
お茶会【１階 茶室】 【有料】

お弁当販売【１階 ロビー】 【有料】
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

販売

令和４年３月１日 第４４８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

舞台部門
【ホール】 １９日（土）・２０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・阿波踊り
洋舞グループ フラダンス・ポリネシアンダンス・太極拳

展示部門
【２階 各室】 １９日（土）・２０日（日） １０：００～１６：００ 【無料】

写真・陶芸・油絵・山野草・華道・着付礼法や書道など
加盟７団体による力作が勢ぞろいです！

第３４回 あさけプラザ文化団体

３月１９日（土）・２０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

【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

体験部門

１９日（土）・２０日（日）

絵手紙：あさけ絵手紙サークル

【２階 体験エリア】 １０：００～１５：００ 【無料】

１９日（土）のみ

整膚deエステ：整膚サークル

文化祭 を You Tube にて お楽しみください

あさけプラザ文化団体チャンネル

配信



※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・中止する場合がございますので、ご了承ください。

公益社団法人日本詩吟学院 三重岳仁会
先賢の詩歌に節をつけて おなかの底から声を出し詠ず

ることは健康に大変良いとされています 又、詩吟は老若
男女いつからでも始められます
あなたも詩歌を読み感じた心を あなた自身の声で表現し
楽しんでください ３か月もすれば 驚くほど声が出るよう
になり 声を出す素晴らしさを実感し 詩歌から学ぶことの
多さに喜びを覚えます
四日市市内では 大矢知地区市民センター他１０か所ほど
で教場を開いております 見学体験 大歓迎で お待ちし
ております

連絡先 ０９０－８３２５－６３０６ 芝田岳尚

３月の高齢者講座（健康体操）
日 時 ： ３月１６日（水） １３：３０から（１３：００受付）

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。

三重県まん延防止等重点措置にともない、３月６日（日）までの

ご利用分について、下記のとおりご案内申し上げます。

・浴室・機能回復訓練室・集会室の停止
・あさけプラザ主催事業、及び

体育館一般公開（卓球・バドミントン）の中止
感染状況によっては、上記内容や期間が延長される場合もございま

す。

ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力のほど、よろしく
お願い申し上げます。



日本舞踊 結月会
最近コロナ禍で発表の場が少ないとは云え練習はかかせません。
私達は日本舞踊に興味をもち好きになって楽しくやれることを知り、
続いています。
地域の小さな会場を借りたり、あさけプラザの文化祭、名古屋家元
のおさらい会等出来る限り参加しています。
舞台発表は励みになります。
おけいこは地域の集会所でやっています。
お気軽にどうぞ、いらして下さい。

連絡先 伊藤 寿子（結月 梅寿）０９０－５１０１－１５６０

図書館だより

よちよちさん(０歳から)の読み聞かせ

日 時 ： ３月１６日（水） 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）

ぐんぐんさん(３歳から)の読み聞かせ
日 時 ： ３月１９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２日（水）「よちよちさん（０歳から）の読み聞かせ」

３月５日（土）「紙しばい」は三重県まん延防止等重点措置

にともない、 中止とさせていただきます。※



《図書館》

日 曜 催　　　物 開　始 終　了 場所 連絡先 入場方法

16 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

19 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

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

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

27 日 ボッチャ交流大会 9:00 13:30 四日市市社会福祉協議会 354－8144
参加申込

必要

《ホール》

日 曜 催　　　物 開　演 終　演 主　催　者 連絡先 入場方法

6 日
演劇企画　ポカラの会　公演

「　弟　の　戦　争　」
15:00 16:20 子ども文化ＮＥＴ 363－3728

参加申込
必要

13 日 ピアノ発表会 13:00 15:30 三福ピアノ教室
090－

5877－8001
無料

定員148名

19 土 10:00 16:00

20 日 10:00 16:00

21
月
祝

ピアノ発表会 13:00 15:30 くららピアノ教室 ――
無料

定員148名

25 金 14:00 17:00

26 土 9:30 18:30

27 日 9:30 16:30

29 火
バイオリンとチェロの

卒業式及び卒業記念コンサート
13:00 16:00 スズキ・メソード　三重支部 365－0260 関係者

  ※  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。

【あさけプラザ休館日】

７日（月）　・　１４日（月）
２２日（火）　・　２８日（月）

363－0123
無料

定員148名
あさけプラザ運営協議会
あさけプラザ文化団体他

第３４回　春の文化祭

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

※６日（日）まで休止中※
２１日（月祝）　・　２４日（木）

【風呂の休み】

第４０回　三重県高等学校
北勢地区　演劇　春季大会

三重県高等学校
演劇連盟北勢地区

331－8324
四日市商業
高等学校

山北

無料
定員148名
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