
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年は、ニンジン・ゴボウとも暑さのため、上手に成長し

ませんでしたが、今年こそは立派な野菜が収穫できるようガ

ンバって育てています。 

今回も、老人会のみなさんにもスタッフとして参加いただ

き、２時間の短い間でしたが、楽しい時間を過ごすことがで

きました。みなさん、暑い中お疲れさまでした。 

この様子は、地区ホームページ「八郷ふれあいコミュニテ

ィ」の「まちづくり委員会」でご覧いただけます。ぜひ、み

なさんご覧ください。 

７月１６日（土）今回から、伊坂町とあかつき台三丁目の二つの

ふれあいガーデンで、ニンジンとゴボウの種まきを行いました。

伊坂町のふれあいガーデンでは、里芋・さつま芋・黒大豆の周り

に生えている雑草取りや肥料をまいたりした後、ニンジンとゴボウ

の種まきを行ないました。また、あかつき台のふれあいガーデンで

は、今回が初めての農作業体験のため、くじで場所を決め、ニンジ

ンとゴボウの種まきを行ないました。 

第１回 高 齢 者 大 学 
恒例の高齢者大学（全４回）を開催します。仲間と一緒に楽しみながら社会勉強をし、健康的

で生きがいのある生活を見つけ出してみませんか。申込み不要です。お誘い合わせの上、お気軽

にお越しください。 

※ 全講座４回すべて受講された方には『修了書』と『皆勤賞（賞品）』を贈呈します。 

受付にて「参加スタンプカード」をお渡しします。 

途中からの参加や１回のみの参加も歓迎しますが『修了書』と『皆勤賞（賞品）』の贈呈は、

全４回受講された方のみとなりますのでご了承ください。 

日 時：９月９日（金）１０時～１２時       あかつき台三丁目集会所 

    ９月９日（金）１３時３０分～１５時３０分 八郷地区市民センター 大会議室 

内 容：教養講座『八郷の歴史 よもやま話』 

講 師：羽津郷土史と民俗研究会 会長 森 逸郎さん 

問合せ：八郷社会福祉協議会 松岡 ℡０９０－４２３８－０７２１ 

八郷西社会福祉協議会 川添 ℡０７０－５２５１－１７１４ 

八郷地区活動団体事務局   ℡３６４－８２２７ 

シニア世代の陶芸体験教室 
 世界で１個しかない自分自身の作品、ぐい飲み、箸置き、湯呑、小皿などを作ってみませんか。 

好きなものを１人２個作成します。初心者大歓迎です。作陶指導は陶芸クラブ部員が行いますので、

お気軽にご参加ください。 

日 時： ９月２４日（土）１０時～１２時（作陶） 

    １０月１１日（火）１０時～１２時（絵付） 

場 所：八郷地区市民センター 大会議室 

材料費：５００円 

定 員：１０名（先着順） 

申込み：八郷陶芸クラブ 松永 ℡３６５－１１２８ 

    または、八郷地区市民センター ℡３６５－０２５９ 

その他：出来上がった作品は、１０月３０日（日）開催の『八郷文化祭』に展示後お渡しいたします。 

八郷中央幼稚園・八郷西保育園（公立）の園児募集 

受付期間：９月１２日（月）～３０日（金）（土・日曜日、祝日を除く） 

受付場所：八郷中央幼稚園・八郷西保育園（入園を希望する園） 

そ の 他：詳しくは「広報よっかいち」８月下旬号をご覧ください。 

問 合 せ：八郷中央幼稚園 ℡３６４－５７１０ 

     八郷西保育園 ℡３３８－４３７４ 

地産物を使用した料理教室のご案内 

 地産地消『地産物を使用した料理』を作ります。 

ぜひご参加ください。 

日 時：９月１５日（木）１０時～１３時 

場 所：八郷地区市民センター 調理室 

講 師：八郷地区食生活改善推進委員会 

参加費：６００円 

持ち物：エプロン、三角巾、ふきん２枚 

申込み：９月８日（木）までに、八郷地区市民センター ℡３６５－０２５９ 

～ メニュー ～ 

ゴーヤのみそチャンプルー 

そうめんスープ 

あらめの酢の物 

トマトヨーグルトムース 

平成２８年 ８月２０日 

№ ６７６ 

八郷地区市民センター 

℡３６５－０２５９ 

『八郷のホームページ』http://www. yasato.org 

『テレビ データ放送』１２チャンネル（ＣＴＹ）ｄボタン 

 

 

 
お知らせ 

八郷地区市民センター 

 

回 覧  
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あじさい広場，ミュージックベルの会♪ 
９月７日（水）・２１日（水）１０：００～１１：３０ 

伊坂ダム内「八郷ふれあいハウス」 

※大正琴とハンドベルで童謡・唱歌・懐かしい歌

を練習しましょう。初心者の方も大歓迎です。 

連絡先：稲垣 ℡３６４－３７７１ 

あじさい広場，懐かしい歌を楽しみませんか♪ 
９月１９日（月）１０：００～１１：３０ 

伊坂ダム内「八郷ふれあいハウス」 

※キーボードや大正琴の伴奏で、童謡・唱歌・懐

かしい歌を歌ったり、指の体操・頭の体操で楽

しみましょう。 

参加費：１００円（茶菓子代） 

連絡先：山下 ℡３６４－６２１０ 

八郷西ヘルスリーダーによる「イキイキ教室」 
９月８日（木）１０：３０～１１：４５ 

あかつき台一丁目集会所ホール 

※ヘルスリーダーの指導のもと、軽いストレッチ

体操などでからだを動かしましょう！ 

動きやすい服装でお越しください。 

参加費：無料 

あじさい広場，楽しくお料理しましょう！ 
９月２７日（火）１０：００～１２：００ 

八郷地区市民センター 調理室 

※おおむね６５歳以上の方々と、みなさんと軽食

を楽しんでいます。試食のみの方も歓迎です。 

参加費：３００円（材料費） 

持ち物：エプロン・タオル 

連絡先：水谷 ℡３６５－９７７２ 

あじさい広場，いきいき体操♪ 

９月１３日（火）１０：００～１１：３０ 

伊坂ダム内「八郷ふれあいハウス」 

※地域のヘルスリーダーさんの指導で、転倒予

防・ストレッチ・筋トレなど楽しく体操しまし

ょう。 

参加費：１００円（茶菓子代） 

連絡先：稲垣 ℡３６４－３７７１ 

よっかいち・はつらつ健康塾！ 
９月２８日（水）１３：３０～１４：３０ 

伊坂台集会所 

※おおむね６５歳以上の方を対象に介護予防の

ための健康知識を学んでいただきます。軽い体

操ができる服装でお越しください。 

今回は骨粗しょう症予防のお話です。 

参加費：無料 

◆ちびっこ広場 
八郷地区市民センター 和室 

９月２日（金）１０：００～１２：００ 

◆八郷中央幼稚園あそび会 
いずれも １０：００～１２：００ 

☆通常のあそび会 

９月１日（木）・８日（木） 

☆３歳児対象 

９月６日（火） 

◆八郷西保育園 なかよし広場 
９月７日（水）・１４日（水）・２１日（水）・２８日（水） 

いずれも ９：３０～１１：３０ 

自 動 車 文 庫 

巡 回 予 定 

北 永 台 ９月 ２日（金）１３：３０～１４：００ 

平津新町公民館 ９月 ２日（金）１４：５０～１５：２０ 

あかつき台二丁目 ９月 ６日（火）１３：３０～１４：１０ 

伊坂台４号公園南 ９月２９日（木）１４：００～１４：４０ 

八郷開放図書館 
９月 ３日（土）ポンポンボール 

９月１７日（土）かんたん ふうりんを作ろう 

いずれも １０：００～１１：３０ 八郷小学校 図書館 

 

夏休み遊び塾で楽しく作りました 
今年の夏休みも八郷地区市民センターにて、小学生を対象に陶芸・工作・料理などの遊び塾を

開催しました。多くの方に参加いただきありがとうございました。定員を超える申込みにより抽

選で参加できなかったみなさん申し訳ございませんでした。来年もぜひご参加ください。 

動くおもちゃを作ろう! ８月２日（火） 

牛乳パックと紙コップなどを使い、くるくる

回る動くおもちゃを作りました。カラフルに色

を塗り、星や馬などの飾り付けをし、勢いよく

回る素敵なおもちゃが出来上がりました。 

望遠鏡を作ろう！ ８月９日（火） 

牛乳パック 3 個を組み合わせ、望遠鏡を作り

ました。牛乳パックを開き、鏡筒を作りレンズ

を付け、さらに２つの望遠レンズと組み合わせ

て、ピントを合わせ遠くまで見ることができま

した。 

陶 芸 教 室 ７月２１日（木）・８月４日（木） 

作陶と色付を 2 日間で行い、いろいろな形や

色のカップや皿などを作りました。 

作品展示はどなたでもご覧になれます。 

【作品展示】8 月２２日（月）～２６日（金） 

八郷地区市民センター 図書室 

わいわいクッキング ８月３日（水） 

カレー風トマトライス、さわやかタルタルソ

ースのチキン、豆腐とカニカマのスープ、豆腐

花（トルーファ）、アーモンドクッキー作りを楽

しみました。男の子、 

女の子、学年の違う子 

たちみんなで協力して 

作り、おいしくいただ 

きました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性のための自己尊重講座 

わたしを大切にするための３スッテプ講座 
自分自身を理解し、自分も相手も大切にする。“わたし”らしく生きるための小さなステップ 

を踏み出しませんか？ 

９月１７日（土） 「私は何を考えているのだろう～自分自身を知る～」 

９月２４日（土） 「うまく言葉にできない～自己表現してみる～」 

１０月 １日（土） 「自分らしく生きたい～自分も他者も大切にする生き方を学ぶ～」 

時 間：全３回 いずれも１３時３０分～１５時３０分 

場 所：本町プラザ 5 階 第３会議室 

対 象：全 3 回参加できる市内在住・通勤・通学の女性、 

はじめて受講される方を優先します 

講 師：石田ユミさん（フェミニストカウンセラー、臨床心理士） 

定 員：３０人（定員になり次第締切り） 

参加費：無料  

託 児：有【生後 6 カ月から小学校 3 年生程度、無料ですが９月３日（土）までに申込みが必要】  

申込み：住所・名前・電話番号、託児の有無（託児希望の場合は子どもの名前と年齢）を、 

  「はもりあ四日市」へ。℡３５４－８３３１ Fax３５４－８３３９ 

E メール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

 

「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間のお知らせ 

近年、高齢者・障害者に対する虐待などの事案が多く発生しています。そこで、このような高齢者・

障害者をめぐる様々な人権問題の解決に向けて今年度も全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相

談」の強化週間を実施します。 

期 間：９月５日（月）～１１日（日）の７日間 

時 間：８時３０分～１９時（土・日曜日は１０時～１７時） 

全国統一番号：０５７０－００３－１１０ 

問合せ：津地方法務局人権擁護課 ℡０５９－２２８－４１９３ Fax０５９－２１３－３３１９ 

ペットのフンは飼い主が責任を持って始末しましょう！ 
 
道路や公園、他人の敷地内などは犬や猫のトイレではありません。 

散歩の時には必ずシャベル・ビニール袋などのフンを片付ける道具を携帯し、 

必ず「ペットのフン」を持ち帰りましょう！ 

さんかくカレッジ２０１６ 市民企画講座 

女性のためのコミュニケーション講座 

「“いい人”ではなく、“私らしい人”へ～人間関係は自分が変えられる～」 
自分も他者も大切にしながら、自分の意見を主張していくコミュニケーションを学び、 

自分らしい生き方について学ぶ６回連続講座です。 

１０月１４日（金） 「わたし発見！ゴールをめざして一歩をふみ出そう」 

１０月２８日（金） 「わたしも大切、あなたも大切／人との関係の築き方」 

１１月１１日（金） 「わたしが主人公の人生／主体的に考える・行動する」 

１１月２５日（金） 「それは誰の問題ですか／相手とわたしの課題を分ける」 

１２月 ９日（金） 「苦手な人とのつきあい方／相手の不適切な行動をどうとらえるか」 

１２月１６日（金） 「 」 

時 間：いずれも１８時３０分～２０時３０分 

場 所：本町プラザ３階 はもりあ会議室 

対 象：市内在住、または通勤、通学し全６回参加できる女性 

講 師：第 1 回～3 回･･･伊藤静香さん（ＮＰＯ法人参画プラネット常任理事） 

    第 4 回～6 回･･･田口 薫さん（日本アドラー心理学会、家族コンサルタント） 

定 員：２０名（先着順） 

料 金：全６回通しで 1,５00 円 

託 児：有【６カ月～小学校 3 年生程度まで、無料ですが１０月１日（土）までに申込みが必要】 

申込み：８月２３日（火）9 時から、講座名・参加者名・住所・電話番号、託児希望の場合は、 

預ける子どもの名前と年齢を電話・ＦＡＸ・Ｅメールで「はもりあ四日市」へ 

    ℡３５４－８３３１ Fax３５４－８３３９  

E メール kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp 

男のカンタン料理 「おやじの昼 ごはん」 
定年後男性の時間の有効活用、また男性の家事参画のきっかけに、まずはカンタン料理に挑戦

してみませんか？コンセプトは「昭和の味がする懐かしいレシピ」です。３回連続講座です。 

１０月１４日（金） 「肉じゃが」味噌汁・ご飯・大根と貝柱のサラダ 

１１月１１日（金） 「親子丼」けんちん汁・ほうれんそうのごまあえ 

１２月 ２日（金） 
「カレーライス」ゆで卵とブロッコリーのサラダ・ミルクプリン 

（ご家族 1 名ご招待） 

時 間：いずれも９時３０分～１２時３０分  

場 所：本町プラザ３階 はもりあ調理室 

対 象：市内在住の６０歳以上の男性で全３回参加できる方 

講 師：田中宣子さん（料理研究家） 

定 員：１２名（応募多数の場合抽選） 

料 金：全３回通しで３,000 円 

持ち物：エプロン、三角巾、布巾、筆記用具、上履き（必要な方。スリッパはあります） 

託 児：有（６カ月～未就学児まで、無料ですが申込みが必要） 

申込み：９月２３日（金）【必着】で、往復はがきに、講座名・参加者名・住所・電話番号、 

託児希望の場合は預ける子の名前と年齢を記入し「はもりあ四日市」へ。 

〒510－0093 四日市市本町 9－8 ℡３５４－８３３１ Fax３５４－８３３９ 

mailto:kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp
mailto:kyoudousankaku@city.yokkaichi.mie.jp


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 八郷の歴史探検隊 八郷の歴史紹介 Vol.４４ 

「壬 申 の 乱・その後」 

 壬申の乱のおり八郷近辺を大海人皇子軍が通過したことは、文献上からほぼ間違いない

事実と考えられるが、八郷のどこを辿ったかは推測の域を出ない。 

 私は、今の志氐神社から県道 9 号線に沿って北上を続けるルートを想定しているのであ

るが、もっと西寄りの経路を考える人もいる。 

 つまり大矢知興穣小学校から左折して県道９号沿いに朝明中学校まで西に行き、朝明中

学校を右折して今の千代田橋あたりを渡渉して北に向かう。伊坂町の「西が広遺跡」（朝明

郡家に比定）を通過して赤尾経由坂井橋近辺の「額田廃寺」（桑名郡家に比定）に向かった

との説である。これらのことは当時の軍兵の誰かに聞いてみなければ分からないが、誰も

答えてはくれない。 

 さて、大海人軍は、桑名を経由して不破（不破の関）を通り野上（関ケ原町野上）へ到

って行宮（かりみや）を構え本拠地とし、大友軍との決戦に備えた。 

 両軍ともに激しい駆け引き、裏切り、殺戮等あったことが書記には記載されているがこ

れは省略する。 

 関ヶ原の最も細くなった首の急所、ここに東海道本線、東海道新幹線、名神高速道、国

道２１号という主要な交通網が集中している。その下を今も「藤古川」、「黒血川」が流れ

ている。この藤古川の東側に大海人軍、西側に大友軍が対峙し決戦の火ぶたが切られた。

おそらく大海人軍が優勢で大友軍は黒血川まで後退したと思われる。両軍の死者負傷者の

流した血のために川の岩、砂、流れが黒く染まり、ために川はその後黒血川と呼ばれるよ

うになった。 

 大友軍は後退に後退を重ね、ついに宇治の瀬田で皇子は自決した。その頭がどういう訳

か最初の決戦場：黒血川河畔に運ばれ小高い丘の中腹に埋葬されたと言われている。今そ

の場所に三本の杉の木が生えており、そこには弘文天皇の墓候補地として「天然記念物 自

害峠の三本杉」の碑がある。 

 ただそれだけである。（大友皇子は後におくり名されて弘文天皇） 

 私はここに立って深い感慨に耽らざるをえなかった。それは敗者のあまりに惨めな処遇

である。そして、およそ１３５０年後の今日、すぐ傍らを新幹線が轟々と音を立てて何本

も通り過ぎて行く。 

（文責  竹内 勇） 

振 り 込 め 詐 欺 被 害 増 加 中 ！ 
四日市北署管内で、警察官や市役所職員を名乗って現金を騙し取る振り込め詐欺が発生し

ています。警察官や市役所などの官公庁職員が現金を自宅まで取りに行くことはありません。 

もし、自宅に「還付金があるので ATM へ」などと不審な電話があったら、まず家族や近

所の人、警察署に相談しましょう。また「息子（娘）が事故した」などで示談金を請求する

電話があれば、本人に確認することで被害を防止できます。慌てずに対処しましょう！ 

★ こんな電話には要注意！ 

 『ある日突然、知らない人から電話がかかります』 

・医療費の還付金があります。ATM へ行ってください。 

・警察です。詐欺グループを捕まえたらあなたの通帳が使われていた。 

・電車に財布と携帯を忘れた。今日中にお金が必要。 など 

★ 被害防止のポイント 

 『このような「電話詐欺」の被害にあわないために』 

・知らない人から電話があった場合、一旦電話を切って冷静になりましょう。 

・おかしいと感じた電話は、必ず、家族や警察に相談しましょう。 

・留守番電話機能設定を利用しましょう。 

・家族や知人との間で合い言葉を決めておきましょう。 

・還付金は ATM では受け取れません。 

合併浄化槽設置補助制度のご案内 
川の汚れる一番の原因は、家庭から出る生活雑排水です。 

単独浄化槽ではトイレしか処理しないので、そのほかの家庭雑排水は、そのまま川へ流

れていきます。くみ取り便所も同じです。合併浄化槽なら、家庭の排水をすべて処理する

ことができます。 

きれいな水環境のために、四日市市では、合併浄化槽への転換を応援しています！ 

住宅に新しく合併浄化槽を設置される方に、合併浄化槽設置費用を補助します。補助額

は、次のとおりです。 

人槽別 

補助額 

新築補助 

（新築・改築・増築） 

転換補助 

（単独浄化槽または 

  くみ取り便所からの転換） 

 ５人槽 ２１万円 ５７万円 

 ７人槽 ２４万円 ６３万円 

１０人槽 ２７万円 ６９万円 

※ 浄化槽の設置工事を行う前に申請が必要です。 

※ 補助を受けるには、対象の地域や要件が決められています。 

問合せ：生活排水課 ℡３５４－８４０２ 


