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記念式典

市制施行１２３周年記念市民企画イベントについて
　本市が市制施行123周年を迎える2020年は、東京2020オリンピック・パラリンピックの開催により世界中
から注目が集まるとともに、翌年には三重とこわか国体・三重とこわか大会を控え、新たな活力が生まれる
ことが期待されておりました。このような機運の高まりの中で、市内外の人に「四日市の魅力」発信を行い、
まちの良さを感じていただくことで“四日市ファン”を増やし、また、“まちでがんばる人”を応援することで、
さらなる活力を生み出す契機とするために、市民の皆様に数多くの事業を実施していただきました。
　事業者の皆様には、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じながら工夫を凝らして事業を開催し
ていただいた一方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、残念ながら事業中止の判断をされた事
業もありました。本市としては、事業者の皆様の「123周年を共に盛り上げたい」という想いをつないでいき
たいと考え、記録集としてまとめさせていただきました。

〇市民企画イベント補助事業
　市全体で123周年を盛り上げることができるよう、市民や団体、企業等が企画し、四日市の魅力発信に
つながるなどの記念事業の趣旨に合致する市内での新規事業もしくは既存事業の拡充部分に対して経費の
一部を補助しました。

〇協賛事業
　123周年を共に盛り上げていくことを目的に、記念事業の趣旨に沿った事業に対して協賛しました。

キャッチコピー・シンボルマークについて
　四日市市では、令和２年８月１日に市制施行１２３周年を迎えるに当たり、今後さらに発展していく四日市を
イメージしたキャッチコピー・シンボルマークの選定を進めました。

１．キャッチコピー
未来に羽ばたく １・２・３  四日市！　　　　　　　　　　　

２．シンボルマーク
　【コンセプト】

四日市の主な宝物を集め、123周年ロゴに組み込みました。シンボリックなイラ
ストとロゴで力強く、楽しく、インパクトがあるデザインとしています。イラストは、
土鍋、お茶（かぶせ茶）、四日市あすなろう鉄道、コンビナート、四日市港です。

３．選定方法
　デザイン会社にご協力いただき作成・選定したキャッチコピー候補４点、シンボルマーク候補５点について、
市民を対象にインターネットアンケート（※）を実施し、アンケートの結果を踏まえて決定いたしました。

※年齢・性別に偏りなく、アンケート対象者の意見を集められるよう、市政モニターである「市政ごいけんばん」とネット
リサーチ会社の調査を併せて実施いたしました。ご回答ありがとうございました。

　【市政ごいけんばん回答 １９３件　　ネットリサーチ会社回答 ４１６件】
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〈凡例〉

主	事業主体

日	日時

場	場所

人	参加人数

※肩書はイベント当日現在

　のものです。

市民企画イベント市民企画イベント

●企画イベントの紹介にあたり、	各事業者様

からご寄稿いただくとともに、写真をご恵与

いただきました。この場をお借りし、感謝

申し上げます。

●ＱＲコードから各事業者のＨＰ等にアクセス

できます。
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市民企画
イベント

四日市市制施行123周年記念　日永梅林「収穫祭」
主	「日永梅林・登城山」を復活させる会

日	令和２年５月27日（水）～31日（日）

場	南部丘陵公園

人	50人程度

南部丘陵公園・北ゾーンに植樹してきた梅林において、日永梅林
や自然豊かな里山の魅力を多くの人に知っていただこうと、市制
施行123周年を記念した梅の収穫祭とイベントを企画しました。参
加者には、梅ちぎりだけでなく、公園周囲の豊かな自然や、歴史情
緒あふれる「東海道」、ナローゲージで有名な「あすなろう鉄道」な
ど、本市の魅力についても知っていただく機会になりました。

市制１２３周年　吉崎海岸・海ごみゼロ 砂浜アートコンテスト
主	ＮＰＯ法人	四日市ウミガメ保存会

日	令和２年６月７日（日）

場	吉崎海岸

人	150人程度

四日市市にはアカウミガメの産卵場所となる吉崎海岸の砂浜があり、
毎月第一日曜日に市民、企業、行政により早朝清掃を実施しています。

「市制123周年を契機に、市内外に四日市の魅力を発信する」事業と
して、この貴重な砂浜をキャンバスに、様々なメッセージを描く砂浜アー
トコンテストを企画しました。イベント開催を通して、海洋ごみの削減や
環境問題を考えるきっかけを創るとともに、環境にやさしいまちであるこ
とをPRしたいと考えました。

主催者から
吉崎海岸の砂浜を遊びに

活用する事で四日市市の

良さを「来て・見て・感じ

て」もらい“四日市ファ

ン”を増やしました。公害

のイメージから四日市

市は環境保全のまちのイ

メージをＳＮＳを活用し

て発信しました。

主催者から
新型コロナウイルス感染症拡大

による影響から、当初の予定か

ら一部イベントの内容を変更し

実施いたしました。イベント開

催期間中は、あいにくの天気で

したが、雨合羽を着た子連れの

親子のほか、幅広い世代の人に

よって賑わい、「日永梅林」の魅

力とともに、四日市の良さを伝

えられたと感じています。

参加者から
７年前、子どもが生まれた年「日

永梅林」の植樹祭に来て、誕生祝

に植樹させて頂きました。毎年

遊びに来ていますが、今年はコ

ロナでイベントは中止と聞いて

いましたが、子どもも外に出て

いないので親子３人で梅ちぎり

にきました。雨降りでしたが久

しぶりに楽しい日となり感謝で

す。

参加者から
吉崎海岸の砂浜で

大きな絵を描きド

ローンの空撮はと

てもうれしく感じ

ました。

コロナ禍ではあり

ましたが、ソーシャルディスタンスも確保して自然を満喫できました。環境問題

を四日市市から発信できたら良いです。



　7

市民企画
イベント

四日市市制施行123周年記念 第６回よっかいちステーションまつり
主	株式会社デルタスタジオ

日	令和２年８月１日（土）

場	ララスクエア四日市（現：トナリエ四日市）４階　わくわく・ふれあい広場

人	約220人程度

新型コロナウイルス感染症の影響により、外出を自粛したりし自宅等
で過ごす時間が長い子どもたち向けに、夏の風物詩である「大四日
市まつり」や本市の魅力である四日市港・ポートビル等の風景をバー
チャルの世界で楽しめる「来て・見て・感じて」四日市の魅力を知っ
ていただくイベントとしました。イベント会場内では、子育て相談コー
ナーを設け、日々 、子育てに奮闘し、頑張るお母さん・お父さんを応援しました。

主催者から
「大四日市まつり」や本市の魅力で

ある四日市港・ポートビル等の風景

をバーチャルの世界で体験しても

らえるおえかきパラダイスは子ど

も達にとても人気がありました。甚

兵衛や浴衣で来場してくれる子ど

も達も多く、コロナ禍の中で少しで

も大四日市まつり気分を感じても

らうことができました。

四日市あすなろう鉄道 123周年カブトムシ列車スタンプラリー
主	大瀬古町子供と地域の環を育む会

日	令和２年７月４日（土）・５日（日）・11日（土）・12日(日)

場	四日市あすなろう鉄道沿線、うつべの森と東海道日永郷土資料館ほか

人	112組351人

次代を担う子ども達に「市制123周年を機に、四日市の魅力を発見してもらう」事業として、四日市あす
なろう鉄道の沿線でスタンプラリーを行うとともに、ゴールした人に本市の自然の中で生育されたカブト
ムシを配付しました。あすなろう鉄道のナローゲー
ジやコンビナートの街のイメージから実際に四日
市生まれのカブトムシである事を幅広く知ってもら
い環境にやさしい四日市市をアピールしました。

主催者から
カブトムシを集める事

はとても大変でしたが、

近隣の農家や高校など

に四日市市で生まれた

カブトムシの提供を頂

き子ども達に育ててもら

い、10年後、20年後の四

日市市民を育てる事に

つながったと思います。

参加者から
お爺ちゃんと息子と一

緒に四日市あすなろう

鉄道に乗り、沿線のスタ

ンプを集め、カブトムシ

が貰えて子どもは大変

喜んでいました。日頃の

通勤とは違った体験で

大人も楽しめました。来

年も是非実施してくだ

さい。

参加者から
多くのお祭りやイベントが中止と

なっている中での開催でしたので、子

どもがとても喜んでいました。子ども

がうちわに描いた絵が大きなテレビ

画面の中で遊んでいる

様子はとても面白く、子

どもも見入っていまし

た。甚兵衛や浴衣を着せ

る機会ができたのも嬉

しかったです。
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市民企画
イベント

三重とこわか国体１年前記念トークショー
主	株式会社中日アド企画　三重支社

日	令和２年９月25日（金）

場	四日市市総合体育館

人	約20名（収録現場）

令和３年９月開催予定の三重とこわか国体・とこわか大会の機運を高め
るため、四日市市総合体育館を舞台にラジオの公開生放送にて四日市
ゆかりのアスリートによるトークショーを行いまし
た。当日はラグビーチームＰＥＡＲＬＳの選手、渡
部佳太選手をお招きし、競技の実演も交えて
今後の国体に向けた意気込みなど語り合って
いただきました。

主催者から
当日会場にはコロナの

影響もあり、あまり参

加いただけませんでし

たが、ラジオを聞いた

との声は多数届き、県

外・市外への四日市の

魅力およびとこわか国

体・とこわか大会のPR

を実施できました。

子育てするなら四日市！親子の元気アップ、明るい子育て
主	一般社団法人子ども子育て・教育研究所

日	令和２年８月14日（金）、15日（土）

場	一般社団法人子ども子育て・教育研究所内ほか

人	25人

①子育て講演:「わが子の素敵って何？～明るく
気楽に子育て～」（松永高弘）

②クペリカフェ：日々の子育てで悩んでいることや
心配なことを、みんなで笑いながらお話できる
機会を提供します。

③親子歌遊びコンサート「翼おにいさんと歌遊び～親子コンサート～」（鈴木翼）
④絵本と子育て講演　「絵本は親子の心の栄養」（三浦伸也）

主催者から
当初は四日市市文化会館での開催を

予定していましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、急遽、オン

ラインを中心とするイベントへ変更

し実施しました。初めての取組でした

が、参加者からは、好意的な声を多く

聞くことができました。今後も積極的

に子育て世代が楽しめるイベントを

開催していきたいと考えています。

参加者から
新型コロナウイルス感染対策で、

外出が自粛されている中での実

施で、「気持ちが明るくなった」

「元気になった」「久しぶりに楽し

かった」といった声が聞かれると

ともに、親子の笑顔が印象的でし

た。多くのイベントが中止された

中で実施していただき嬉しかった

と、感謝の声もいただけました。

参加者から
コロナの影響もあっ

て、リアル参加20名ほ

どで想定より少なかっ

たですが、ラジオを聞

いたとの声【30歳代か

ら60歳代】は約50通届

き、概ね好評の意見を

多数いただきました。



　9

市民企画
イベント

四日市生まれの伝統工芸をはじめ、多様な文化に親しんでいただけるよう
に、華道、書道、茶道、染め物、陶芸の各芸術の体験会・ワークショップを開催
しました。また、各芸術作品の展示だけではなく、コラボレーション作品の展
示を行い、枠にとらわれない新しい芸術の在り方を感じていただきました。

主催者から
四日市の魅力再発見、文化同士のコラボレーション、次世代の文化の担い手づくり、それぞれ何らかのきっ

かけづくりになればと思いを込めて開催をいたしました。連日ご参加いただきましてありがとうございま

した。

ステイベ！（市制123周年記念 アニメフェスタ in 四日市）
主	ステイベ実行委員会

日	令和２年10月４日（日）

場	四日市ドーム

人	500人

初めての方でも楽しんでいただける「ア
ニメソングイベント」を四日市市内で初め
て開催することで、「アニメ」という共通の
キーワードを通して新たなつながりと活力
を生み出し、四日市全体を盛り上げようと企画しました。また、来ていただいた方にも、四日市の魅力や
良さを知っていただけるよう様 な々仕掛けを準備し、参加者に楽しんでいただきました。

主催者から
コロナ禍での開催で

あったことから、様々な

制限がありましたが、参

加者には各々の方法で

アニメソングを１日中

楽しんでいただきまし

た。また、ステージ上で

の四日市の紹介とプロ

モーション映像も参加

者に好評でした。

和の文化祭「和の煌き」～花・書・茶・染・陶～
主	「和の文化祭」実行委員会

日	令和２年11月６日（金）～８日（日）

場	伝七邸

人	約400名

参加者から
コロナ禍で、イベントに参加する機会

が減っていましたが、久しぶりに参加

しリフレッシュでき、また新たな仲間

とのつながりや四日市の良さを改めて

感じることができました。

参加者から
以前より興味がありました染め物の体験ができると

いうことで参加いたしました。

初めての体験で慣れるまで少し難しかったが、多色

ご用意いただいており、自分好みの色に染めること

ができ、とても楽しい時間を過ごすことができまし

た。

また開催されていた場所が歴史ある建物で、伝統工

芸の体験ができ、とても貴重な体験ができました。
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市民企画
イベント

四日市ラグビーフェスティバル
主	一般社団法人PEARLS

日	令和２年11月８日（日）

場	四日市市中央フットボール場

人	ラグビー教室121名、スクール交流会130名、交流試合108名

コロナ影響により競技大会が中止となってスポーツに触れることが減ってしまった状況下で、未来を
担う子どもを中心としたスポーツの振興と健康増進を目的として、ラグビーイベントを実施しました。ラグ
ビーをするのが初めてのお子様も気軽に参加できる体験会をはじめ、トップチームやジュニアといった
クラス別の試合を目の前で感じていただきました。

主催者から
ラグビー体験会を通じて健康スポーツの普及・振

興に寄与することができた。また、PEARLSスペシャ

ルマッチでは国内トップレベルの試合を多くの皆

様にご観戦いただき、ホームタウン四日市の魅力

を全国へ発信することができた。

青空レスリング　～ Meet the Olympian ～
主	四日市市レスリング協会

日	令和２年11月７日（土）

場	四日市市総合体育館

人	来賓・ゲスト・一般参加者・見学者で合計85名

東京2020オリンピック日本代表である向田真優
選手をゲストとして招き、三重とこわか国体・三重
とこわか大会に向けて整備された総合体育館
においてレスリングの公開練習や、初心者向け
の参加型の体験イベントを開催することで、競技の普及発展とスポーツが盛んなまちであることをPRし
ました。

主催者から
コロナウイルス対策も徹底して安全に終了しました。東京オリンピックの出場を予定している向田真優選

手、アマレス兄弟を迎えて非常に盛り上がり大人から子供まで色々な人々にレスリング競技の面白さを

知ってもらえました。

参加者から
「地元四日市出身で東京オリンピックに出場される向

田選手とレスリング体験出来たことは子供達にとって

一生の思い出です」、「家族一同で応援しています！」、

「地元の星、向田選手にはオリンピックでの金メダル獲

得を期待しています！」といったお声をいただきました。

参加者から
体験会：PEARLSのお姉さんたちに楽しくラグビー

を教えてもらえて良かった。スクール交流会：今年

はコロナの影響で交流会の機会もなかったので、

試合ができて良かった。スペシャルマッチ：地元の

皆様に15人制の試合を観ていただけて良かった。
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市民企画
イベント

ファイト三重！県民まつり
主	『ファイト三重！県民まつり』実行委員会

日	令和２年11月29日（日）

場	四日市文化会館　第1ホール

人	496人

主催者から
三重県下の歴史や文化などについ

て交流し、郷土の特長を知って愛着

や誇りを持って暮らすことができ

るような場をもてましたこと、大変

うれしく感じております。多くの

方々からご協力・ご参加いただきま

してありがとうございました。

四日市よさこい祭りオンライン新企画「123でトリプル4！」
主	四日市よさこい祭り実行委員会

日	令和２年11月29日(日)

場	四日市市内

人	30チーム・約1000人

コロナの影響により中止となってしまった「第16回四日市よさこ
い祭り」に代わって、四日市の魅力発信を含めた実況を交えな
がら各チーム演舞動画等のオンライン配信企画を実施しまし
た。１ユニット４人による「４人制四日市よさこい」（略称 :「トリプ
ル４」）への参加広報と動画を募集し、審査員による審査・表彰
をさせていただきました。

主催者から
今だからこそ将来に向けた新たな取組を行おうということで、四

日市をキーワードにした動画配信と少人数対応型の「トリプル４」

にて、ウィズコロナにおける四日市よさこい祭りの方向性を示す

イベントとして開催できました。

オープニングでこにゅうどうくん
と四日市市出身の舞踏家様から
「こにゅうどうくん音頭」・「令和踊
り」を披露していただきました。引
続き、舞台のうえでは、記念スピー
チや県内各地から参加いただい
た団体様から取組み事業や文化活動を発表していただきました。ホール外では四日市名産品の萬古
焼やお茶等の紹介をはじめ、桑名の千羽鶴（連鶴）の体験など実施していただきました。

参加者から
県民が郷土三重の魅力を

知り、県内各地の相互交

流のきっかけを作る素晴

らしい発表と体験の場と

なったと参加いただいた

方々から多くの感動の言

葉をいただきました。

参加者から
地域外からの参加でしたが、四日市の美味しい食べ物や名所、歴史

などをメンバーのみんなで調べたり、体験したりすることができ

ました。他のよさこい祭りにはない新たな取り組みで、四日市を丸

ごと楽しめてよかったです。
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市民企画
イベント

流木リユース 焚き火を楽しむ集い
主	大瀬古町子供と地域の環を育む会

日	令和２年12月６日から令和３年１月30日までの土・日

場	南部丘陵公園デイキャンプ場

人	100名

市制施行123周年を機に、四日市市の特長である
「環境にやさしいまち」を発信するために、吉崎海
岸に漂着し漂着ゴミとして課題となっている流木を
活用した焚き火イベントを開催することで、流木を資
源としてリユースし、環境問題を幅広く知ってもらう
機会になればと思い企画しました。

主催者から
イベントを通して、海岸への漂着ゴ

ミについて考えるきっかけとなっ

たほか、流木アートや焚火の資源と

しての活用方法がある事を知って

いただきました。環境問題の解決は

一筋縄ではありませんが、今回の取

組を通して参加者一人一人が、これ

まで以上に環境問題に関心を持ち、

日々の生活を送る中でも意識して

欲しいと願っています。

SPORTS DAY in 四日市
主	SPORTS	DAY	in	四日市	実行委員会

日	令和２年12月13日（日）

場	四日市市民公園

人	約150名

本イベントでは、『ダイバーシティ＆インクルージョン』を
キーワードに、内面や外面の属性に関わらずに、それぞ
れの個を尊重し、認め合い、良いところを活かすことを目指して、パラスポーツの車いすラグビーや健常
者が行うFIVES（タグラグビー）の体験会や、元日本代表選手をお招きしたトークショー、企業対抗戦な
どを実施しました。

主催者から
当日は子どもから大人までスポーツを笑顔で協

力し合って楽しむ姿をみて心温まるものがあり

ました。今後も人と人とがお互いを尊重しあえ

るきっかけづくりを提供できたらと思います。

ご参加いただきありがとうございました。

参加者から
今回の流木リユースで

四日市市に吉崎海岸が

あり、多くの流木が流れ

着く事を知りました。

流木をゴミとして処理

するだけでなく、様々な

利用方法がある事にも

気付きリユースなどに

よる環境問題にも興味

がでました。

参加者から
車いすラグビーを体験することによって、障

がい者の方の大変さがよく分かった。トーク

ショーでは、ダイバーシティ（多様性）の意味を

理解することができた。FIVESはとても楽しい

企画で、また是非参加してみたいと思った。



　13

市民企画
イベント

美容と梅宮アンナ講演会
主	三重県美容業生活衛生同業組合四日市美容師会

日	令和２年12月14日（月）

場	近鉄百貨店	四日市店	11階　イベントホール

人	200名程度

市制施行123周年にあたり、ファッションモデル・タレントとして幅広い
分野で活躍され、同世代を中心に人気のある梅宮アンナさんをお招
きし、美や健康の維持に関する講演会を企画しました。この他にも
美容セミナーや髪の悩み相談会等の美容全般に関するイベントを
実施したほか、四日市美容師会の活動について知っていただき、共
に地域の発展に貢献できるよう、仲間づくりにつなげました。

主催者から
イベント開催を通して、日頃の美容師会の活動を知っていただくだけ

でなく、参加者が抱える美容や健康維持に向けた悩み等を理解すると

ともに、これらの課題解決に向けて専門家から適切なアドバイスを行うことで、体の内・外から

美しくなり、これからますます美容や健康を意識していただく機会となりました。

四日市の魅力発信・クリスマスお家でも花火を楽しむイベント
主	内部若手有志花火と四日市魅力配信会

日	令和２年12月24日（木）～令和３年３月15日（月）

場	うつべ農園付近

人	約40名

四日市の魅力を語りあい、将来どのような四日市なら行ってみたい、
住んでみたいと思ってもらえるか、マック中原様はじめ四日市にゆかり
ある方 を々お招きしてトークショーを行いました。後半からは花火の打
ち上げに移り、123周年を記念した仕掛け花火も打ち上げました。
CTYやYouTubeで生配信・録画配信を実施し、地元の方々だけで
はなく、多くの方々にもお届けいたしました。

主催者から
イベントを実施するにあ

たって、多くの方々からご

協力・ご支援をいただきあ

りがとうございました。コ

ロナ禍で花火大会などイベ

ントが相次いで中止となっ

てしまい、沈んでしまった

気持ちを少しでも明るく、

そして活力を与えられたの

であれば幸いです。

参加者から
梅宮アンナさんから美しさを保つポイントを知り、参考になりました。また、彼女から元気や勇

気をいただきました。

消費者にとって大切な賠償補償制度がある店舗をこれからは選びたいと実感しました。

参加者から
多くの方から「四日市ゆ

かりのトークが聞けて

よかった」、「花火が綺

麗で元気をもらえた」、

「もっと見ていたかっ

た」、「配信があったので

（コロナ禍で密にならず

に）安心して見れた」な

ど喜びの声を数多くい

ただきました。
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市民企画
イベント

音楽の街よっかいちに駅ピアノがやって来た！
主	一般社団法人JUNCOいずむ芸術アカデミー

日	令和３年２月27日（土）～２月28日（日）

場	あすなろう鉄道四日市駅改札口前～コンサートホールムーシケ

人	約300名

あすなろう鉄道四日市駅構内にて駅ピアノと、コンサートホールムーシケにて市民参加型のコンサートを
開催しました。『スギテツ』の演奏をはじめ、今回のイベントの為に作られた《あすなろう鉄道応援歌》、
ご当地キャラクター《こにゅうどうくん》による演奏、事前公募による『スギテツ』との演奏会等を実施し
ました。

主催者から
コロナの影響もあっ

て当初通りの予定と

はなりませんでした

が、駅ピアノ・コンサー

トには多くの方々にご

参加いただきまして、

ありがとうございまし

た。音楽活動がなかな

か実施できない状況

があるなかで、少しで

も明るい話題となっ

たのであれば幸いで

す。

市制施行123周年記念「落語の楽しみ、みんなで笑おう。」ワークショップ
主	四日市市民寄席

日	令和３年３月13日（土）

場	伊坂ダム　ふれあいハウス

人	50名

伝統に裏付けされた庶民的な
芸能である落語のワークショッ
プを実施することで、子どもか
らお年寄りまで、元気にがん
ばる人を目的に企画しました。

「病は気から」ということわざ
があるように、精神的なものが、
体調にあらわれたりする一方で

「笑うと気持ちが晴れる」といったことは長年の経験的に知られており、このイベントを通して、幅広い
年代の方に元気をお届けしたいと思い企画しました。

主催者から
コロナ禍ではありましたが、当日のワークショップには、およ

そ50名の方にお集りいただき、大盛況のうちに終えることがで

きました。また、新聞社や地元テレビ局にも取り上げていただ

き、イベントを通して四日市の良さを発信できたと思います。

参加者から
「駅ピアノの開催

を是非、常駐、難し

いなら定期的に開

催して欲しい」と

の声を多数いただ

きました。

参加者から
参加者からは、「久しぶりにイベントに参

加し、お腹の底から笑うことができた」や

「またこのようなイベントに参加したい」と

いった前向きなご意見をいただきました。
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市民企画
イベント

四日市キッズアスリートチャンピオンシップ2021
主	四日市アスリートキッズ実行委員会

日	令和３年３月14日（日）

場	中央緑地施設内　芝生広場

人	202名（参加児童数）

「未来のキッズアスリートを育てる」をテーマに、25m走、立ち幅跳び、体支持持続時間の各3種目で運
動能力を競う四日市チャンプキッズ選手権、ランバイクでその周回を競う四日市ランバイクキッズ選手権

（体験会も実施）、新総合体育館をはじめとした中央緑地施設の各紹介と四日市の魅力を伝えるトレ
ジャーハントクイズを同日に開催しました。

主催者から
お子様を中心に、そのご家族、県・市外から多くの方々にご参加いただきました。四日市を知るきっかけづく

りとして総合体育館等の魅力ある施設を舞

台に、スポーツを通じてひたむきに頑張る

子供たちの姿は活力を与えてくれました。

四日市市民協働交流会　～社会はこうやって変えよう！～
主	特定非営利活動法人　市民社会研究所

日	令和３年３月27日（土）

場	じばさん三重

人	54人

令和３年４月から第二次四日市市市民協働促進計画がスター
トするのを契機に、その計画や動画での市内活動紹介を通じ
て、市民活動の重要性や四日市における市民活動の現状を確
認しました。また、123周年を記念して英国の市民活動の先進
事例を学べる講演の実施や、市民活動によるまちづくりのモチ
ベーションを高めるための応援歌を発表しました。

主催者から
多くの方々にご参加いただきまして、ありがとうございました。イ

ベントを通して、多様な主体との協働こそが社会をより良い方向

に変えられるということを共有し、まちでがんばる人を増やし、活

気ある四日市をつくることにつなげられました。

参加者から
「今回のイベントに参加させていただき、息

子の運動能力のレベルを知ることが出来た

良い機会でした。」、「同世代の子どもと比べ

て息子が今どれくらいのレベルかがわか

り、更に楽しめる工夫もされていていっぱ

い体を動かす体験が出来た1日でした。」と

いったお声をいただきました。

参加者から
「市民協働についてもっともっとアピールして市民みんなの意識

が変わっていけばいいですね。」、「市民社会の横のつながりが大事

だと気付いた。」、「小さなことからでも始めることが大切。」、「オリ

ジナルソングとギターがとてもよかった。」といったお声をいただ

きました。
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イベント

こにゅうどうくんをファシリテーターに迎
え、著名なジャズミュージシャンによって

『香水』『紅蓮華』や、『ＳＵＮＲＩＺＥ！ 
４３ ～こにゅうどうくんのテーマ～』など
の楽曲をジャズなどの多彩なバージョン
にアレンジした演奏を実施しました。来
場いただいた方々にもリズムに合わせてタマゴマラカスを一緒に振ってい
ただき、大いに盛り上がりました。

主催者から
コロナ禍での開催にあたって会場に

来られない方や市内外に四日市を

ＰＲするため、ＹｏｕＴｕｂｅを通じて

LIVE配信を行いました。音楽ととも

に少しでも元気をお届けできたらと

思い、実施をしました。ご参加いただ

きありがとうございました。

四日市市制施行123周年記念・日本書記編纂1300年記念
額突山市民緑地まつり
主	羽津地区まちづくり推進協議会

日	令和３年３月28日（日）

場	額突山（糠塚山）市民緑地およびその周辺

人	50名程度

市制施行123周年を記念し、令和３年３月に開設した額突山（糠
塚山）市民緑地とその周辺を会場とするロゲイニングや、会場か
ら久留倍官衙遺跡までの古代衣装を着たウォーキングイベント、
額突山の夜を楽しむ竹あかり観賞を企画しました。このイベント
開催を通して、四日市の歴史や自然について、知っていただくとと
もに、魅力を見て、触れて、感じていただく一日となりました。

主催者から
生憎の雨天でしたが、滞り

なく記念事業を開催するこ

とができました。残念なが

ら参加者が少なかったこと

から新年度にリベンジを予

定しています。今後も、地域

資源を生かした魅力的な事

業を開催できるよう取組を

進めていきます。

ドレミファンタジー！ソラ市制123周年ハートフル振るコンサート
主	ＮＰＯ法人　おとのわ

日	令和３年３月27日（土）

場	コンサートホールムーシケ

人	約80名

参加者から
流行の曲・馴染み深い曲をジャズア

レンジで聞くことが出来て、大変楽し

かった。」、「こにゅうどうくんのテーマ

曲をみんなで踊ったことが楽しかっ

た。」、タマゴマラカスなど声を出さ

なくても楽しさが表現できてよかっ

た。」、といったお声をいただきました。

参加者から
各種イベントが用意されている中、古

代衣装を着て、久留倍官衙遺跡まで歩

きました。丁度この時間帯は雨が止

み、道行く人も「似合ってるよ～」と。

古代衣装を見て着ること自体が初体

験。「どういう方が、どういう場面で、

この衣装を着ていたんだろう？」と思いをはせると、とても感慨深くなりま

した。この羽津地区で額突山の歴史に触れる機会が増えるといいなぁ…と思

いました。
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記念講演「宇宙からの贈り物」 講師/宇宙飛行士 毛利　衛氏
主	四日市ライオンズクラブ

日	令和２年４月19日（日）

場	四日市市文化会館　第２ホール

市制施行123周年と四日市ライオンズクラブの結成60周年を記念して、日本人初のスペースシャトル搭
乗者である宇宙飛行士　毛利 衛氏を講師として迎え、「夢を持つことの素晴らしさ・大切さ」を毛利さ
んが実際に経験した宇宙の話等を通じて教えていただきます。この講演会を通して、市内外から多く
の人が集まり、また次代を担う青少年の育成にもつながることを期待して企画いたしました。

主催者から
新型コロナウイルス感染症の影響により、残念ながら令和２年度中の開催は見合わせることとなりました

が、令和３年8月７日に講演会を実施しました。毛利さんからは、参加した小・中学生に対して、人類が直面し

ている地球温暖化や海洋プラスチック問題にも触れ、地球を守ることの大切さを伝えてもらいました。

中止事業

2020東海・北陸Ｂ－１グランプリin四日市併催
「ミニ四日市祭」開催事業
主	特定非営利活動法人　四日市郷土文化財保存会

日	令和2年5月16日（土）・17日（日）

場	四日市郵便局前

遠来の客層が見込めるB-1グランプリにおいて、四日市祭の伝統的な山車などの展示や一部演技を
披露し、食だけではなく、目と耳で楽しんでもらえるような内容でおもてなしを表現する予定でした。ま
た、その演技を通じて、四日市市は産業・近代都市としての発展だけではなく、歴史ある祭礼行事も受
け継がれてきていることもPRする予定でした。

主催者から
コロナ禍によるB-1グランプリの延期を受けて、当行事につきましても中止することといたしました。なお、

今後、B-1グランプリ事業が再開する際には、再度、「ミニ四日市祭」を計画・実施する予定です。

　市制施行123周年を共に盛り上げたいとの思いから、多くの市民の方に事業を
ご企画いただきましたが、残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
やむを得ず開催を中止した事業もございましたので、ご紹介させていただきます。
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国際交流市民フェスティバル2020 in Yokkaichi ４フェスタ
主	La	Tento	グループ	国際交流友の会

日	令和２年８月15日（土）

場	四日市市民公園

多くの外国人市民が在住する四日市において、日本とインドネシアの伝統文化や伝統芸能、音楽に触
れていただけるイベントを開催することで、国籍を問わずお互いの国の文化や歴史に対する理解や友
好交流を深めていただく機会とするため企画しました。特に次代を担う若者にもイベントに参加してもら
うことで、国際交流や多文化共生の活動について知ってもらい、市民レベルでの交流が、さらに進むよ
うな機会にしたいと考えています。また、市内外からも多くの人が参加できるイベントとすることで、国際
化への取組が進む四日市の魅力を「来て・見て・感じて」もらう事業としたいと思いました。

主催者から
新型コロナウイルスの影響により、残念ながらイベントを中止といたしましたが、今回のイベントを企画・

準備する中で新たな団体や学校関係者とのつながりができましたので、新型コロナウイルス感染症が収束

後、改めて盛大にイベントを実施したいと考えています。

四日市市制施行123周年記念
「四日市あすなろう鉄道」の明日を考える集い　記念講演会
主	四日市市議会　あすなろう鉄道応援議員連盟

日	令和２年８月22日（土）

場	四日市南高等学校（視聴覚室）

市制施行123周年の記念の年に、両備グループ CEOであり、（一財）地域公共交通総合研究所代表
理事小島光信氏を招き、当連盟の設立目的である「次世代まで乗り継いでいく！」をテーマとした記念
講演会を実施を通して、あすなろう鉄道の魅力や、沿線の旧東海道の街並みや史跡等、本市の魅力
を紹介することで、「来て、見て、感じて」いただきたく企画しました。

主催者から
残念ながら、新型コロナウイルスの影響により、イベントを中止といたしましたが、新型コロナウイルス感

染症が収束後、改めて盛大にイベントを実施したいと考えています。

遊びにいこう！ベトナム
主	特定非営利活動法人ＭＦＡ

日	令和２年８月23日（日）

場	四日市市民公園

四日市市とベトナム・ハイフォン市との交流が始まって以来、商店街において「ベトナムフェア」が開催さ
れており、回を重ねるごとに賑わい、市内のみならず東海各地からベトナム人も多く来場するお祭りイベ
ントになっています。
市制123周年を記念し、大四日市まつりが開催される日に、ベトナムの文化や食べ物などを紹介し、体験
してもらうイベントを開催することで、四日市市とベトナムとの国際交流が、さらに活性化することを期待
し企画しました。

主催者から
残念ながら、新型コロナウイルスの影響により、イベントを中止しましたが、改めてイベントを実施したい

と考えています。
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大和祭
主	社会福祉法人　大和会

日	令和2年10月18日（日）

場	あおぞら梨園（山城町）

引きこもりがちな方への支援のみならず地域支援の輪を広げることを主な目的として、地元高校生とと
もに地域のつながりを深める「音楽バンド」の実施、「動物とのふれあい」による社会復帰のきっかけづ
くり、梨農園にてボランティアスタッフとともに販売体験、気軽に寄っていただける相談ブースなどをイベ
ントとして実施予定でした。

主催者から
コロナ影響により実施準備が整わず、中止とさせていただきました。今後も「心を元気に何時も笑顔で」を合

言葉に、相談者が社会参加・社会復帰につなげられ、自立した生活を送り、自身とその家族が幸せと感じるこ

とができるようにサポートをしていきたいと思っております。

親子で楽しむコンサート
主	四日市ジュニア・アンサンブル

日	令和２年８月29日（土）

場	四日市市文化会館　第３ホール

四日市ジュニア・アンサンブルのメンバー等の演奏により、子どもが親しみやすいアニメソングやジブリ音
楽などの楽曲で構成するファミリーコンサートの開催を通して、親子で気軽に楽しんでいただくイベント
を企画しました。

主催者から
「親子で楽しむコンサート」は「少々お子さんが騒いでも声を出しても大丈夫」というキャッチフレーズで以

前も別会場で開催したことがあります。その時の参加者から「気楽に楽しめた。また開いてほしい」等感想を

多数いただきました。今回は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からやむなく中止としましたが、終息

後にはぜひ「親子で楽しむコンサート」を開催し、来場者と演奏者で気軽に音楽に親しむひとときを共有し

ていければと考えています。

市制123周年記念 クラシック音楽祭
主	四日市クラシックファンクラブ

日	令和３年２月７日（日）

場	四日市市文化会館　第１ホール

四日市市の市制施行から123周年という輝かしい歴史をお祝いするため、本市在住の音楽家や音楽
サークルから出演者を募集する参加型のクラシック音楽祭を企画しました。このイベントを通して、多く
のクラシックファンやお客さんと一緒に、音楽を楽しみ、四日市を盛り上げる１日になればと考えました。

主催者から
新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、やむなく事業を中止としましたが、感染対策を行いながら

のリハーサルなどを実施したことにより、今後、ウィズコロナの状況下で音楽鑑賞の機会を提供するための

手法等を蓄積することができました。



20　

市民企画
イベント

伊勢湾から眺める四日市（港）発見ツアー
主	四日市みなとライオンズクラブ

日	令和３年３月27日（土）

場	四日市港から伊勢湾周遊

四日市港より伊勢湾フェリーに乗船し、四日市港の歴史、海にまつわる話、大学生の研究グループによ
る海洋環境関連の講話。普段は入れない操舵室の見学、救命胴衣の着脱体験、手旗信号やロープ
ワークの体験などを親子で体験し学ぶ。また、ライオンズクラブの奉仕活動にも触れ、薬物乱用防止、
献血の必要性についてのDVDを上映、船上から眺める四日市港の写真コンテスト等を行います。

主催者から
四日市市教育委員会、四日市港管理組合、伊勢湾フェリー、各位のご尽力により実現する事業です。港町四日

市の魅力を再確認し、港湾事業や環境問題にも触れ、親子で語りあい様々な体験を通し、きずながぐっと深

まることを確信しています。コロナの状況をみながら、実施に向けて調整をしていきたいと考えています。

四日市市制施行１２３周年記念
親子の絆事業 リアル謎解きゲーム
主	四日市みなとライオンズクラブ

日	令和３年３月27日（土）

場	近鉄四日市駅周辺

本イベントを通じて、市制123周年の記念にあわせ、四日市にまつわる認知・理解を促進させる謎解き
ゲームを開催します。近鉄四日市駅周辺を回遊して親子のコミュニケーションを増進しながら、四日市
の魅力についてより多くの人に知ってもらう機会を提供します。

主催者から
四日市駅前商店街と協力し、四日市に対する理解・認知を深め、魅力の再発見を促進させ、四日市の認知度向

上を図ります。自ら考え、ヒラメキで解き明かす参加型のゲームは、楽しい体験を通じて強く心に残るため、

効果的な魅力発信の効果が期待できます。コロナの状況をみながら、実施に向けて調整をしていきたいと考

えています。

四日市市制123周年記念イベント ～さよなら笹川西小学校～
主	さよなら笹川西小学校実行委員会

日	令和３年３月21日（日）

場	旧笹川西小学校

四日市市には123年の歴史と文化、そして海や山など四季折々の豊かな自然があります。これらの資源
を、これまで四日市について深く知らなかった人や、今まで住んでいる人たちに、ゲームを通して魅力と
して感じていただく機会となるよう、謎解き脱出ゲームを企画しました。また、旧笹川西小学校校舎を会
場として利用することで、小学校が地域の方々にとり、良い思い出として残り続けるようにとの願いもこ
めました。

主催者から
新型コロナウイルスの影響により、イベントを中止いたしましたが、イベントを企画する中で、地域の方々

の熱い想いを感じることができ、機会があれば再度チャレンジしたいと考えています。



№ 事　業　名 主　催　者 期間・開催場所・実施の有無

１
記念講演「宇宙からの贈り物」

講師／宇宙飛行士　毛利　衛氏
四日市ライオンズクラブ 中止

２
第６回	音楽でつながる

青少年“夢の祭典”
四日市ライオンズクラブ 中止

３ 市民シニア歌の広場 リズムメイトの会 中止

４ 日永つんつくおどり	４００年祭
つたえよう

日永つんつくおどり運営委員会
中止

５
四日市市制123周年記念

アマチュア無線局の運用

四日市市制123周年記念

アマチュア無線局実行委員会
４/１～９/30　実施

６ よく飛ぶ紙飛行機づくり講座
シニアサークル

「男の囲炉裏端」の会
８/15　本町プラザ　実施

７ 神田伯山　独演会（講談）
（公財）

四日市市文化まちづくり財団
11/ ８　文化会館　実施

８ 第一回	四日市市民弓道大会 四日市弓道協会 中止

９ ふるさと四日市検定
ふるさと四日市検定

実行委員会
３/21　じばさん三重　実施

■記念グッズ
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協賛事業および
記念グッズ

■四日市市制施行123周年記念協賛事業

①缶バッジ　②蛍光ペン　③ウエットティッシュ

④クリアファイル　⑤不織布バッグ　⑥ミニのぼり旗
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