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№ タイトル 登録者 登録日

919 四日市港霞4号幹線橋梁架設工事見学会　2017 水野　学 2017/12/24 に公開

918 木曾三川をつなぐ船頭平閘門（重要文化財） 水野　学 2017/11/19 に公開

917 新まちかど博物館深訪「蔵の辻」 鹿志村始 2017/11/19 に公開

916 湖畔の彩　伊坂ダム2017 水野　学 2017/11/19 に公開

915 錦秋のもみじ谷　2017 水野　学 2017/11/24 に公開

914 夢ハンカチ～つながる絆～ 鹿志村始 2017/11/18 に公開

913 「四日市から宇宙へ」　四日市こども科学セミナー　パート5 水野　学 2017/11/17 に公開

912 「環境のまち四日市」　四日市こども科学セミナー　パート４ 水野　学 2017/11/17 に公開

911 実感サイエンス「ものづくりのまち四日市」　四日市こども科学セミナー　パート3水野　学 2017/11/17 に公開

910 「宇宙ってどんなところ？」　四日市こども科学セミナー　パート2 水野　学 2017/11/16 に公開

909 環境のまち四日市の水しらべ　四日市こども科学セミナー　パート１ 水野　学 2017/11/15 に公開

908 ドライブレコーダーで見た紅葉めぐり 水野　学 2017/11/14 に公開

よっかいち映像広場　投稿リスト（2017年）

http://gakubee.sakura.ne.jp/Y-hiroba/hiroba-top.html
https://www.youtube.com/watch?v=p1JM62BdDuI
https://www.youtube.com/watch?v=Q7YvX_-npYg
https://www.youtube.com/watch?v=KOLs1R9tQ3g
https://www.youtube.com/watch?v=6FnLL-fjFO0
https://www.youtube.com/watch?v=TAuqvNb9Qkk
https://www.youtube.com/watch?v=Y7kK6PtjH9U
https://www.youtube.com/watch?v=CR5v5XYt1o8
https://www.youtube.com/watch?v=k-Np9aY8LPo
https://www.youtube.com/watch?v=LffQdI02P0A
https://www.youtube.com/watch?v=5hZ2-SS53nE
https://www.youtube.com/watch?v=aYLGKN9DVfc
https://www.youtube.com/watch?v=yQfWOuz92u0


907 ドライブレコーダーで見た四日市港 水野　学 2017/11/11 に公開

906 2017年 第15回 松本山ちんじゅの森コンサート
松浦弘和

2017/10/18 に公開

905 浜田舞獅子　四日市祭　2017 水野　学 2017/09/30 に公開

904 三重県民の森2017 水野　学 2017/09/25 に公開

903 伊坂ダム周回道路ストリートビュー 鹿志村始 2017/09/11 に公開

902 四日市徹夜踊りの祭典「よんてつ」 ダイジェスト版１ 多田夏彦 2017/9/14/　　12：20

901 「ダムの喫茶店」文化の駅９月展示作品 水野　学 2017/9/14/　　12：19

900 富田の鯨船 権現丸　大四日市まつり　2017 水野　学 2017/9/14/　　12：14

900 四日市徹夜踊りの祭典「よんてつ」　実行委員長　マック中原　インタビュー多田夏彦 2017/9/14/　　12：18

899 富田の鯨船 感應丸　大四日市まつり　2017 水野　学 2017/9/14/　　12：13

899 第30回 四日市花火大会 2017 水野　学 2017/9/14/　　12：17

898 富田の鯨船 神徳丸　大四日市まつり　2017 水野　学 2017/9/14/　　12：12

898 第4回在宅フェア　ざ・ざいたく 水野　学 2017/9/14/　　12：16

897 日永つんつく踊り大四日市まつり　　2017 水野　学 2017/9/14/　　12：06

897 富田の鯨船 神社丸　大四日市まつり　2017 水野　学 2017/9/14/　　12：11

https://www.youtube.com/watch?v=skpHQO4RhTs
https://www.youtube.com/watch?v=4mksSvvSXQU
https://www.youtube.com/watch?v=-h7RyGUNWIA
https://www.youtube.com/watch?v=rvfZdDHh214
https://www.youtube.com/watch?v=1zwelWZ3aJQ
https://www.youtube.com/watch?v=PDlR2speUOk
https://www.youtube.com/watch?v=PDlR2speUOk
https://www.youtube.com/watch?v=ezoZCkcE_to
https://www.youtube.com/watch?v=LlYesxwfX3c
https://www.youtube.com/watch?v=Rdu3J2Bj0GU
https://www.youtube.com/watch?v=VTPc9oUdObs
https://www.youtube.com/watch?v=oKSQg2HhLOI
https://www.youtube.com/watch?v=IotnXjjgNrs
https://www.youtube.com/watch?v=tZO8-30v5gg
https://www.youtube.com/watch?v=UzA1U23ppbQ


897 はしご登り　大四日市まつり　2017 水野　学 2017/9/14/　　12：15

896 浜田舞獅子　2017　大四日市まつり 水野　学 2017/9/14/　　12：05

896 水沢お諏訪おどり　大四日市まつり　　2017 水野　学 2017/9/14/　　12：10

895 四日市メリノール学院バスケットボール部東海大会壮行会 水野　学 2017/9/14/　　12：04

895 御館獅子舞　大四日市まつり　　2017 水野　学 2017/9/14/　　12：09

894 第54回 四日市市消防団 消防操法競技大会　2017 水野　学 2017/9/14/　　12：03

894 椿岸神社獅子舞　大四日市まつり　　2017 水野　学 2017/9/14/　　12：08

893 新まちかど博物館   神楽の酒蔵（かぐらのさかぐら） 水野　学 2017/9/14/　　12：02

893 市場町獅子舞　大四日市まつり　　2017 水野　学 2017/9/14/　　12：07

892 耳常神社のアジサイ 2017 水野　学 2017/9/14/　　12：01

891 堀川菖蒲園 水野　学 2017/9/14/　　12：00

890 薔薇のアルバム　2017 水野　学 2017/5/24/　 12:10

889 第45回　四日市こどもまつり　2017 水野　学 2017/5/15/　 14:40

888 新まちかど博物館 マルソー 都筑好枝 2017/5/04/　 08:50

887 なばなの里 チューリップ祭り 2017 都筑好枝 2017/4/24/　 02:20

https://www.youtube.com/watch?v=jLSqvROenbM
https://www.youtube.com/watch?v=WU9vn-kmuVM
https://www.youtube.com/watch?v=maDI1Ye3qTo
https://www.youtube.com/watch?v=YJnlNx9Rem0
https://www.youtube.com/watch?v=coH1JK-Wwu0
https://www.youtube.com/watch?v=fhDNb6v-ygA
https://www.youtube.com/watch?v=ZtG2blhw5ek
https://www.youtube.com/watch?v=lCxbrVeHCII
https://www.youtube.com/watch?v=Cnb23odTmIA
https://www.youtube.com/watch?v=WDmzUcup8Xo
https://www.youtube.com/watch?v=zQtMl5ZfMLk
https://www.youtube.com/watch?v=eBJ1YquTRJQ
https://www.youtube.com/watch?v=5Sxbem5bCs0
https://www.youtube.com/watch?v=4BhyI8lfrz8
https://www.youtube.com/watch?v=hY787D3OaGc


886 シベリア抑留生活体験 石田　都 2017/4/10/　 10:50

885 エキサイト四日市・バザール2017 水野　学 2017/4/09/　 20:10

884 四日市市三浜文化会館　カルチュール三浜 見聞録 水野　学 2017/3/27/　 20:01

883 健ちゃんと巡るみえ関宿のまち 水野　学 2017/3/21/　 20:00

882 日永梅まつり 2017 水野　学 2017/3/7/　 9:00

881 菅原神社の梅まつり 水野　学 2017/3/1/　11:30

880 海上自衛隊　訓練支援艦　くろべ 水野　学 2017/2/13/　12:45

879 狐の嫁入り　海山道神社　2017 水野　学 2017/2/08/　15:37

878 第２部表彰式　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:36

877 水沢地区　水沢お諏訪おどり保存会　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:35

876 下野地区　下野音頭と太鼓魂　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:34

875 桜地区　桜毘沙門天隊　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:33

874 小山田地区　六名町獅子舞　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:32

873 日永地区　アロハサークル　フアレフア　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:31

872 内部地区　内部地区婦人会　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:30

https://www.youtube.com/watch?v=z9eFvlbvqLI
https://www.youtube.com/watch?v=kK9WItc94yU
https://www.youtube.com/watch?v=VQUKOjdDGck
https://www.youtube.com/watch?v=dxk1pLGsA_w
https://www.youtube.com/watch?v=4oujcgMSqcM
https://www.youtube.com/watch?v=MiH8Pd4vv2I
https://www.youtube.com/watch?v=w8z383ngQ0w
https://www.youtube.com/watch?v=WHqn6Vn0lCI
https://www.youtube.com/watch?v=u-qXmyey3GE
https://www.youtube.com/watch?v=odBYV-9DmBI
https://www.youtube.com/watch?v=jSf0wJmL97k
https://www.youtube.com/watch?v=4mFzVIsFfWY
https://www.youtube.com/watch?v=2I_688OIqR4
https://www.youtube.com/watch?v=ffnxM9FVVQQ
https://www.youtube.com/watch?v=l4nmENEy8eU


871 第１部表彰式　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:29

870 大矢知地区　フォークダンス　エンドレス　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:28

869 河原田地区　河原田踊り同好会　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:27

868 川島地区　かわしま舞桜会　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:26

867 浜田地区　浜田子供諏訪太鼓　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:25

866 県地区　県地区まちづくり委員会　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:24

865 富田地区　富田鯨船　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:23

864 オープニング・開会式　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 2017/2/08/　15:22

863 平成29年　四日市市消防出初式　はしご登り　ハイライト版 水野　学 2017/1/19/　10:21

862 平成29年　四日市市消防出初式 水野　学 2017/1/11/　11:20

全投稿

リスト
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https://www.youtube.com/watch?v=niLhouhizM4
https://www.youtube.com/watch?v=gvpDCPjn-HQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xsc9QAzlmkE
https://www.youtube.com/watch?v=0LXTwhp-s6g
https://www.youtube.com/watch?v=mzoDaEKfjLE
https://www.youtube.com/watch?v=JuF683l6moQ
https://www.youtube.com/watch?v=4zyJVEIg8AI
https://www.youtube.com/watch?v=axMi4eMEzSs
https://www.youtube.com/watch?v=yaRk6x4Grbg
https://www.youtube.com/watch?v=nTlsuxZBspA
http://www.medianet-yokkaichi.com/Y-hiroba/list-all.pdf
http://www.medianet-yokkaichi.com/Y-hiroba/list-all.pdf
http://gakubee.sakura.ne.jp/Y-hiroba/hiroba-top.html

