
令和３年１０月１日 第４４３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

特別イベント
３０（土）・３１日（日） １０：００～１５：３０ 【有料】

【１階 茶室】 お茶会

【１階 ロビー】 お弁当販売
ちらし寿司、赤飯、みたらし、山菜おこわ、おはぎ等

全てパック入りにて販売します

舞台部門
【ホール】 ３０日（土）・３１日（日） １０：００～１６：００ 【無料】

◆加盟１２団体◆
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・阿波踊り
洋舞グループ フラダンス・ポリネシアンダンス・太極拳

◆一般参加２団体◆
ベリーダンス＆アラブ音楽

フラメンコダンス

展示部門
【２階 展示室】 ３０日（土）・３１日（日） １０：００～１６：００ 【無料】

写真・陶芸・油絵・山野草や華道など
加盟５団体による力作が勢ぞろいです！

第５６回 あさけプラザ文化団体

１０月３０日（土）・３１日（日） １０：００～１６：００ （入場無料）

主催 四日市市、（一社）四日市市文化協会（第７１回四日市市民芸術文化祭）
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

体験部門
【２階 体験エリア】 【無料】

３０日（土）・３１日（日） １０：００～１５：００
◆絵手紙：あさけ絵手紙サークル

３０日（土）のみ １０：００～１５：００
◆整膚 de エステ：整膚サークル



※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。

琴伝流大正琴みさき会
大正琴の歴史は、その名前の表すとおり、大正元年に
名古屋の森田吾郎氏が、一般大衆が手軽に扱える楽器
をとの思いから、一弦琴とタイプライターのキーボタンか
らヒントを得て発明したことに始まります。以来ギターやマ
ンドリンなどと同じ弦楽器の一つとして多くの人々に親し
まれてきました。
ボタンを押さえてピックで弾くだけでメロディーが奏でら
れる大正琴は、修得しやすい楽器です。あさけプラザで
は、第１・３木曜日の午前中に音楽室にてレッスンしてい
ます。ぜひ、見学にいらしてください。

みさき会代表 杉野さおり 090-5862-0390

１０月の高齢者講座（健康体操）
日 時： １０月２０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）

※四日市市健康づくりＴｏｕｒｓ（ツアーズ）のイベントとなります。

第７６回中庭コンサート「中庭のフラメンコ」
日 時： １０月２１日（木） １８：３０～１９：１５

場 所 ：あさけプラザ中庭（雨天の場合は１階ロビー）

演奏予定曲：スペイン民謡各種ほか

出 演：バイレ（踊り）：吉村優子さん、服部
＜フラメンコミ・ソンブレロ＞
ギター：松永義武、篠田秀樹
カンテ（唄）：ＫＹＯＫＯ カホン：ＨＡＫＯ

参加費：無料（鑑賞自由）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため座席間隔を空けますので、

十分な座席数が確保できない場合がございます。

由彌
ゆ や

さん 



図書館だより

阿波踊り『四日市極楽連』
阿波踊りは、“踊って楽しく元気いっぱいになれる”のが魅力。
四日市極楽連では、「年の輪・人の輪・元気の輪」をモットーに、
健康づくりも兼ねて、楽しく踊っています。踊りの他、三味線、
篠笛、鉦、太鼓もあります。出演としては、文化祭、記念イベン
ト、又、老人福祉ホームへ慰問へも行きます。練習日は、土曜
日の午前中で、社会人から、熟年の方にも楽しめる踊りを目指
し活動しています。是非、一緒に楽しみませんか。

連絡先：代表 森井敏次 ＴＥＬ：０７０－５２５０－１９５５

よちよちさん(０歳から)の読み聞かせ
日 時： １０月６日・２０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： １０月２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）

おはなしよっといで
日 時： １０月１６日（土） １４：００から
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」によるおはなし会
参加費：無料（事前申込み不要）

第７１回中庭コンサート「ピアノソロコンサート」
日 時： １１月１６日（火） １８：３０～１９：１５

※９月１１日（土）からの延期開催となります

場 所：あさけプラザ中庭（雨天・寒冷の場合は１階ロビー）

内 容：よく知られた名曲を中心に、色彩感あふれた音楽をお届けします。

出 演：ピアニスト 山﨑雅也さん
参加費：無料（鑑賞自由）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため座席間隔を空けますので、

十分な座席数が確保できない場合がございます。



《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

6 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

16 土 おはなしよっといで 14:00 随時 1階　身体測定室 363-0102 無　料

20 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

《体育館》
日 曜 催　　　物 開　始 終　了 主　催　者 連絡先 入場方法

2 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

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

16 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

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

《ホール》
日 曜 催　　　物 開　演 終　演 主　催　者 連絡先 入場方法

10 日 ミュージカル公演/映画祭 10:30 15:00 三重リトルミュージカル
070-

2618-1323
関係者

17 日 ゴスペルと聖書のおはなし 10:00 11:30 四日市シオン教会 355-2201 無　料

24 日 ピアノ発表会 13:00 15:30 橋本有里 関係者

30
31

土
日

第５６回　秋の文化祭
10:00
10:00

16:00
16:00

あさけプラザ文化団体他 363-0123 無　料

《中庭》
日 曜 催　　　物 開　演 終　演 主　催　者 連絡先 入場方法

21 木
第７６回中庭コンサート

「中庭のフラメンコ」
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。詳細につきましては主催者へお問い合わせください。
※ 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。

２８日（木）

【風呂の休み】

　４日（月）・１１日（月）
１８日（月）・２５日（月）

【あさけプラザ休館日】

あさけプラザ駐車場の占有場所について (ご案内 )
あさけプラザ照明器具ＬＥＤ化ほか工事のため、下記の期間・場所において駐車や通行が

出来なくなります。皆様にはご不便をおかけしますが何卒、ご理解とご協力をお願いしま
す。 令和３年９月下旬～令和４年１月中旬ごろまで
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