお掛けして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願い致します。

公開中止

公開中止

行事中止

行事中止

行事中止

４月１日(水) ～５月６日(水)

行事中止

行事中止

行事中止

行事中止

行事中止

行事中止

公開中止

公開中止

体育館の一般利用も、４月１３日(月) ～５月６日(水) まで休止となります


