
令和３年３月１日 第４３６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/
✉asakeplaza@city.yokkaichi.mie.jp【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

舞台部門
【体育館】 ２０日（土）・２１日（日） １０：００～１６：００ 【無料】

邦楽グループ 詩吟・津軽三味線・民謡・筝曲
洋楽グループ コーラス・フラメンコギター・大正琴
邦舞グループ 日本舞踊・民舞・新舞踊・剣詩舞・阿波踊
洋舞グループ フラダンス・ポリネシアンダンス・太極拳

２４団体による熱演です。

展示部門
【２階 各室】 ２０日（土）・２１日（日） １０：００～１６：００ 【無料】

写真・陶芸・油絵・木彫り・山野草や華道・着付礼法など
加盟７団体による力作が勢ぞろいです！

第３３回 あさけプラザ文化団体

３月２０日（土）・２１日（日） １０：００～１６：００ （入場無料）

主催 四日市市、あさけプラザ運営協議会、（一社）四日市市文化協会
主管 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

＜会場＞あさけプラザ

ライブ配信
２０日（土）・２１日（日） １０：００～１６：００ 【無料】

“You Tube”にて検索！

体験部門

鶴の折り紙：桑名折り鶴サークル

２０日（土）のみ １０：００～１５：００

整膚deエステ：整膚サークル

絵手紙：若草クラブ

２１日（日）のみ １０：００～１５：００

アロマセラピー：小泉朋子

【２階 体験エリア】 【無料】
２０日（土）・２１日（日） １０：００～１５：００

※お弁当他食品の販売はありません。

あさけプラザ春の文化祭

※新型コロナウイルス感染拡大防止のために、
ライブ配信のみの開催となる場合があります。



日 時 ： ４月２５日（日） ９：００～１２：００
場 所 ：あさけプラザ１階 ロビー集合
講 師 ：四日市市教育委員会社会教育・文化財課学芸員
対 象 ：四日市市か三重郡に在住、または通勤・通学する人
定 員 ： ２０人（応募多数の場合は抽選）
参加費：無料
申込み：４月１１日（日）（必着）までに、講座名、住所・名前・年齢・電話番号を、

往復はがき、またはＥメール（✉asakeplaza@city.yokkaichi.mie.jp ）
で、あさけプラザへ
※ドメイン指定受信設定等をされている方は、「@city.yokkaichi.mie.jp」
からのメールを受信できるように設定をお願いします。

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、各講座の定員を変更、

開催を延期・中止することがありますので、ご了承ください。

津軽三味線 義結会（ぎゆうかい）

津軽三味線義結会は、津軽三味線をベースに津軽民謡の
アンサンブルを楽しむ団体です。1989年より、あさけプラザ
文化団体に所属し、秋と春の文化祭を学習の発表の場と
して楽しんでいます。
津軽三味線太棹の響きと津軽の唄に興味ある方は声をお
かけください。

担当 松永義武 090-8079-2241
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令和2年10月17日（土）にあさけプラザホールにて開催した「四日市の時空を旅する一日」は、新型
コロナウイルス感染予防のため、入場定員を制限させていただきました。
当日ご来場を控えられた方のために、第１部～第３部の講演会の模様をご覧いただけるようにいた
しました。

「あさけプラザ」で検索し、ＵＲＬが「www.city.yokkaichi.mie.jp/asakeplaza/」のページを
選択して下さい。「最新情報」にリンクがございます。

四日市市制１２３周年記念事業「四日市の時空を旅する一日」の様子を

ホームページでご覧いただけます。

探しています。

「四日市の時空を旅する一日」第２部で、長谷川講師に質問を提出された方がみえますが、質問用紙にお名前
やご連絡先を記入いただいていないため、講師からのご返事をお渡しすることができません。お心当たりの方
は、あさけプラザまでご連絡ください。



図書館だより

なでしこ会
私達なでしこ会は琴の音色に魅せられて、一週間に一
度の練習と、一ケ月に一度尺八の先生との合奏でその
醍醐味を味わっております。
今は新型コロナの影響でいろいろ行事が中止になって
おりますが、感染対策をしっかり行ないながら前向きに
頑張っております。
１日も早いコロナの終息を願っております。

０５９－３６４－４１２８ 久野 順子（なでしこ会代表）

よちよちさん(０歳から)の読み聞かせ
日 時： ３月３日・１７日（いずれも水曜日） １１：００から
場 所：あさけプラザ図書館
対 象：乳幼児とその保護者
参加費：無料（事前申込み不要）

紙しばい
日 時： ３月６日（土） １４：００～１４：３０
場 所 ：あさけプラザ図書館
参加費：無料（事前申込み不要）

ぐんぐんさん(３歳から)の読み聞かせ
日 時： ３月２０日（土） １４：００から
場 所：あさけプラザ図書館
対 象：幼児とその保護者
参加費：無料（事前申込み不要）

３月の高齢者講座（健康体操）
日 時： ３月１７日（水） １３：３０から

場 所：あさけプラザ１階 第１集会室

講 師：㈳日本３Ｂ体操協会公認指導士 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

定 員： １８人（先着順）

※定員を超えた場合、１４：１５分頃から２回目を開催させて

いただきます。

参加費：無料（事前申込み不要）



《図書館》

日 曜 催　　　物 開　始 終　了 場所 連絡先 入場方法

3 水 よちよちさん（０歳から）の読み聞かせ 11:00 随時 図　書　館 363-0102 無　料

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

17 水 よちよちさん（０歳から）の読み聞かせ 11:00 随時 図　書　館 363-0102 無　料

20 土 ぐんぐんさん（３歳から）の読み聞かせ 14:00 随時 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

6 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

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
090-

8186-3856
関係者

14 日
松濤館連合

空手道　形組手セミナー
8:30 16:30 日本空手道松濤館連合 352-6218 関係者

20
土
祝

10:00 16:00

21 日 10:00 16:00

27 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

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】

１日（月）　・　８日（月）
１５日（月）・２２日（月）・２９日（月）

２０日（土祝）　・　２５日（木）

第３３回　春の文化祭
あさけプラザ運営協議会
あさけプラザ文化団体他

363-0123 無　料

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状況によっては予定が変更になる場合もございます。
詳細は上記連絡先へお問い合わせください。

13 土

※

【風呂の休み】

行事中止


