
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 ２月２０日 

№ ７１２ 

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 

四日市市北部の地区ごとに、小学生から大人までの１０人でチームを編成し、

公園内のコース１０区間でたすきを繋いでゴールを目指します。 

八郷地区からも出場します。応援よろしくお願いします。 

日時：３月１１日（日）９時３０分開会式（１０時スタート） 

場所：富双緑地公園 

主催：四日市市スポーツ推進委員協議会 北部ブロック 

 
 

朝明中学校男子ハンドボール部が、３月２４日（土）から、富山県

氷見市で行われる『春の全国中学生ハンドボール選手権大会』に県代

表として初出場することが決まりました。 

日ごろの練習の成果を発揮し、がんばってください。 

今年も、“八郷汁”の野菜づくりと“八郷米おにぎり”のお米づくりを行います。５月から

８月まで種まきや田うえを、また６月から野菜・お米が育つ状況や畑・田んぼに住んでいる昆

虫などの観察会を行います。そして、９月にお米・１１月に野菜を収穫し、今年は１１月１１

日（日）開催の『八郷フェスタｉｎ伊坂ダム』で“八郷汁”や“八郷米おにぎり”ブースのス

タッフとしてもお手伝いをお願いします。ぜひご参加ください。 
 

募集内容：小学生以下の子どもとその家族または地域の方。 

耕作場所・人数・日程（５月は決定・6 月～９月は予定）は以下表のとおり。 

野菜と米づくりの両方にお申込みいただけます。 

『八郷フェス in 伊坂ダム』のブーススタッフとしての申込みもしていただけます。 

野菜づくりはどちらかの耕作場所をお選びください。 

応募者多数の場合は先着順といたします。 

申 込 み：４月９日（月）までに、八郷地区市民センターへ 

電話でのお申込みも受け付けます ℡３６５－０２５９ 
 

耕作場所 

人 数 

日 程 

野 菜 づ く り お米づくり 

あかつき台の畑 伊 坂 町 の 畑 千代田町の田んぼ 

８家族 ３５家族 ４３家族 

５月 ６日（日） 里芋うえ  里芋うえ 田 う え 

６月 ９日（土）予定 育成観察  育成観察 育成観察 

７月２１日（土）予定 人参・ごぼう 種まき・育成観察  ↓ 

８月１８日（土）予定 大根・ねぎ   種まき・育成観察 ↓ 

９月 ８日（土）予定 ↓ ↓ 稲 刈 り 

１１月１０日（土） 収穫祭（八郷汁の具材調理）おにぎり試食  

１１月１１日（日） 『八郷フェスタ』での 八郷汁と八郷米おにぎりブーススタッフ 

※天候などにより、変更となる場合があります。（日時の詳細は都度お知らせします。） 

※野菜やお米は、八郷フェスタに使用するほか、参加いただいたみなさんにお分けします。 

 

八郷の郷土料理“八郷汁”の野菜づくりと 

“八郷米おにぎり”のお米づくり、そして 
八郷フェスタに参加しませんか？ 

１００歳

おめでとうございます 
 

１００歳のお誕生日おめでとうございます。 

これからもお元気にお過ごしください。 

水谷 安次郎 さん（平津町） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 
『こども子育て交流プラザ』は、年末年始を除き毎日開館しています。 

ぜひ、ご来館ください！！ 

◆主なイベント日時・内容【参加費無料。申込み不要】 

【実施日】 

3 月 10 日（土） 

１４：００～１５：００ 

【投票期間】 

２月１９日（月）～２８日（水） 

（プラザで投票できます。） 

スポーツ活動 総選挙 

みんなが投票で決めたスポーツを

するよ！ 

プラザで投票して、この日に行われ

るスポーツを決めよう！ 

対象：小学生以上 

定員：なし 

 

３月１１日（日） 

１４：００～１４：３０ 

プラザおんがくかい 

橋北中学校音楽部のみなさんによ

るさまざまな楽器のアンサンブル

です。 

対象：どなたでも 

定員：なし 

３月１７日（土）・１８日（日） 

①１１：００～１２：００ 

②１３：３０～１６：００ 

手形で桜を咲かせよう 

手形アートで壁に大きな桜を咲か

せてみよう。家族で記念写真も撮れ

るよ！ 

対象：どなたでも 

定員：なし 

３月２６日（月）～３０日（金） 

１４：００～１６：００ 

プラザをかざろう 

～春休み、もようがえ大作戦～ 

みんなの作品でプラザを春の雰囲

気に、もようがえしよう！にぎやか

な新学期を迎えられるといいね！ 

対象：どなたでも 

定員：なし 

問合せ：こども子育て交流プラザ ℡３３０－５０２０ 

下野小学校 給食パートを募集（３月中旬からの勤務です） 

募集職種：小学校給食調理員補助（給食パート）１名 

勤 務 日：給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし） 

勤務時間：８時４５分～１５時３０分（労働時間６時間） 

業務内容：給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など 

時 間 給：９１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

     ※平成２９年度の単価。今後変更の可能性あり 

申 込 み：２月２０日（火）～３月２日（金）に、応募を希望される方は、 

教育総務課（℡３５４－８２３６）に電話の上、履歴書を提出してください。

書類選考の上、面接を実施します 

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！ 

 

あじさい広場，ミュージックベルの会♪ 

３月７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 

ダムの歌の会♪ 

３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・ 

懐かしい歌を唄いましょう。 

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」 

３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！ 

３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♪ 

３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・筋トレなどイスに座っての運動 

です。お気軽にご参加ください。 

参加費：１００円（茶菓子代） 

連絡先：稲垣 ℡３６４－３７７１ 

 

◆ちびっこ広場 

八郷地区市民センター 和室 

３月２日（金）１０：００～１２：００  

中部読み聞かせサークルさんの絵本の読み聞か

せや手遊びで一緒に遊びましょう！ 

◆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 

３月１日（木） 

☆３歳児対象 

３月６日（火） 
◆八郷西保育園 なかよし広場 

３月７日（水）・１４（水） 

いずれも９：３０～１１：３０ 

自 動 車 文 庫 

巡 回 予 定 

北 永 台 ３月 ２日（金）１３：３０～１４：００ 

平津新町公民館 ３月 ２日（金）１４：５０～１５：２０ 

あかつき台二丁目 ３月 ６日（火）１３：３０～１４：１０ 

伊坂台４号公園南 ３月２３日（金）１４：００～１４：４０ 

八郷開放図書館 ３月はお休みです 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の 
放送訓練を実施します 

日  時：３月１４日（水）１１時ごろから数分程度 

訓練内容：下表のとおり 

訓練機器 放送・吹鳴内容 

防災行政無線 

（固定系） 

 市内全て（※）の防災行政無線（固定系）屋外拡声子局

から一斉に次のように放送されます。 

【放送内容】 

上りチャイム音（♪ピンポンパンポン ） 

「これは、J アラートのテストです。」×３ 

「こちらは、広報よっかいちです。」 

下りチャイム音（♪ピンポンパンポン ） 

地域住民のみなさんに参加していただく訓練ではありません。 

※音声放送訓練のため、サイレンは吹鳴しません。 

※３５１－４００４（自動電話応答機能）に電話していただくと放送内容が確認できます。 

※屋外拡声子局は、市内に 117 箇所あります。 

問合せ：危機管理室 ℡３５４－８１１９ 

八  郷  の  家  畜 
 

最近は「コケコッコ―」などの鳴声が風にのって聞こえてくる、ということがなくなりました。

鶏はいつ頃から私たちの周辺から姿を消したのでしょうか。それでは、牛は？馬は？豚は？兎

は？蚕（かいこ）は？と次々に疑問がわいてきます。 

歴史探検隊のメンバーは８０才を超える人もいますので、およそ一世紀にわたる八郷の家畜の

歴史をたどることができるのです。 
 

（１）八郷から家畜が消えた“日” 

“日”などという言葉を使いましたが、ある“日”を境にして、今までいたものが急にいなくな

る、などということが起こるはずがありません。しかし、似たようなことは確かにありました。

例えば「マツタケ」です。昔は伊坂その他の山でマツタケはよく採れたそうです。このマツタケ

が伊勢湾台風の襲来による松林の壊滅を境にして、その後まったく採れなくなりました。（この

間の事情は「八郷の歴史探検スポット５０景 ＮＯ４７」で藤田一行さんが述べられています） 

劇的な変化と言う点で典型的な例と思われます。 

 

ではここで取り上げる“家畜”  

についてはどうでしょうか。 

牛、馬、豚、山羊、兎、鶏なども、伊勢湾台風の襲来を境にして減少の一途を辿ったように思

われます。皆さんの話を集約するとそのような推論が成り立ちます。 

振り返りますと、伊勢湾台風【昭和３４年（１９５９）９月】以前の昭和２０年（１９４５）

に敗戦がありました。敗戦前後の十年間はかつて経験したことのない激動の時代でした。しかし、

こと家畜の状況に限れば、余り大きな変動はなかったように思われます。戦時中、戦後の大混乱

は、激動ではありましたが、社会環境、生活環境的な観点からはさほど大きな変革を伴うもので

はなかったのです。乱暴な言い方をすれば、昭和３０年代前半までは江戸、明治、大正、昭和を

ずっと引きずっていた時代だったのです。農家では玄関の横の牛小屋から牛が顔を出し、馬小屋

もあり、荷馬車が道を通っていました。牛馬は農耕や運搬に使われ、食用として豚も飼われてい

ました。農家のみならず一般家庭でも鶏を飼うことは普通で、あちこちから鳴声が聞こえてきた

ものです。繊維産業が盛んであった八郷地区では農家でカイコも飼われていました。 

伊勢湾台風はある意味牧歌的な様相を一変させるきっかけを作りました。それまでも農業の機

械化は徐々に進行してはいましたが、それまでの牛や馬に頼る生活から抜け出すまでには至らな

かったのです。伊勢湾台風は物的にも精神的にも従来型から現代型へ移行するきっかけになった

のです。またそれを可能にする産業的基盤も用意されていました。各種のエンジン、モーター、

バイク、耕運機、乗用車、トラック等々我々に手の届く機械たちです。 

昭和３９年（１９６４）新幹線、東京オリンピック、昭和４５年（１９７０）大阪万博、その

後は高度経済成長期に突入し現在にいたっています。 

こうして我々に親しまれてきた愛すべき家畜たちは姿を消していきました。彼らに替わって愛

玩用だけの犬、猫ばかりが目立つようになっています。 

次回以降、個別の家畜のそれぞれについて述べる予定です。          【文責 竹内 勇】 

 八郷の歴史探検隊 八郷の歴史紹介 Vol.６１ 

春 の火 災 予 防 運 動   ３月１日～７日 

火 の用 心  ことばを形 に  習 慣 に 
四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は９３件で、平成２８年中の１０５件と比べ

１２件減り、うち建物火災が３４件で全体の約３６％を占めています。 

主な出火原因は、放火（疑い含む）、たき火、こんろです。 

住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント 

≪３つの習慣≫ 

①寝たばこは、絶対やめる。 

②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

≪４つの対策≫ 

①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。 

③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。 

④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

もしものときに備えて 

 住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、 

定期的にほこりなどをふき取りましょう。また、住宅用火災警報器本体の 

交換目安は１０年です。 

問合せ：消防本部予防保安課 ℡３５６－２０１０ Fax３５６－２０４１ 


