
<<　投稿リストのトップに戻る

№ タイトル 登録者
データ
の有無

登録日

1038 新緑の東山植物園 2018年4月
yoshiez200

2
有り 2018/05/03公開

1037
2019蓮華寺二十五菩薩練供養会　(あま市指定文化
財：無形民俗）

yoshiez200
2

有り 2020/07/28公開

1036 東海道五十三次　街道をあるく
miyako
ishida

有り 2020/09/23公開

1035 深掘り文化財「大入道」アーカイブ版 水野　学 有り 2020/07/04公開

1034 富田の鯨船（アーカイブ版） 水野　学 有り 2020/07/02公開

1033 水と緑のせせらぎ広場2020 水野　学 有り 2020/06/26公開

1032 四日市風致地区夏の広場のアジサイ 水野　学 有り 2020/6/12公開

1031 よっかいち　さくら巡り2020 水野　学 有り 2020/04/05公開

1030 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　第Ⅱ部表彰式 水野　学 有り 2020/03/09公開

1029 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　富洲原地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1028 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　水沢地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1027 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　三重地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1026 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　八郷地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1025 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　羽津地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1024 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　保々地区　 水野　学 有り 2020/03/09公開

1023 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　小山田地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1022 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　第Ⅰ部表彰式 水野　学 有り 2020/03/09公開

1021 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　川島地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1020 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　内部地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1019 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　大矢知地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1018 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　日永地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1017 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　県地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1016 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　河原田地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1015 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　桜地区 水野　学 有り 2020/03/09公開

1014 令和2年　第9回郷土が誇る芸能大会　オープニング・開会式水野　学 有り 2020/03/09公開

1013 菅原神社のしだれ梅　2020 水野　学 有り 2020/02/17公開

1012 令和2年　狐の嫁入り神事 水野　学 有り 2020/02/05公開

よっかいち映像広場　投稿リスト（履歴含む） 2012年～現在まで

http://gakubee.sakura.ne.jp/Y-hiroba/hiroba-top.html
https://www.youtube.com/watch?v=QJP0MeyrXw4
https://www.youtube.com/watch?v=o19JCq_lx0M
https://www.youtube.com/watch?v=o19JCq_lx0M
https://www.youtube.com/watch?v=eGHsBynx7ls
https://www.youtube.com/watch?v=KD9BRsORF_Y
https://www.youtube.com/watch?v=i4fUpZCo3iU
https://www.youtube.com/watch?v=wot97LzgIMg
https://www.youtube.com/watch?v=gqo41q4_004
https://www.youtube.com/watch?v=eIFUrM5NRS8
https://www.youtube.com/watch?v=Y_OwWNcKh4A
https://www.youtube.com/watch?v=4PPcA8nY4G4
https://www.youtube.com/watch?v=KKH9v305icU
https://www.youtube.com/watch?v=m-5HIWkMNko
https://www.youtube.com/watch?v=rKhA9C3aJFY
https://www.youtube.com/watch?v=G0XHGv9AaIM
https://www.youtube.com/watch?v=T61AlzAl8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=lU386n3yyuA
https://www.youtube.com/watch?v=FBR4jnPKM3c
https://www.youtube.com/watch?v=rUBHe-2wTmo
https://www.youtube.com/watch?v=g6XeWeQmJf0
https://www.youtube.com/watch?v=H7lW1IeQm0c
https://www.youtube.com/watch?v=hDB_XxC1ziU
https://www.youtube.com/watch?v=gOxRubKKo7Y
https://www.youtube.com/watch?v=_ksTRUn0Z54
https://www.youtube.com/watch?v=mQTNS9zwoCM
https://www.youtube.com/watch?v=V_klePXaM7A
https://www.youtube.com/watch?v=-4iphhkj63A
https://www.youtube.com/watch?v=bMDLisMQIVY


1011 令和2年　四日市市消防出初式 水野　学 有り 2020/1/16公開

1010 令和2年　四日市市消防出初式　はしご登り 水野　学 有り 2020/1/21公開

1009 みえの旅
miyako
ishida

有り 2019/12/8公開

1008 鈴鹿バルーンフェスタ 2019 水野　学 有り 2019/11/25公開

1007 第8回四日市ジャズフェスティバル2019 水野　学 有り 2019/10/27公開

1006 ちんじゅの森コンサート2019（ハイライト版） 水野　学 有り 2019/10/18公開

1005 富士の巻狩り　令和元年四日市祭 水野　学 有り 2019/10/07公開

1004 大名行列　令和元年四日市祭 水野　学 有り 2019/10/07公開

1003 御諏訪神輿　令和元年四日市祭 水野　学 有り 2019/10/07公開

1002 大入道　令和元年四日市祭 水野　学 有り 2019/10/07公開

1001 鯨船　勢州組　令和元年四日市祭 水野　学 有り 2019/10/07公開

1000 菅公　令和元年四日市祭 水野　学 有り 2019/10/07公開

999 鯨船　明神丸　令和元年四日市祭 水野　学 有り 2019/10/07公開

998 智積養水と蟹池（水源） 水野　学 有り 2019/09/29公開

997 海王丸　四日市港寄港
miyako
ishida

有り 2019/09/02公開

996 伊勢湾台風あれから５５年（5年前） 水野　学 有り 2019/08/20公開

995 帆船　海王丸 水野　学 有り 2019/08/06の公開

994 大四日市まつりのオープニング
miyako
ishida

有り 2019/08/03に公開

993 大河を渡る　～船頭平閘門～ 水野　学 有り 2019/07/29に公開

992 南のくにへかえります
miyako
ishida

有り 2019/07/28に公開

991 2019　四日市市消防団消防操法競技大会 水野　学 有り 2019/07/24 に公開

990 陶芸家　荻内　善晴さんを訪ねて
miyako
ishida

有り 2019/07/24 に公開

989 四日市港夜景クルーズ　2019 水野　学 有り 2019/07/16 に公開

988 堀川菖蒲園　2019 水野　学 有り 2019/06/11 に公開

987 第2部表彰式　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

986 雅楽演奏と神楽舞　水沢地区　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

985 郷土の踊り　内部地区　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

984 獅子舞　河原田地区　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

983 和太鼓演奏　楠地区　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

982 民謡　八郷地区　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

981 バンド演奏　桜地区　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

https://www.youtube.com/watch?v=OgeRtKQWTSk
https://www.youtube.com/watch?v=sQEisyIN0ng
https://www.youtube.com/watch?v=ws8kiBzTMBo
https://www.youtube.com/watch?v=pJFsWTVUS7U
https://www.youtube.com/watch?v=-AETMh7DarQ
https://www.youtube.com/watch?v=NMvrs6tlLW4
https://www.youtube.com/watch?v=kw_ITfPLOsw
https://www.youtube.com/watch?v=aE0a6SosE08
https://www.youtube.com/watch?v=WH9JmEKvOfY
https://www.youtube.com/watch?v=OsM1x9T6b54
https://www.youtube.com/watch?v=EmtsLNUp1iI
https://www.youtube.com/watch?v=EDwmxeaxZFU
https://www.youtube.com/watch?v=4M1j7zd26ZE
https://www.youtube.com/watch?v=kRXoOEXGTI4
https://www.youtube.com/watch?v=S2fTcj3gVrM
https://www.youtube.com/watch?v=9Q8GCVcExwM
https://www.youtube.com/watch?v=8ypEQ5iH8J4
https://www.youtube.com/watch?v=CAAbj1EJ45Q
https://www.youtube.com/watch?v=Bsn0tt__-XM
https://www.youtube.com/watch?v=-3hKgiQjkjg
https://www.youtube.com/watch?v=2JWZ4YDN-tw
https://www.youtube.com/watch?v=rneKW9agw90
https://www.youtube.com/watch?v=iU_ShxlWkXA
https://www.youtube.com/watch?v=8-tiyWYMFqE
https://www.youtube.com/watch?v=bqDwUYtYJf4
https://www.youtube.com/watch?v=4wXAWoqW78o
https://www.youtube.com/watch?v=99J98qBi3tU
https://www.youtube.com/watch?v=RqiOMK2JZLU
https://www.youtube.com/watch?v=LVKtrO2XlR0
https://www.youtube.com/watch?v=hKBFr5tPuAA
https://www.youtube.com/watch?v=5H_0hijsJCE


980 第1部表彰式　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

979 吹奏楽演奏　四日市農芸高校　第8回郷土が誇る芸能大会水野　学 有り 2019/03/09 に公開

978 獅子舞　河原田地区　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

977 和太鼓演奏　楠地区　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

976 民謡　八郷地区　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

975 バンド演奏　桜地区　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

974 第1部表彰式　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

973 吹奏楽演奏　四日市農芸高校　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

972 女性コーラス　川島地区　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

971 獅子舞　日永地区　第8回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2019/03/09 に公開

970 鈴鹿の森庭園のしだれ梅　2019 水野　学 有り 2019/02/28 に公開

969 あげきのおひなさん　2019 水野　学 有り 2019/02/23 に公開

968 新まちかど博物館 アトリエ テンズ
鹿志村始
（代理水
野）

有り 2019/02/09 に公開

967 平成31年　消防団はしご登り 水野　学 有り 2019/01/18 に公開

966 平成31年　四日市市消防出初式 水野　学 有り 2019/01/18 に公開

965 四日市学シンポジウム2018　第２部　パネルディスカッション水野　学 有り 2018/12/10 に公開

964 四日市学シンポジウム2018　第１部　基調講演・事例報告水野　学 有り 2018/12/10 に公開

963 2018　水沢もみじ谷 水野　学 有り 2018/11/27 に公開

962 鈴鹿バルーンフェステバル 2018 水野　学 有り 2018/11/27 に公開

961 新まちかど博物館「三十郎窯」 鹿志村始 有り 2018/10/29 に公開

960 よんよん祭　2018　ブース紹介編 水野　学 有り 2018/10/28 に公開

959 第７回　四日市ジャズフェスティバル　2018 水野　学 有り 2018/10/22 に公開

958 第16回ちんじゅの森コンサート（ハイライト版） 水野　学 有り 2018/10/12 に公開

957 落語２題　（なやプラザ市民協働まつり） 水野　学 有り 2018/10/08 に公開

956 湯の山かもしか大橋を走る 水野　学 有り 2018/10/04 に公開

955 新まちかど博物館 大橋呉服店・スイーツカフェＭｅｉ 都筑好枝 有り 2018/07/18 に公開

954 DIAMOND PRINCESS ようこそ四日市港へ 水野　学 有り 2018/06/27 に公開

953 桑名城跡　九華公園と花菖蒲 水野　学 有り 2018/06/10 に公開

952 耳常神社の 紫陽花 2018 水野　学 有り 2018/06/09 に公開

951 水と緑のせせらぎ広場　～紫陽花の咲く頃～　2018 水野　学 有り 2018/06/04 に公開

950 堀川フラワーフェスティバル 2018 都筑好枝 有り 2018/05/23 に公開

https://www.youtube.com/watch?v=Q0b7_ITiMtg
https://www.youtube.com/watch?v=iTOube5qJHQ
https://www.youtube.com/watch?v=RqiOMK2JZLU
https://www.youtube.com/watch?v=LVKtrO2XlR0
https://www.youtube.com/watch?v=hKBFr5tPuAA
https://www.youtube.com/watch?v=5H_0hijsJCE
https://www.youtube.com/watch?v=Q0b7_ITiMtg
https://www.youtube.com/watch?v=iTOube5qJHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Akj4YxjbsSY
https://www.youtube.com/watch?v=hNPCUECrAf4
https://www.youtube.com/watch?v=j8mDQEtXQ9w
https://www.youtube.com/watch?v=NwdUYg4X4_c
https://www.youtube.com/watch?v=WQs_HuHMIMA
https://www.youtube.com/watch?v=Cd6zUNcLGKQ
https://www.youtube.com/watch?v=5gs3mmYLybw
https://www.youtube.com/watch?v=FfU8rwr0zqA
https://www.youtube.com/watch?v=yDPC_vlcAO4
https://www.youtube.com/watch?v=dYTWGB_2keQ
https://www.youtube.com/watch?v=R1qvKfm3E7s
https://www.youtube.com/watch?v=U-SilnDTe_o
https://www.youtube.com/watch?v=T-YNpO7a3Pc
https://www.youtube.com/watch?v=J5v7f6HdnTk
https://www.youtube.com/watch?v=xp9sEs0Y4i4
https://www.youtube.com/watch?v=nlrkowvEJEM
https://www.youtube.com/watch?v=GX5_UnnEZVM
https://www.youtube.com/watch?v=VOGNGRtv2L8
https://www.youtube.com/watch?v=ioiLsUyDrjU
https://www.youtube.com/watch?v=Y5HjijeXBHA
https://www.youtube.com/watch?v=nH-CtRpqbFM
https://www.youtube.com/watch?v=gBvCVbL87u4
https://www.youtube.com/watch?v=gBvCVbL87u4
https://www.youtube.com/watch?v=gBvCVbL87u4
https://www.youtube.com/watch?v=4_UDdYfKrcI


949 薔薇のアルバム　2018 水野　学 有り 2018/05/12 に公開

948 親子でつくろう　こいのぼり 鹿志村始 有り 2018/04/30 に公開

947 四日市メリノール学院バスケットボール部全国大会目指して壮行会鹿志村始 有り 2018/04/29 に公開

946 2018　きねこさ祭 川祭り（庄内川） 都筑好枝 有り 2018/03/15 に公開

945 エキサイト四日市・バザール 2018 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

944 南部丘陵公園のさくら　2018 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

943 かわしまの千本桜　2018 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

942 伊坂ダムのさくら 2018 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

941 メディアネット四日市ってどんな市民活動団体？ 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

940 第２部表彰式　第7回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

939 羽津地区　御璃刃　第7回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

938 水沢地区　水沢三本松町自治会　第7回郷土が誇る芸能大会水野　学 有り 2018/03/09 に公開

937 大矢知地区　向陽会　第7回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

936 内部地区　内部クインズ　第7回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

935 河原田地区　北河原田町獅子舞保存会　第7回郷土が誇る芸能大会水野　学 有り 2018/03/09 に公開

934 桜地区　さくら音頭愛好会　第7回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

933 第1部　表彰式　第7回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

932 三重県立四日市南高等学校筝曲部特別演奏 第7回郷土が誇る芸能大会水野　学 有り 2018/03/09 に公開

931 常磐地区　太鼓｢ゆう｣　第7回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

930 神前地区　鳳鳴社　第7回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

929 下野地区　下野音頭保存会･セコイア太鼓　第7回郷土が誇る芸能大会水野　学 有り 2018/03/09 に公開

928 塩浜地区　御薗町一丁目獅子愛好会　第7回郷土が誇る芸能大会水野　学 有り 2018/03/09 に公開

927 県地区　晄明流剣詩舞道治晄舘　第7回郷土が誇る芸能大会水野　学 有り 2018/03/09 に公開

926 川島地区　Chor.アンサンブル･サルビア　第7回郷土が誇る芸能大会水野　学 有り 2018/03/09 に公開

925 オープニング・開会式　第7回郷土が誇る芸能大会 水野　学 有り 2018/03/09 に公開

924 ばんこの里フェスタ 2018 水野　学 有り 2018/03/04 に公開

923 菅原神社のしだれ梅 水野　学 有り 2018/03/01 に公開

922 平成30年　四日市市消防出初式　はしご登り 水野　学 有り 2018/1/12 に公開

921 平成30年　四日市市消防出初式 水野　学 有り 2018/1/12 に公開

920 クルーズ船コスタ ネオロマンチカ 水野　学 有り 2018/01/02 に公開

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

https://www.youtube.com/watch?v=xKI3QYy1jSg
https://www.youtube.com/watch?v=i69BrizJfBs
https://www.youtube.com/watch?v=gQNCgMtgKLQ
https://www.youtube.com/watch?v=yoSQjYH1uJU
https://www.youtube.com/watch?v=umHODrekwWM
https://www.youtube.com/watch?v=sXgOGKh6bJo
https://www.youtube.com/watch?v=yO16e0FpVbM
https://www.youtube.com/watch?v=KWdwwn8jJb8
https://www.youtube.com/watch?v=9F3myCHxKao
https://www.youtube.com/watch?v=tfAIZ8CZUYk
https://www.youtube.com/watch?v=CFnzQU-sCw4
https://www.youtube.com/watch?v=uoPuFqAI33Y
https://www.youtube.com/watch?v=K_et1ncUgEI
https://www.youtube.com/watch?v=4Ml7RDERGtg
https://www.youtube.com/watch?v=R2SSFz4jHDo
https://www.youtube.com/watch?v=JwaMHQC-uKA
https://www.youtube.com/watch?v=i9GbfOADe_I
https://www.youtube.com/watch?v=ldp4nyGKky8
https://www.youtube.com/watch?v=tXDz3D1IwHw
https://www.youtube.com/watch?v=w7Rhahj4e3w
https://www.youtube.com/watch?v=igLBR53SZSw
https://www.youtube.com/watch?v=Gl5nNWAvQfQ
https://www.youtube.com/watch?v=U17-L8Z-swk
https://www.youtube.com/watch?v=EtLUwyu4APg
https://www.youtube.com/watch?v=qpLuK7CE-rY
https://www.youtube.com/watch?v=OMK25ycbor8
https://www.youtube.com/watch?v=LZiWMpijg90
https://www.youtube.com/watch?v=718cY7myKmQ
https://www.youtube.com/watch?v=B80gNbIfbAE
https://www.youtube.com/watch?v=RjP5Ku0lnKE
https://www.youtube.com/watch?v=p1JM62BdDuI


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

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

916 湖畔の彩　伊坂ダム2017 水野　学 有り 2017/11/19 に公開

915 錦秋のもみじ谷　2017 水野　学 有り 2017/11/24 に公開

914 夢ハンカチ～つながる絆～ 鹿志村始 有り 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 有り 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 有り 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 有り 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 有り 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 有り 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 有り 2017/11/14 に公開

907 ドライブレコーダーで見た四日市港 水野　学 有り 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

有り 2017/10/18 に公開

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

904 三重県民の森2017 水野　学 有り 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 有り 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 有り 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 有り 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 有り 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 有り 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 有り 2017/9/14/12：13

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

898 第4回在宅フェア　ざ・ざいたく 水野　学 有り 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 有り 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 有り 2017/9/14/12：11

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

896 浜田舞獅子　2017　大四日市まつり 水野　学 有り 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 有り 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 有り 2017/9/14/12：04

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

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
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
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


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

894 椿岸神社獅子舞　大四日市まつり　　2017 水野　学 有り 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 有り 2017/9/14/12：02

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

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

891 堀川菖蒲園 水野　学 有り 2017/9/14/12：00

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

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

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

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

886 シベリア抑留生活体験 石田　都 有り 2017/4/10/10:50

885 エキサイト四日市・バザール2017 水野　学 有り 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 有り 2017/3/27 20:01

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

882 日永梅まつり　2017 水野　学 有り 2017/3/07/9:00

881 菅原神社の梅まつり 水野　学 有り 2017/3/01/11:30

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

879 狐の嫁入り　海山道神社　2017 水野　学 有り 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 有り 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 有り 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 有り 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 有り 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 有り 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 有り 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 有り 2017/2/08/　15:30

871 第１部表彰式　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 有り 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 有り 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 有り 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 有り 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 有り 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 有り 2017/2/08/　15:24

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
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
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


865 富田地区　富田鯨船　第６回郷土が誇ろ芸能大会 水野　学 有り 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 有り 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 有り 2017/1/19 10:21

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

861 新まちかど博物館 勢州墨和館 鹿志村始 有り 2016/12/26 17:05

860 駅前イルミネーション 2016 水野　学 無し 2016/12/25 17:05

859 1000000人のキャンドルナイト　in すわ公園　2016 水野　学 無し 2016/12/25 17:05

858 名古屋港 都筑好枝 無し 2016/12/1 17:05

857 晩秋のよっかいち 水野　学 無し 2016/11/27 17:05

856 ダムの彩　2016 水野　学 無し 2016/11/20 12:05

855 投稿リストの開き方 水野　学 有り 2016/11/16 12:05

854 なやプラザ 市民協働まつり 2016 水野　学 無し 2016/11/16 12:05

853 第14回 みえリーディング産業展 2016 水野　学 無し 2016/11/15 14:15

852 秋を求めて　朝明渓谷・県民の森周辺　2016 水野　学 無し 2016/11/5 14:46

851 秋を求めて　鈴鹿スカイライン周辺　2016 水野　学 無し 2016/11/4 14:45

850 新まちかど博物館 木彫りあそび館 鹿志村始 有り 2016/11/3 19:45

849 関ケ原合戦　祭り
Miyako
Ishida

無し 2016/11/2 19:45

848 お木曳（日永の追分）鳥居の建替え　2016 水野 学 無し 2016/10/29 17:09

847 三役の取組　大相撲四日市場所 水野 学 無し 2016/10/21 17:09

846 横綱土俵入り　大相撲四日市場所 水野 学 無し 2016/10/21 17:08

845 幕内土俵入り　大相撲四日市場所 水野 学 無し 2016/10/21 17:07

844 十両土俵入り　大相撲四日市場所 水野 学 無し 2016/10/21 17:07

843 初切　大相撲四日市場所 水野 学 無し 2016/10/21 17:06

842 相撲甚句　大相撲四日市場所 水野 学 無し 2016/10/21 17:05

841 稽古　大相撲四日市場所 水野 学 無し 2016/10/21 17:04

840 「ダムの喫茶店」文化の駅の展示作品　（粲水会会員の水彩画）
水野 学(鹿
志村作)

無し 2016/10/14 9:10

839 ｢ダムの喫茶店」文化の駅７月度展示作品紹介（くすの木会の皆様の俳句）
水野 学(鹿
志村作)

無し 2016/10/14 9:10

838 　「ダムの喫茶店」文化の駅１２月後期展示作品紹介（粲水会の皆様の水彩画）
水野 学(鹿
志村作)

無し 2016/10/14 9:10

837 「ダムの喫茶店」文化の駅の展示作品（鮫島輝雄さん）
水野 学(鹿
志村作)

無し 2016/10/14 9:10

836 「ダムの喫茶店」文化の駅の作品展 
水野 学(鹿
志村作)

無し 2016/10/14 9:10

835 「ダムの喫茶店」文化の駅　渡辺久雄　水彩画作品展  
水野 学(鹿
志村作)

無し 2016/10/11 19:31

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
https://www.youtube.com/watch?v=okAg-H30EDk
https://www.youtube.com/watch?v=r_T4pWr61OQ
https://www.youtube.com/watch?v=JjLG-KKJWc0
https://www.youtube.com/watch?v=w3bZOD8lc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=-o8iLOuZILw
https://www.youtube.com/watch?v=XW0h495TWSY
https://www.youtube.com/watch?v=UoUp-L-ydWo
https://www.youtube.com/watch?v=ex1YRfvOwK4
https://www.youtube.com/watch?v=POt--v0Hu4I
https://www.youtube.com/watch?v=6UuPzVh2zcE
https://www.youtube.com/watch?v=i9MzJ1qgzxQ
https://www.youtube.com/watch?v=KqaNCjIxtjg
https://www.youtube.com/watch?v=LGqXlgrJd30
https://www.youtube.com/watch?v=60LCXrO9AxM
https://www.youtube.com/watch?v=au_-Q_o75cs
https://www.youtube.com/watch?v=Xg_kx0DjdJo
https://www.youtube.com/watch?v=MtQtSmKvPMY
https://www.youtube.com/watch?v=blKeQJkLEWc
https://www.youtube.com/watch?v=jZx5tPqzyu8
https://www.youtube.com/watch?v=io5nLF_jCAc
https://www.youtube.com/watch?v=6z0LMrc07d4
https://youtu.be/eghxo-UhnOs
https://youtu.be/Ma-XsHFNfS0
https://youtu.be/1wUQVkgDsd0
https://youtu.be/hHJNNB-wEwM
https://youtu.be/1VUi62joQXk
https://www.youtube.com/watch?v=95jC4zW6we0


834 「ダムの喫茶店」文化の駅　７月展示作品 
水野 学(鹿
志村作)

無し 2016/10/11 19:31

833
「ダムの喫茶店」文化の駅　８月の展示作品紹介（くす
の木会の皆様の俳句）

水野 学(鹿
志村作)

無し 2016/10/11 19:31

832 「ダムの喫茶店」文化の駅　展示作品（朝明会作品展）
水野 学(鹿
志村作)

無し 2016/10/11 19:31

831 「ダムの喫茶店」文化の駅　水彩画「三人展」
水野 学(鹿
志村作)

無し 2016/10/11 19:31

830
ダムの喫茶店「文化の駅」展示作品紹介・・古布のちり
めん細工（創作人形）

水野 学(鹿
志村作)

無し 2016/10/11 19:31

829 平成28年　神前地区敬老会
神前地区市
民センター

無し 2016/9/28 12:31

828  第１４回映像づくり市民講座（佐藤） 佐藤 房雄 無し 2016/9/25 13:12

827 マイ ムービー四日市駅周辺 野呂 増也 無し 2016/9/25 13:19

826 JR四日市駅 akiba min 無し 2016/9/25 13:26

825 JR四日市駅　岡本美代子
岡本 美代
子

無し 2016/9/25 13:37

824 JR駅周辺ビデオ最新 草深 澄子 無し 2016/9/25 22:11

823 第14回映像づくり市民講座 高橋 正子 無し 2016/9/25 22:43

822 よっかいち映像広場投稿保存期間変更のお知らせ 水野 学 有り 2016/9/22 13:23

821 だいちの星座　こども科学セミナーパート5 水野 学 無し 2016/8/31 7:32

820 「環境のまち四日市」こども水質調査隊！　こども科学セミナーパート4水野 学 無し 2016/8/31 7:31

819 四日市から宇宙へ　こども科学セミナーパート3 水野 学 無し 2016/8/31 7:29

818 実感サイエンス「ものづくりのまち四日市」　こども科学セミナーパート2水野 学 無し 2016/8/31 7:27

817 環境のまち四日市　こども科学セミナーパート１ 水野 学 無し 2016/8/31 7:26

816 涼を求めて 水野 学 無し 2016/8/28 12:40

815 2016　四日市花火大会 水野 学 無し 2016/8/23 8:30

814 はしご登り　第53回 大四日市まつり　2016 水野 学 無し 2016/8/9 17:42

813 第53回 四日市市消防団消防操法競技大会　2016 水野 学 無し 2016/7/20 20:36

812 三重県民の森＆尾高観音  2016 水野 学 無し 2016/7/4 9:13

811 vol770「四日市市クリーンセンター」【平成28年6月11日～20日放送】水野 学 無し 2016/6/22 6:03

810 「新まちかど博物館」深訪　木工房 鹿志村始 有り 2016/6/20 14:45

809 ミルクちゃんMilk-chan ロシアンブルーRussianblue 10 立木 陽 無し 2016/6/15 17:46

808 四日市物語 オープニング 中島克己 無し 2016/6/13 22:37

807 菰野町小嶋耳常神社の紫陽花 2016 水野 学 無し 2016/6/9 20:54

806 菖蒲まつり　2016　堀川菖蒲園 水野 学 無し 2016/6/5 18:02

805 バラのアルバム2016 水野 学 無し 2016/5/16 6:18

804 まつりとまちづくり　その５エンディング 水野 学 無し 2016/4/7 15:36

https://www.youtube.com/watch?v=4LBHJ8m0HX4
https://www.youtube.com/watch?v=cGgV9UoBtRs
https://www.youtube.com/watch?v=cGgV9UoBtRs
https://www.youtube.com/watch?v=KWR8eq1qKLA
https://www.youtube.com/watch?v=J-qQtEned_0
https://www.youtube.com/watch?v=J-qQtEned_0
https://www.youtube.com/watch?v=J-qQtEned_0
https://youtu.be/Fc7nbHTRhzU
https://youtu.be/CivhIhiDFj4
https://youtu.be/MbPcn70oAJE
https://youtu.be/kz_XntRbGFA
https://youtu.be/dem6_Md4Iew
https://www.youtube.com/watch?v=Vcy_SstgwCc
https://www.youtube.com/watch?v=VrMgCuLzpeA
https://www.youtube.com/watch?v=Y97XIHGurz4
https://www.youtube.com/watch?v=y4f1F9twnNU
https://www.youtube.com/watch?v=w2xgaNQJevQ
https://www.youtube.com/watch?v=B1JAv07AoZo
https://www.youtube.com/watch?v=ipFDcLWE6VQ
https://www.youtube.com/watch?v=06Ek5jLO3n4
https://www.youtube.com/watch?v=vmxEPhbIVjE
https://www.youtube.com/watch?v=BHPgPhm8Qck
https://www.youtube.com/watch?v=B7Tw6W_nUPQ
https://www.youtube.com/watch?v=ggYNeE1rgVU
https://www.youtube.com/watch?v=vcpTY-KFAeU
https://www.youtube.com/watch?v=XpoSqTqMIv0
https://www.youtube.com/watch?v=cE7Dh0cc_XM
https://www.youtube.com/watch?v=49yo-b_n9_U
https://www.youtube.com/watch?v=R2pI_kp17pc
https://www.youtube.com/watch?v=HHOzTXn3EOI
https://www.youtube.com/watch?v=KRDP21ttGUg


803 まつりとまちづくり　その４富田の鯨船 水野 学 無し 2016/4/7 15:35

802 まつりとまちづくり　その３お諏訪おどり 水野 学 無し 2016/4/7 15:34

801 まつりとまちづくり　その２大入道 水野 学 無し 2016/4/7 15:33

800 まつりとまちづくり　その１オープニング 水野 学 無し 2016/4/7 15:32

799 さくら満開の伊坂ダム 水野 学 無し 2016/4/2 17:01

798 垂坂公園・羽津山緑地　春近し！2016 水野 学 無し 2016/3/9 13:12

797 日永梅まつり　2016 水野 学 無し 2016/3/6 18:17

796 日永梅林まつり 2016 in 四日市市南部丘陵公園 水野 学 無し 2016/2/11 18:59

795 第２部表彰式　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016 水野 学 無し 2016/2/9 13:19

794 塩浜地区　川合町獅子愛好会　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016水野 学 無し 2016/2/9 13:18

793 羽津地区　御璃刃　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016 水野 学 無し 2016/2/9 13:17

792 水沢地区　三本松町自治会　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016水野 学 無し 2016/2/9 13:16

791 保々地区　市場町獅子舞保存会　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016水野 学 無し 2016/2/9 13:16

790 県地区　県地区まちづくり委員会　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016水野 学 無し 2016/2/9 13:15

789 常磐地区　太鼓「ゆう」　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016水野 学 無し 2016/2/9 13:14

788 第１部表彰式　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016 水野 学 無し 2016/2/9 13:13

787 日永地区　日永つんつくおどり保存会　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016水野 学 無し 2016/2/9 13:12

786 河原田地区　河原田踊り同好会　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016水野 学 無し 2016/2/9 13:11

785 三重地区　東坂部町獅子舞保存会　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016水野 学 無し 2016/2/9 13:10

784 桜地区　さくら音頭愛好会　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016水野 学 無し 2016/2/9 13:09

783 川島地区　かわしま舞桜会　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016水野 学 無し 2016/2/9 13:08

782 八郷地区　まんまる座　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016水野 学 無し 2016/2/9 13:07

781 オープニング・開会式　第５回 郷土が誇る芸能大会 2016水野 学 無し 2016/2/9 13:06

780 四日市大学地域連携フォーラム　分科会「地域福祉」 水野 学 無し 2016/2/7 11:10

779 平成28年　四日市市消防出初式　アトラクション2 水野 学 無し 2016/1/13 19:32

778 平成28年　四日市市消防出初式　アトラクション1 水野 学 無し 2016/1/13 7:07

777 平成28年　四日市市消防出初式　車両分列行進 水野 学 無し 2016/1/12 18:52

776 第2回 わかもの学会
久保田 領
一郎

無し 2016/1/5 18:34

775 いたちの年賀 鹿志村 始 無し 2016/1/2 19:20

774 アーカイプスー第4回ちんじゅの森コンサート2006 水野 学 無し 2015/12/14 15:34

773 アーカイプスーそば打ち道場 水野 学 無し 2015/12/13 13:51

https://www.youtube.com/watch?v=JowTYyjELUI
https://www.youtube.com/watch?v=sgzGlZUckUM
https://www.youtube.com/watch?v=2pbnBF0UpvA
https://www.youtube.com/watch?v=6O8pWYdc-e8
https://www.youtube.com/watch?v=93rGRPwaX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=93rGRPwaX1Q
https://www.youtube.com/watch?v=V0HRLnlW1P8
https://www.youtube.com/watch?v=TJOl2WMTflc
https://www.youtube.com/watch?v=rIltYs5gFNc
https://www.youtube.com/watch?v=u3tB94Biky0
https://www.youtube.com/watch?v=j03UtBT70rs
https://www.youtube.com/watch?v=7HFI-nO28IQ
https://www.youtube.com/watch?v=9_wGUcop-zE
https://www.youtube.com/watch?v=g6hqvSwsHD4
https://www.youtube.com/watch?v=UYWpk68b0yg
https://www.youtube.com/watch?v=lg5NpXvjqSE
https://www.youtube.com/watch?v=0QnE6JVSV0U
https://www.youtube.com/watch?v=PivGJdSajdQ
https://www.youtube.com/watch?v=9ed_rOR2a6g
https://www.youtube.com/watch?v=U_mCPo3_NTk
https://www.youtube.com/watch?v=2pkis0Y0cfQ
https://www.youtube.com/watch?v=vnNWdgBw0_c
https://www.youtube.com/watch?v=CKoANR8k1oo
https://www.youtube.com/watch?v=8wmUPQV3Vo0
https://www.youtube.com/watch?v=Tq5z3nd5BGw
https://www.youtube.com/watch?v=Uj5dcTMQGfo
https://www.youtube.com/watch?v=onD3Onsxvus
https://www.youtube.com/watch?v=mQS83-trM6w
https://www.youtube.com/watch?v=WG4uq2TiSx4
https://youtu.be/WL9DPwH7Tcc
https://youtu.be/kauTYvz-hVY


772 アーカイプスーちんじゅの森コンサート（尺八） 水野 学 無し 2015/12/8 10:49

771 アーカイプスーちんじゅの森コンサート 水野 学 無し 2015/12/7 19:39

770 アーカイプスー家蔵旅行「東京ディズニーランド」2 水野 学 無し 2015/12/7 15:45

769 智積養水2 高橋 正子 無し 2015/11/30 22:20

768 第11回 四日市よさこい祭り　やったろ舞　2015 水野 学 無し 2015/11/30 21:23

767 第11回四日市よさこい祭り　やったろ舞　2015 水野 学 無し 2015/11/30 15:21

766 第11回 四日市よさこい祭り 2015 水野 学 無し 2015/11/30 12:19

765 第11回四日市よさこい祭り　2015 水野 学 無し 2015/11/29 22:11

764 晩秋の東山植物園 都筑 好枝 無し 2015/11/14 20:55

763 新まちかど博物館　布あそび「しばた」 鹿志村 始 有り 2015/11/6 14:24

762 第１３回 ちんじゅの森コンサート 2015 水野 学 無し 2015/10/20 12:43

761 四日市祭　鯨船　2015 水野 学 無し 2015/10/7 22:34

760 四日市祭　富士の巻狩り　2015 水野 学 無し 2015/10/7 22:31

759 四日市祭　大名行列　2015 水野 学 無し 2015/10/7 22:30

758 四日市祭　大入道　2015 水野 学 無し 2015/10/7 22:29

757 四日市祭　菅公　2015 水野 学 無し 2015/10/7 22:28

756 四日市祭　甕破り　2015 水野 学 無し 2015/10/7 22:27

755 四日市祭　岩戸山　2015 水野 学 無し 2015/10/7 22:26

754 仏教会研修旅行 草深 澄子 無し 2015/10/1 17:07

753 スーパームーン　2015 水野 学 無し 2015/9/29 15:46

752 中秋の名月 水野 学 無し 2015/9/28 9:51

751 秋の彩り　2015 水野 学 無し 2015/9/23 15:47

750 四日市港と周辺のご案内 尾崎 英夫 無し 2015/9/13 13:06

749 四日市港訪ねて270912 坂倉 成雄 無し 2015/9/13 13:02

748 四日市港と港周辺の景観 高橋 明男 無し 2015/9/13 12:45

747 現代の四日市港現地学習の写真ナシ 草深 澄子 無し 2015/9/13 12:02

746 四日市霞ヶ浦港のご紹介
のび のび
太

無し 2015/9/13 11:59

745 市民スポーツフェスタ２０１４ 森 正美 無し 2015/9/13 11:36

744 うみてらす１ 大槻 義弘 無し 2015/9/13 11:34

743 四日市霞地区の紹介
さくらい
のぶよし

無し 2015/9/13 11:30

742 27期メロンバス旅行 草深 澄子 無し 2015/9/13 10:49

https://youtu.be/x5OfoIseqMc
https://youtu.be/dGMLKJcKRM0
https://youtu.be/oaNsGnP_ybE
https://youtu.be/TEgcXEI9kRs
https://youtu.be/1Bnsa4dV_LU
https://youtu.be/IJHLcAsKMEA
https://youtu.be/zXusLO1KuB0
https://youtu.be/DXWPdgmWsuc
https://youtu.be/ZgwGtND1g68
https://youtu.be/N0kSkhA3gf8
https://youtu.be/-2DE1CtbZpc
https://youtu.be/jOvPCwj4QME
https://youtu.be/TTCzE7rU7j8
https://youtu.be/u5Bm5793gjU
https://youtu.be/GBDgz4CyG5k
https://youtu.be/l5l3iED1UGY
https://youtu.be/Cf9hLM70d64
https://youtu.be/4OKzuDhpcxo
https://youtu.be/xKxty0TU8MQ
https://youtu.be/a-cnv239xZA
https://youtu.be/sj2EuYqSNg8
https://youtu.be/_mflahd2G7w
https://youtu.be/1oHMAVAjU9Q
https://youtu.be/AHuRQUWCySo
https://youtu.be/pwGItp0lqsY
https://youtu.be/UqPuaosWBTM
https://youtu.be/0H4zvqsWlv0
https://youtu.be/yrBjt--UTC0
https://youtu.be/y0L_zWdWTvU
https://youtu.be/m5iE5nlmpT0
https://youtu.be/WTMlfC7dwy4


741 名古屋城 都筑 好枝 無し 2015/8/31 18:54

740 花火（スローモーション映像） 水野 学 無し 2015/8/30 7:02

739 熱田神宮 都筑 好枝 無し 2015/8/26 20:47

738 2015 四日市花火大会 水野 学 無し 2015/8/24 12:19

737 平成27年　四日市まつり
久保田 領
一郎

無し 2015/8/14 21:57

736 石北宮守大神楽　大四日市まつり 2015 水野 学 無し 2015/8/4 19:14

735 東日野町獅子舞　大四日市まつり 2015 水野 学 無し 2015/8/4 19:13

734 南浜田舞獅子　大四日市まつり 2015 水野 学 無し 2015/8/4 19:12

733 御館獅子舞　大四日市まつり 2015 水野 学 無し 2015/8/4 19:11

732 椿岸神社獅子舞　大四日市まつり　2015 水野 学 無し 2015/8/4 19:10

731 水沢お諏訪おどり　大四日市まつり　2015 水野 学 無し 2015/8/4 19:09

730 市場町獅子舞  大四日市まつり 2015 水野 学 無し 2015/8/4 19:08

729 日永つんつくおどり　大四日市まつり　2015 水野 学 無し 2015/8/4 19:07

728 浜田舞獅子　大四日市まつり　2015 水野 学 無し 2015/8/4 19:06

727 第５２回　四日市市消防団消防操法競技大会（八郷分団）鹿志村 始 無し 2015/8/1 11:32

726 第５２回　四日市市消防団消防操法競技大会 水野 学 無し 2015/7/21 18:59

725 平成２７年度　山分町夜間避難訓練 鹿志村 始 無し 2015/7/18 11:53

724 マルチコプターで空撮　南楠2015田んぼアート 立木 陽 無し 2015/7/10 23:57

723 マルチコプターで空撮　楠2015田んぼアート 立木 陽 無し 2015/7/10 23:39

722 新まちかど博物館 東海道ギャラリー 鹿志村 始 有り 2015/7/2 15:26

721 女子高生ドラマー　川口千里に世界が絶賛！天才すぎる技は必見！17歳女子高生とは思えない天才Drumer！立木 陽 無し 2015/6/17 11:20

720 川口千里☆SENRI KAWAGUCHI@ViNAWALK LIVE SPECIAL☆ 立木 陽 無し 2015/6/17 11:18

719 Onyx / 川口千里 (Senri Kawaguchi) @名古屋ボトムライン立木 陽 無し 2015/6/17 11:17

718 川口千里ちゃんが「魔界伝承」を叩いてみたvol.2～激烈旋風編(senri kawaguchi drum cover 立木 陽 無し 2015/6/17 11:14

717 川口千里 インストアライブ 立木 陽 無し 2015/6/17 11:13

716 紫陽花のアルバム 水野 学 無し 2015/6/16 15:09

715 桑名 九華公園花菖蒲まつり 都筑 好枝 無し 2015/6/15 14:15

714 桑名 七里の渡し伊勢国一の鳥居竣工式 都筑 好枝 無し 2015/6/13 23:21

713 花しょうぶのアルバム 水野 学 無し 2015/6/13 13:32

712 常磐のまち　ほっと・ガイド　赤堀・石塚コースめぐり 水野 学 無し 2015/6/12 15:04

711 花しょうぶ　亀山公園菖蒲園 水野 学 無し 2015/6/12 10:09

https://youtu.be/DpYvonrhRFQ
https://youtu.be/khvO9whmTEw
https://youtu.be/vbUJxcsC8tg
https://youtu.be/Hs5kXA_G5yY
https://youtu.be/EJZSsBYl770
https://youtu.be/T1nYItQLGqs
https://youtu.be/enimtp-4A68
https://youtu.be/rMaThqMVkok
https://youtu.be/7b85LqI0bHk
https://youtu.be/Ijdbgk5L-ng
https://youtu.be/NroY6x5COcs
https://youtu.be/uj-xglzMViU
https://youtu.be/ciTiGBXCTbI
https://youtu.be/hseAWLTTEWQ
https://youtu.be/Cy42g-7EvnY
https://youtu.be/-kfATZHmq9o
https://youtu.be/6SUtcIVXXa4
https://youtu.be/OBx52xtImy8
https://youtu.be/sESJM9D63hE
https://youtu.be/L9vZ-T2VvcA
https://youtu.be/N4HMhfPHaJI
https://youtu.be/dsAMVV9LugY
https://youtu.be/G4wpICRwR5Q
https://youtu.be/iY7asyDhccc
https://youtu.be/G4wpICRwR5Q
https://youtu.be/rMCt3VzzDeg
https://youtu.be/AN9tZD9o3OQ
https://youtu.be/BEGBAVd3gvk
https://youtu.be/mn7fQTDpmEY
https://youtu.be/94cbRFVzVzM
https://youtu.be/N-FZ3Pb5vWE


710 桑名 お木曳行事 都筑 好枝 無し 2015/6/2 20:12

709 四日市萬古陶磁器　コンペ　2015 水野 学 無し 2015/5/20 19:46

708 バラのアルバム 水野 学 無し 2015/5/20 7:46

707 2015 四日市萬古まつり 都筑 好枝 無し 2015/5/19 17:46

706 伊坂ダムの様子 鹿志村 始 無し 2015/5/8 20:25

705 海蔵川散策
ishida
miyako

無し 2015/5/4 0:48

704 新緑の南部丘陵公園 水野 学 無し 2015/4/26 11:02

703 弥次喜多まんじゅう列車 水野 学 無し 2015/4/15 18:04

702 大四日市プロレスまつり　2015 水野 学 無し 2015/4/12 18:37

701 第24回エキサイト四日市・バザール2015 水野 学 無し 2015/4/7 21:42

700 四日市あすなろう鉄道　2015.4.1　スタート！ 水野 学 無し 2015/4/7 9:42

699 伊坂ダムの今　なぜ・・・・こうなるの？ 石井 正之 無し 2015/3/31 13:44

698 十四川桜まつり 石井 正之 無し 2015/3/29 19:12

697 新まちかど博物館 湯楽里 鹿志村 始 有り 2015/3/26 20:15

696 第２部　パネルディスカッション　東日本大震災「あれから４年～被災地はいま～」水野 学 無し 2015/3/18 18:21

695 第１部　宮古市現状報告　東日本大震災「あれから４年～被災地はいま～」水野 学 無し 2015/3/18 18:20

694 常磐地区防災教室　「発災時に生き残るための知恵・知識」水野 学 無し 2015/3/16 16:58

693 春爛漫の伊坂ダム 鹿志村 始 無し 2015/3/9 8:49

692 伊坂ダムに、小鳥の巣箱づくりと取り付けました 鹿志村 始 無し 2015/3/9 8:46

691 里山資本主義の見据える未来
久保田 領
一郎

無し 2015/3/5 17:39

690 あげきのおひなさん　2015 水野 学 無し 2015/3/5 15:31

689 加藤ゆりさんの防災トーク 鹿志村 始 無し 2015/3/4 20:40

688 初秋の伊坂ダム 水野 学 無し 2015/3/3 20:09

687 子どもの育て方
久保田 領
一郎

無し 2015/2/27 7:10

686 地域防災
久保田 領
一郎

無し 2015/2/16 19:48

685 内部地区　Danceチーム　Coconattu　第4回 郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2015/2/16 19:23

684 第?部　表彰式　第4回 郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2015/2/16 17:17

683 浜田地区　南浜田舞獅子保存会　南友会　第4回 郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2015/2/16 17:16

682 塩浜地区　塩浜音頭愛好会　第4回 郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2015/2/16 17:15

681 県地区　晄明流剣詩舞道治晄館　第4回 郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2015/2/16 17:13

680 川島地区　かわしま舞桜会　第4回 郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2015/2/16 17:12

https://youtu.be/ufZBbZFdAiM
https://youtu.be/OMC7JpuAkX0
https://youtu.be/qUTq96cs_VU
https://youtu.be/uWkGWm1TAxs
https://youtu.be/SgeCM4lK6bM
https://youtu.be/iT44yD9kKCY
https://youtu.be/Bpvwx2QgX08
https://youtu.be/7ohXTE237_c
https://youtu.be/I1UwP9Eaub0
https://youtu.be/cpkt-y3jbHc
https://youtu.be/l7pSYvvr0uo
https://youtu.be/uge6-avJ8sk
https://youtu.be/1W7DIjBFj3w
https://youtu.be/3__TU3-uKWI
https://youtu.be/hpOEpWWb9qI
https://youtu.be/CNJBtIp42GA
https://youtu.be/jvOPVZ2fhrE
https://youtu.be/2j0BN3YrULc
https://youtu.be/W0B31b3XJRI
https://youtu.be/8WroDMDTNFU
https://youtu.be/J9FYoUNERss
https://youtu.be/aeg64liWRPg
https://youtu.be/DWLsBLuHVgI
https://youtu.be/GeoYHoTp9Hk
https://youtu.be/fcj56Vt6ubY
https://youtu.be/jSzzSpSg9cw
https://youtu.be/iNUcvklx5Ho
https://youtu.be/rJvBoLbizE0
https://youtu.be/kuIUySbNK8g
https://youtu.be/SkHq-2LuvHo
https://youtu.be/XPfdDWN60lA


679 水沢地区　宮妻太鼓　絆　第4回 郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2015/2/16 17:11

678 神前地区　コール・ハモロー　第4回 郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2015/2/16 17:08

677 コイノボリ youtube用
はまひるが
お よしこ

無し 2015/2/15 14:47

676 PC忘年会ビデオ 草深 澄子 無し 2015/2/15 14:46

675 なや映像作り勉強会 清水 源市 無し 2015/2/15 14:44

674 マイ ムービー（春の伊坂ダム） 草深 澄子 無し 2015/2/15 14:28

673 伊坂ダムの春と秋 田中 貞夫 無し 2015/2/15 14:27

672 ビデオ編集伊坂ダムnnn 伊藤 和之 無し 2015/2/15 14:27

671 米寿 桂山 照治 無し 2015/2/15 14:09

670 垂坂山の豆まき2015 2 3 b 桜井 信由 無し 2015/2/15 13:29

669 遷宮と経済
久保田 領
一郎

無し 2015/2/9 9:14

668 第?部　表彰式　第4回郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2015/1/28 13:52

667 保々地区　市場町獅子舞保存会　第4回 郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2015/1/28 13:51

666 楠地区　楠地区民謡愛好会グループ　第4回 郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2015/1/28 13:50

665 同和地区　童鼓会　第4回 郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2015/1/28 13:49

664 三重地区　山之一色町獅子舞保存会　第4回 郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2015/1/28 13:48

663 桜地区　チェリーブロッサム　第4回 郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2015/1/28 13:48

662 河原田地区　河原田踊り同好会　第4回 郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2015/1/28 13:47

661 富田地区　富田石取祭三車連合会　第4回 郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2015/1/28 13:46

660 オープニング・開会式　第4回 郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2015/1/28 13:45

659 COC事業オープニング
久保田 領
一郎

無し 2015/1/16 9:28

658 COC事業来賓挨拶
久保田 領
一郎

無し 2015/1/16 9:01

657 COC事業紹介
久保田 領
一郎

無し 2015/1/16 8:58

656 COC事業概要
久保田 領
一郎

無し 2015/1/16 8:55

655 平成27年　四日市市消防出初式 水野 学 無し 2015/1/14 9:09

654 初冬の白鳥庭園 都筑 好枝 無し 2015/1/12 9:32

653 1000000人のキャンドルナイトinすわ公園 水野 学 無し 2014/12/22 21:25

652 四日市自慢
久保田 領
一郎

無し 2014/12/22 17:02

651 新まちかど博物館 石川酒造株式会社 鹿志村 始 有り 2014/12/20 18:16

650 終活について
久保田 領
一郎

無し 2014/12/18 11:24

649 ロゲイニング大会in八郷
久保田 領
一郎

無し 2014/12/15 18:59

https://youtu.be/D9PsckHxgOM
https://youtu.be/6ZZdVZq5PS0
https://youtu.be/Qh_jvZ9LuEQ
https://youtu.be/XP5t1ZGeBZY
https://youtu.be/HBn8tZ4AtU4
https://youtu.be/velxSlEOhuo
https://youtu.be/D9_1OFePLr8
https://youtu.be/jZ3gLOt9dig
https://youtu.be/7mpTFB8Jj2I
https://youtu.be/SQS-bFOW0lk
https://youtu.be/cNHBCd6YFBc
https://youtu.be/e7KmW-BAn5A
https://youtu.be/CtPDBifrK1Y
https://youtu.be/YnmBKO6-Ayo
https://youtu.be/cfd4cQs73d4
https://youtu.be/HimC9xST3wU
https://youtu.be/yP8mivu7zKE
https://youtu.be/sspuSPBe98k
https://youtu.be/mujUAiS82_A
https://youtu.be/5trdazPctAs
https://youtu.be/Yxf8DIAj620
https://youtu.be/Bmxirctuxis
https://youtu.be/PIxZQyvjaEo
https://youtu.be/pBeIaBddZ7s
https://youtu.be/l9Z_N43EaLk
https://youtu.be/XdqnzHe6KzU
https://youtu.be/suVMMl-F0rI
https://youtu.be/x3lnAQOJHd4
https://youtu.be/1eIj1Wpn-aQ
https://youtu.be/B4sc3l1_UTM
https://youtu.be/NqTlmgeAXoc


648 あかつき台４丁目イルミネーション 清岡 岩男 無し 2014/12/11 10:47

647 八郷西文化祭1 清岡 岩男 無し 2014/12/11 10:45

646 2014　茶っ都まーけっと in もみじ祭り 水野 学 無し 2014/12/4 14:16

645 2014　水沢もみじ祭り 水野 学 無し 2014/11/27 9:58

644 2014 11 08 ハーモニカレッスン 石井 正之 無し 2014/11/25 19:59

643 2014 三重県高校生スイーツコンテスト 鹿志村 始 無し 2014/11/23 15:45

642 2014 11 09 八郷フェスタin伊坂ダム 石井 正之 無し 2014/11/21 9:28

641 新まちかど博物館　小田原提灯参考館・ 鹿志村 始 有り 2014/11/6 15:33

640 大道芸人によるパフォーマンス 水野 学 無し 2014/11/4 12:55

639 朝明剣道少年団1 清岡 岩男 無し 2014/11/4 12:39

638 空手実技1 清岡 岩男 無し 2014/11/4 12:38

637 暁高等学校吹奏楽部1 清岡 岩男 無し 2014/11/4 9:14

636 26大正琴たんぽぽ1 清岡 岩男 無し 2014/11/4 9:09

635 2014 常磐地区文化祭 「常磐まつり」 水野 学 無し 2014/11/3 16:02

634 2014　よんよん祭　学食展示 水野 学 無し 2014/10/29 10:22

633 2014　よんよん祭　コスプレコンテスト 水野 学 無し 2014/10/28 15:57

632 2014 よんよん祭　模擬店パート2 水野 学 無し 2014/10/28 3:46

631 2014 よんよん祭　模擬店パート１ 水野 学 無し 2014/10/28 3:45

630 椿岸神社の獅子舞奉納 鹿志村 始 無し 2014/10/24 16:07

629 第１２回　ちんじゅの森コンサート　2014 水野 学 無し 2014/10/24 13:17

628 2014秋の萬古まつり 鹿志村 始 無し 2014/10/16 15:54

627 水中撮影 中村 洋輔 無し 2014/10/1 15:17

626 2014年度　南高　３年３組　学園祭? 中村 洋輔 無し 2014/9/17 15:18

625 南高学祭１ 中村 洋輔 無し 2014/9/17 15:17

624 四日市ジャズフェスティバル前日祭 中村 洋輔 無し 2014/9/17 15:16

623 第３回 四日市 JAZZ FESTIVAL 2014 水野 学 無し 2014/9/15 15:50

622 新まちかど博物館　クラフト表装 鹿志村 始 有り 2014/9/12 7:42

621 ロケットに夢のせて　（平成２６年度　四日市こども科学セミナー　パート１）水野 学 無し 2014/9/9 17:31

620 富田の石取祭り（夜） 石井 正之 無し 2014/8/30 13:53

619 東海道４００年祭・in みえ　街道ウォーク　間の宿『富田』　mpg石井 正之 無し 2014/8/28 5:52

618 ?鳥出神社の鯨船行事　宮参り 石井 正之 無し 2014/8/28 5:16

https://youtu.be/ZDct8-I6ECc
https://youtu.be/WzvczkLS2Ys
https://youtu.be/ZAe_GcIZJ8I
https://youtu.be/vHRNNzBOH2k
https://youtu.be/Bl13_agTPMY
https://youtu.be/iBcQ5OgqWGA
https://youtu.be/ZXwnNRqZ3Xs
https://youtu.be/DWJfEuBmDvk
https://youtu.be/64Kilovps3M
https://youtu.be/9PuYIdtjdvM
https://youtu.be/kTr7-aCjYig
https://youtu.be/zol-H2jy4uM
https://youtu.be/DYs3Td025tQ
https://youtu.be/6iHOXNF0an0
https://youtu.be/Spx8LpKZ1og
https://youtu.be/XLdXw8UfCv0
https://youtu.be/kjQViXNlwoQ
https://youtu.be/3HFuyGiSNBI
https://youtu.be/wfjIHAJosoA
https://youtu.be/IK08oRjLCgE
https://youtu.be/yPy8HBeRLuI
https://youtu.be/hnE7LLfEKpU
https://youtu.be/x75PJM-XbSk
https://youtu.be/RdKFUNri07Q
https://youtu.be/VHR18Gg-tME
https://youtu.be/GFF1jf1wGmU
https://youtu.be/2VKVwJ7MGKM
https://youtu.be/APd0tv97wiw
https://youtu.be/6W2qJkV2LFE
https://youtu.be/84ijTEM2rus
https://youtu.be/xNVvVtvqTwY


617 ?鳥出神社の鯨船行事　宮練り　権現丸 石井 正之 無し 2014/8/28 5:14

616 ?鳥出神社の鯨船行事　宮練り　神社丸 石井 正之 無し 2014/8/28 5:12

615 ?鳥出神社の鯨船行事　鳥居前練り　神社丸 石井 正之 無し 2014/8/28 5:09

614 ?鳥出神社の鯨船行事　町練り　権現丸 石井 正之 無し 2014/8/28 5:07

613 ?鳥出神社の鯨船行事　４艘展示 石井 正之 無し 2014/8/28 5:01

612 ?鳥出神社の鯨船行事　町練り　神社丸 石井 正之 無し 2014/8/28 4:59

611 ?鳥出神社の鯨船行事　鎮火祭 石井 正之 無し 2014/8/28 4:55

610 花火大会 
ishida
miyako

無し 2014/8/25 21:57

609 中村町夏まつり３（子供たちとコラボ） 鹿志村 始 無し 2014/8/25 17:01

608 中村町夏まつり２ 鹿志村 始 無し 2014/8/25 15:16

607 中村町夏まつり１「なつかしバンド」 鹿志村 始 無し 2014/8/25 13:59

606 アーカイブス　富田の鯨船 石井 正之 無し 2014/8/21 12:20

605 2014 08 08 夏休み木工教室 石井 正之 無し 2014/8/16 9:57

604 第51回　大四日市まつり　大念仏 水野 学 無し 2014/8/15 14:04

603 第51回　大四日市まつり　大入道 水野 学 無し 2014/8/15 14:03

602 第51回　大四日市まつり　甕破り 水野 学 無し 2014/8/14 14:45

601 第51回　大四日市まつり　菅公 水野 学 無し 2014/8/13 15:03

600 2014 07 21 伊勢音頭を楽しむ会 石井 正之 無し 2014/8/12 20:51

599 第51回　大四日市まつり　岩戸山 水野 学 無し 2014/8/12 15:30

598 大四日市まつり　民謡と獅子舞 水野 学 無し 2014/8/10 15:12

597 第51回大四日市まつり　御諏訪神輿 都筑 好枝 無し 2014/8/6 7:47

596 献花式＆オープニング
ishida
miyako

無し 2014/8/4 18:31

595 2014 07 12 行燈まつり復活にかける想い 石井 正之 無し 2014/7/30 19:24

594 2014 07 13 ６０年ぶりに復活　行燈まつり 石井 正之 無し 2014/7/30 19:16

593 平成２６年度　四日市市消防団消防操法競技大会 水野 学 無し 2014/7/29 20:23

592 第１回四日市市移動文化会館part6 鹿志村 始 無し 2014/7/29 8:37

591 第１回四日市市移動文化会館part4 鹿志村 始 無し 2014/7/25 12:25

590 第１回四日市移動文化会館part3 鹿志村 始 無し 2014/7/25 11:47

589 第１回四日市市移動文化会館part2 鹿志村 始 無し 2014/7/24 18:36

588 第１回四日市市移動文化会館part1 鹿志村 始 無し 2014/7/24 16:27

587 「茅の輪くぐり」神事 鹿志村 始 無し 2014/7/20 11:21

https://youtu.be/WVQ-42f5w6w
https://youtu.be/5FN4Tz8Gqmg
https://youtu.be/QEJ9wyYLwqU
https://youtu.be/8zlCeP90U7k
https://youtu.be/MMx5n_ruzkE
https://youtu.be/LLMHGeswnAo
https://youtu.be/lbjEUzUC3hk
https://youtu.be/JgbXSMAxo_E
https://youtu.be/3olxbTo34Dg
https://youtu.be/OwG8TjnhBa8
https://youtu.be/jMKb3u33iwM
https://youtu.be/2qJRx2PqnQQ
https://youtu.be/fxvVistkNMY
https://youtu.be/f-2ExnCqlB4
https://youtu.be/5wHqxGso2NY
https://youtu.be/gGTR7DwHGvg
https://youtu.be/sN3nYN45iAA
https://youtu.be/DaArt0lgK34
https://youtu.be/yle8h9Cn5lU
https://youtu.be/mObU81fBsS0
https://youtu.be/WJ9aPJo3lPc
https://youtu.be/5HN_JON8LKA
https://youtu.be/84O9FqHwIhQ
https://youtu.be/USNpW2qEl50
https://youtu.be/hIvNG8q6BTE
https://youtu.be/E_dw56lFzm4
https://youtu.be/4tDEExTAxno
https://youtu.be/mvMKqN4Izys
https://youtu.be/joWdJncsc_8
https://youtu.be/jqjM0qYnMUI
https://youtu.be/XSbgSud9ipY


586 マルチコプターで空撮　楠町　田んぼアート 立木 陽 無し 2014/7/19 23:47

585 桜地区防災フェスタ 鹿志村 始 無し 2014/7/14 8:58

584 2014 06 24 おたのしみ会　フラダンス 石井 正之 無し 2014/7/9 6:33

583 2014 06 24 おたのしみ会　大正琴と一緒に唄おう 石井 正之 無し 2014/7/9 6:31

582 2014 06 24 おたのしみ会　コスモス会の日舞 石井 正之 無し 2014/7/9 6:30

581 2014 06 24 おたのしみ会　富田保育園児のお唄 石井 正之 無し 2014/7/9 6:28

580 2014 06 24 おたのしみ会　紙芝居 石井 正之 無し 2014/7/9 6:26

579 2014 06 24 おたのしみ会　野呂委員長挨拶・軽い体操 石井 正之 無し 2014/7/9 6:24

578 新まちかど博物館　野生蘭工房高花 鹿志村 始 有り 2014/7/4 7:58

577 四日市大学　CM 西岡 大輝 無し 2014/6/30 13:24

576 市民協働促進条例学習会
久保田 領
一郎

無し 2014/6/28 16:24

575 四日市市歌（歌詞入り） 水野 学 無し 2014/6/22 13:55

574 花しょうぶ 水野 学 無し 2014/6/14 16:50

573 まちかど博物館探訪 中村 洋輔 有り 2014/6/12 16:27

572 虹の会
久保田 領
一郎

無し 2014/6/10 6:30

571 季節の映像　紫陽花　せせらぎ広場 石井 正之 無し 2014/6/7 19:25

570 優拳塾ＰＶ 中村 洋輔 無し 2014/6/7 8:22

569 2014年度四日市NPO総会
久保田 領
一郎

無し 2014/6/3 7:03

568 皐月の風も爽やかに　憩いのひととき伊坂ダム 石井 正之 無し 2014/5/31 12:19

567 四日市市歌 水野 学 無し 2014/5/30 12:02

566 自治会とは？
久保田 領
一郎

無し 2014/5/25 7:11

565 東海道日永郷土資料館
久保田 領
一郎

無し 2014/5/21 11:56

564 いろいろなバラの花 水野 学 無し 2014/5/20 19:16

563 幸せになる心理学 水野 学 無し 2014/5/14 11:49

562 2014　ばんこの里会館 水野 学 無し 2014/5/11 16:29

561 2014 四日市萬古まつり 水野 学 無し 2014/5/11 16:28

560 伊坂の鯉の物語 石井 正之 無し 2014/5/6 20:14

559 親緑　伊坂ダム湖 石井 正之 無し 2014/4/27 17:49

558 海蔵川沿いを歩く
ishida
miyako

無し 2014/4/27 15:05

557 新緑の中央緑地公園 水野 学 無し 2014/4/24 15:46

556 新緑の楠緑地公園 水野 学 無し 2014/4/20 16:39

https://youtu.be/FMkvgkB2UuI
https://youtu.be/RCesgyZBgJ8
https://youtu.be/v979rrND4_g
https://youtu.be/WUiiql9f_mg
https://youtu.be/f7ck0d_I9b4
https://youtu.be/4eDbHRWeIyA
https://youtu.be/dJh2ywKBO24
https://youtu.be/BkJIzKnLEsI
https://youtu.be/Pj9JpmGiAcM
https://youtu.be/Mqqb4w5KSKU
https://youtu.be/4-FICgMtd4I
https://youtu.be/yVH2eGQCUo4
https://youtu.be/eawYmx2GGJI
https://youtu.be/b6-OC3W5xDQ
https://youtu.be/ehhUzkvIJmM
https://youtu.be/7l4BUniRVsA
https://youtu.be/uP3K8NYRiQc
https://youtu.be/oKlVsHHx1eY
https://youtu.be/-WEBUQqZkFQ
https://youtu.be/n_3pwWtfdqU
https://youtu.be/-ZgEBkw4WrY
https://youtu.be/k1kOSeEUm-0
https://youtu.be/Uh0rSYmRQ48
https://youtu.be/oBNj5pxnn3Y
https://youtu.be/EsBEBYielOA
https://youtu.be/FXzHAo8Rk3w
https://youtu.be/HXlJXIckSwg
https://youtu.be/Wu-4jfQOYww
https://youtu.be/XWd8WZQvEbo
https://youtu.be/rb6uOaJr9Gw
https://youtu.be/pIIsMcNWkv8


555 ２０１４年　 伊坂ダム　最後のさくら 石井 正之 無し 2014/4/19 18:02

554 新緑の森のアルバム 水野 学 無し 2014/4/18 12:38

553 夫婦桜
ishida
miyako

無し 2014/4/6 16:52

552 ２０１４年　春　伊坂ダム湖のさくら 石井 正之 無し 2014/4/5 9:49

551 ２０１４年　春　富田のさくらです。 石井 正之 無し 2014/4/4 6:29

550 新まちかど博物館（珈琲ゆず） 鹿志村 始 有り 2014/4/2 19:53

549 伊坂　春の便り 石井 正之 無し 2014/3/31 6:59

548 春の魁　伊坂 石井 正之 無し 2014/3/26 16:49

547 マイ ムービー2014 3 21 志田 米蔵 無し 2014/3/23 1:19

546 2014 03 22 憩いの場　伊坂 石井 正之 無し 2014/3/22 13:20

545 第４回柚子の会絵画展26.2.25~28 志田 米蔵 無し 2014/3/6 20:16

544 第２部表彰式　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:25

543 内部地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:24

542 下野地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:23

541 橋北地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:22

540 羽津地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:21

539 四郷地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:20

538 桜地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:19

537 神前地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:18

536 富田地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:17

535 水沢地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:17

534 小山田地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:16

533 第１部表彰式　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:13

532 浜田地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:12

531 中央地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:11

530 日永地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:10

529 県地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:10

528 河原田地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:08

527 三重地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:07

526 共同地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:06

525 川島地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:05

https://youtu.be/IfYi8SeHnMM
https://youtu.be/u3QqT-6RLFw
https://youtu.be/hPemz-f1cNE
https://youtu.be/dLw7U0QlG7M
https://youtu.be/iZtip1XzhHI
https://youtu.be/-_6J4Nkr4Nc
https://youtu.be/g9DiI7p5Upg
https://youtu.be/TQNerdwsWAE
https://youtu.be/-7XQEPh9NH8
https://youtu.be/Ot6HofhUc78
https://youtu.be/B_0CRI_LnY4
https://youtu.be/lDX8fMmnij8
https://youtu.be/SvxIdGqbQZU
https://youtu.be/a74dc17O9c4
https://youtu.be/nsz79X4bEt8
https://youtu.be/4XXXkw-faFg
https://youtu.be/nTMlYtyLLWs
https://youtu.be/A7VHytg9I5E
https://youtu.be/SIe4fMyFefc
https://youtu.be/zaI2TF_roPw
https://youtu.be/yLoIDm3BuJw
https://youtu.be/dLWxYmfu2-A
https://youtu.be/RcqbOLJk-fc
https://youtu.be/I2ytscso2ts
https://youtu.be/_3S2C19uXUw
https://youtu.be/RI4NQdOO3G8
https://youtu.be/MVDY_QfA8WQ
https://youtu.be/RL43e59Rk-Q
https://youtu.be/lx-6_fc1Wr8
https://youtu.be/eI3VW5_Eikk
https://youtu.be/UcWfOQlGlbk


524 常磐地区　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:04

523 オープニング・開会式 　第３回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2014/3/6 16:03

522 八郷フェスタ講習　　植村 立木 陽 無し 2014/2/22 14:41

521 八郷フェスタ石橋? 石橋 邦弘 無し 2014/2/22 14:39

520 八郷フェスタ石橋 石橋 邦弘 無し 2014/2/22 14:14

519 久留倍遺跡まつり　スタンプラリー
ishida
miyako

無し 2014/2/16 23:27

518 ハーモニカ演奏
ryutarou
mitani

無し 2014/2/16 14:34

517 大四日市まつり　自慢の山車　すずきひろゆき
すずき ひ
ろゆき

無し 2014/2/16 14:31

516 からくりと人 大西 通 無し 2014/2/16 14:26

515 NPO月間オープンセレモニー 立木 陽 無し 2014/2/16 14:15

514 大四日市まつり山車 小池 文博 無し 2014/2/16 13:56

513 孫の成長 岡本 孝行 無し 2014/2/16 13:47

512 5月の伊坂ダム 尾崎 英夫 無し 2014/2/16 12:46

511 市民集いて大四日市まつり（１１回映像講座制作） 安嶋 忠 無し 2014/2/16 12:02

510 伊坂ダムの四季
cooking
komezou

無し 2014/2/16 11:39

509 伊坂ダムの四季の花 小池 文博 無し 2014/2/16 11:30

508 すずきひろゆき伊坂ダムの四季
すずき ひ
ろゆき

無し 2014/2/16 11:23

507 わたしの街の大四日市祭り
三日月 太
陽

無し 2014/2/16 11:21

506 伊坂ダム
ryutarou
mitani

無し 2014/2/16 11:19

505 伊坂の四季 大西 通 無し 2014/2/16 11:05

504 大四日市まつり（DVD 岡本 孝行 無し 2014/2/16 10:58

503 人との出会い「紫空庵」 鹿志村 始 無し 2014/2/10 18:13

502 楠町　田んぼアート クワットコプター空撮 立木 陽 無し 2014/2/8 23:05

501 わが町・自慢　稲葉三右衛門翁　（第１回よっかいち映像コンテスト・四日市市長賞受賞）立木 陽 無し 2014/2/7 11:14

500 土を楽しむ　制作：門脇久子　（第１回よっかいち映像コンテスト・三重県知事賞受賞）立木 陽 無し 2014/2/7 10:38

499 秤の館 中村 洋輔 無し 2014/1/24 13:43

498 平成２６年四日市市消防出初式 水野 学 無し 2014/1/16 11:16

497 2014 01 11　冬の風物詩　炎の祭典　 東富田の『どんどまつり』石井 正之 無し 2014/1/14 21:09

496 2014 01 07 １月初旬伊坂ダムの景観 石井 正之 無し 2014/1/7 18:14

495 ２０１３年８月４日　神社丸の晴れ姿　大四日市まつり出場記録石井 正之 無し 2014/1/4 16:11

494 小山流好里会　津軽三味線演奏会 ３ 立木 陽 無し 2014/1/3 23:13

https://youtu.be/p0NrqtlAdhU
https://youtu.be/lfjAAbtxWqM
https://youtu.be/qhnpihRBV-Q
https://youtu.be/DBiGGZUW238
https://youtu.be/aGQge99xfRI
https://youtu.be/Y3FFJY2y08I
https://youtu.be/fNuIr-bQivw
https://youtu.be/oRqt_B8L_WI
https://youtu.be/9aGIFlwouzk
https://youtu.be/kQZpMGhdtTk
https://youtu.be/ZNf1ZcC8_mE
https://youtu.be/BOoNlg11CMo
https://youtu.be/c5BN0P-VhMU
https://youtu.be/avnvBiQzQec
https://youtu.be/mbfYP7xpZeA
https://youtu.be/U1JRfTMlW_E
https://youtu.be/MeAViQO_yLQ
https://youtu.be/th3_wOhsX3o
https://youtu.be/28SEoqdga9I
https://youtu.be/I6NK6smwKo0
https://youtu.be/OFauWZOP2Jw
https://youtu.be/Qbre6ZgjRH0
https://youtu.be/xdgdxd_xAvg
https://youtu.be/OJh2W_-xcHc
https://youtu.be/JSL2V8vJWvw
https://youtu.be/krE3f-L4uk4
https://youtu.be/SgAxHdJiVTc
https://youtu.be/yfvHXzHIU94
https://youtu.be/pPoy285vwjk
https://youtu.be/_Fp919H_PpQ
https://youtu.be/4D5tBT5-yFk


493 小山流好里会　津軽三味線演奏会 ２ 立木 陽 無し 2014/1/3 23:10

492 小山流好里会　津軽三味線演奏会 １ 立木 陽 無し 2014/1/3 23:07

491 2013 11 23 　『とみだ　楽市』 石井 正之 無し 2013/12/25 18:04

490 2013 11 25 『十四川の四季』 石井 正之 無し 2013/12/25 18:03

489 あかつき台４丁目M家の電飾1 清岡 岩男 無し 2013/12/23 12:28

488 ささえあいのまちの歌「あいをひろげて」 水野 学 無し 2013/12/22 15:08

487 近鉄四日市駅前の夜景 水野 学 無し 2013/12/14 22:35

486 あかつき台４丁目の電飾 清岡 岩男 無し 2013/12/6 9:06

485 笹川４丁目餅つき２０１３ 山中 誠司 無し 2013/12/3 10:28

484 晩秋の比叡山ドライブ 水野 学 無し 2013/11/29 22:09

483 晩秋の三井寺 (2) 水野 学 無し 2013/11/29 19:06

482 晩秋の延暦寺 2013 水野 学 無し 2013/11/29 11:18

481 晩秋の日吉大社 2013 水野 学 無し 2013/11/29 11:14

480 平成25年度　久留倍遺跡まつり　街づくりフォーラム 水野 学 無し 2013/11/29 11:13

479 文化祭総集編1 清岡 岩男 無し 2013/11/23 8:59

478 笹川４丁目花火大会2013 3D 山中 誠司 無し 2013/11/20 9:39

477 語り芝居「員弁物語」3/3 千葉 賢 無し 2013/11/18 10:00

476 語り芝居「員弁物語」2/3 千葉 賢 無し 2013/11/18 9:59

475 語り芝居「員弁物語」1/3 千葉 賢 無し 2013/11/18 9:58

474 2013八郷西文化祭暁学園合唱部 清岡 岩男 無し 2013/11/2 12:00

473 2013八郷西文化祭剣道演武2 清岡 岩男 無し 2013/11/2 11:58

472 2013八郷西文化祭剣道演武1 清岡 岩男 無し 2013/11/2 11:56

471 2013八郷西文化祭暁学園吹奏楽部 清岡 岩男 無し 2013/11/2 11:53

470 新まちかど博物館　指勘建具工芸 都筑 好枝 有り 2013/10/31 22:33

469 夜景クルーズ　2013　四日市コンビナート 水野 学 無し 2013/10/21 11:39

468 被災地支援映像　伊豆大島 水野 学 無し 2013/10/18 13:27

467 四日市駅前発　グランドキャニオンの旅 グルっとひとり旅水野 学 無し 2013/10/10 16:57

466 四日市ウォーク(西部編) 水野 学 無し 2013/10/8 21:12

465 お化け1 清岡 岩男 無し 2013/10/6 10:07

464 2013 09 22 敬老会　四高吹奏楽コンサート『Let\\\'s Swing』石井 正之 無し 2013/10/4 14:48

463 三滝川遡上 水野 学 無し 2013/10/3 14:02

https://youtu.be/kyMmzjKSnHU
https://youtu.be/SotjbTxxpx4
https://youtu.be/9f1218L0k18
https://youtu.be/K-Jyjmak3yU
https://youtu.be/HLYzwFGaMMU
https://youtu.be/6l2oBjLekqg
https://youtu.be/tn4XfGti40M
https://youtu.be/KfUPEexWovE
https://youtu.be/ZPJBiiWI6ZQ
https://youtu.be/qWi1aWnoMqo
https://youtu.be/ddq0vhSyEOM
https://youtu.be/eyTcsxlRtL8
https://youtu.be/lm0xF4IUBQk
https://youtu.be/93L6LqvhFNs
https://youtu.be/hGhdyKaGSgk
https://youtu.be/LRaWAQ2Ivuw
https://youtu.be/RauQBxHWpRk
https://youtu.be/HyuvknUXNls
https://youtu.be/AQySU00xt_0
https://youtu.be/pzSQJIK7ME4
https://youtu.be/eCWovT5pGDc
https://youtu.be/DzYiDy5TVqs
https://youtu.be/2HGdP8ZWsU8
https://youtu.be/-BXKUXMTKjo
https://youtu.be/8DO1m0IAbjg
https://youtu.be/MLmaC1cN6eg
https://youtu.be/yywlRU2zv2c
https://youtu.be/2PLdpA-BpNM
https://youtu.be/eYV4nqOroIQ
https://youtu.be/K-S9pexKO9o
https://youtu.be/-QSMTKFtq-E


462 新まちかど博物館　弥な屋 鹿志村 始 有り 2013/10/3 8:28

461 第11回　ちんじゅの森コンサート2013 水野 学 無し 2013/9/30 19:29

460 2013 09 22 敬老会アトラクション「 くうちゃん音頭」 石井 正之 無し 2013/9/29 6:17

459 2013 09 22　敬老会アトラクション『 伊勢音頭』 石井 正之 無し 2013/9/29 6:13

458 北勢地域若者サポートステーション業務報告会 鹿志村 始 無し 2013/9/18 21:14

457 車の流れ2 清岡 岩男 無し 2013/9/18 14:46

456 Ｂｒｉｃｓ第１回バスケットボール大会 鹿志村 始 無し 2013/9/16 20:19

455 平成２５年度四日市こども科学セミナー 鹿志村 始 無し 2013/9/16 15:41

454 第13幕　フィナーレ　追悼と復興の願いをこめて　四日市花火大会水野 学 無し 2013/9/13 19:05

453 第12幕　ホタルとコンビナートの競演　四日市花火大会 水野 学 無し 2013/9/13 19:04

452 第11幕　満天の夢花火　四日市花火大会 水野 学 無し 2013/9/12 13:19

451 第10幕　日本の四季彩　花暦　四日市花火大会 水野 学 無し 2013/9/12 13:18

450 第9幕　スターファンタジア　四日市花火大会 水野 学 無し 2013/9/12 13:17

449 映像コンテスト 水野 学 無し 2013/9/6 15:24

448 第8幕　星空へのメッセージ　四日市花火大会 水野 学 無し 2013/9/5 6:55

447 第7幕　神秘なる大海原　四日市花火大会 水野 学 無し 2013/9/5 6:54

446 第6幕 　百花繚乱の煌き　四日市花火大会 水野 学 無し 2013/9/5 6:53

445 伊坂ダムからオリンピック選手を！ 鹿志村 始 無し 2013/9/2 8:00

444 第5幕　日本煙火芸術協会銘品集　四日市花火大会 水野 学 無し 2013/8/31 10:46

443 第4幕　光の協奏曲　四日市花火大会 水野 学 無し 2013/8/31 10:45

442 第3幕　輝きの空　四日市花火大会 水野 学 無し 2013/8/31 10:45

441 ２０１３八郷西盆踊り1 清岡 岩男 無し 2013/8/30 18:56

440 2013夏祭り1 清岡 岩男 無し 2013/8/30 18:51

439 第2幕　賑わいの街に光の花束　四日市花火大会 水野 学 無し 2013/8/29 15:11

438 第1幕 未来へ届け　希望の花　四日市花火大会 水野 学 無し 2013/8/29 15:10

437 四日市花火大会　はじめに 水野 学 無し 2013/8/29 15:10

436 ２０１３八郷西夏祭り3 清岡 岩男 無し 2013/8/26 10:04

435 鯨船　明神丸  (第５０回　大四日市まつり　郷土の文化財)水野 学 無し 2013/8/19 16:59

434 鯨船　富田 神社丸  （大四日市まつり　郷土の文化財） 水野 学 無し 2013/8/19 14:43

433 祭り解除の撤収 清岡 岩男 無し 2013/8/19 9:45

432 祭り会場設営1 清岡 岩男 無し 2013/8/19 9:39

https://youtu.be/ur4kMy0Bwjc
https://youtu.be/MFbj8gjtA24
https://youtu.be/BlHW5Qhmfgc
https://youtu.be/GJ9VVvWl6CE
https://youtu.be/HuVKe4IngC8
https://youtu.be/YJwDw7A-6Ao
https://youtu.be/0zG_UijojMM
https://youtu.be/FMzhSPsnrCg
https://youtu.be/ZfeBMtfIfy8
https://youtu.be/1NUFmaRUGI4
https://youtu.be/tUAfRsXzSUI
https://youtu.be/odZw_C6tBRE
https://youtu.be/C24CcWJRe7M
https://youtu.be/_kFBr_Xbv0A
https://youtu.be/QapOJTRnv4k
https://youtu.be/2GQPfW36F_4
https://youtu.be/UkVSGPPOIfQ
https://youtu.be/e_E7XY3tz-s
https://youtu.be/YJn8i7f3GEY
https://youtu.be/S0jpgfhliz8
https://youtu.be/ZPAXF1pmUek
https://youtu.be/cWeOqDb8s-M
https://youtu.be/m7m7gP00_6Y
https://youtu.be/WhSzsXaRlAw
https://youtu.be/ScuctC4AMSc
https://youtu.be/ddTgfDU--go
https://youtu.be/C8KRoTr7jN8
https://youtu.be/YVtlufGh6ok
https://youtu.be/dXvKQT6DffY
https://youtu.be/aBwbvDZMpKw
https://youtu.be/4U9HyTL2WlM


431 10女川港大漁獅子舞まむし　大四日市まつり　郷土の文化財水野 学 無し 2013/8/15 11:35

430 09御諏訪神輿　大四日市まつり　郷土の文化財 水野 学 無し 2013/8/15 11:34

429 08大念仏　大四日市まつり　郷土の文化財 水野 学 無し 2013/8/15 11:33

428 05大名行列　大四日市まつり　郷土の文化財 水野 学 無し 2013/8/15 11:29

427 04菅公　大四日市まつり　郷土の文化財 水野 学 無し 2013/8/15 11:27

426 03甕破り　大四日市まつり　郷土の文化財 水野 学 無し 2013/8/15 11:26

425 02岩戸山　大四日市まつり　郷土の文化財 水野 学 無し 2013/8/15 11:25

424 01大入道  大四日市まつり 郷土の文化財 水野 学 無し 2013/8/15 11:24

423 2013-8-3  大四日市まつり  「市民盆踊り」 水野 学 無し 2013/8/14 20:03

422 2013-8-3 大四日市まつり 「コンテストおどりフェスタ」水野 学 無し 2013/8/14 19:59

421 2013-8-3 大四日市まつり 「市民総踊り」 水野 学 無し 2013/8/14 19:57

420 2013-8-3 大四日市まつり 「四日市大パレード」 水野 学 無し 2013/8/14 19:57

419 2013-8-3 大四日市まつり 「献花式」 水野 学 無し 2013/8/14 19:56

418 大四日市まつり・ひと・人・ふれあい・宮城県女川町から「女川港大漁獅子舞まむし」が特別参加立木 陽 無し 2013/8/12 21:59

417 2013 08 03 富田の納涼祭 石井 正之 無し 2013/8/10 15:52

416 2013 07 29 古川町地蔵盆 石井 正之 無し 2013/7/29 23:56

415 社会を明るくする運動大会 鹿志村 始 無し 2013/7/25 20:48

414 第50回 四日市市消防団 消防操法競技大会 水野 学 無し 2013/7/25 16:07

413 第５０回記念大会　第三位　保々分団 水野 学 無し 2013/7/19 11:09

412 第５０回記念大会　準優勝　南楠分団 水野 学 無し 2013/7/19 11:09

411 第５０回記念大会　優勝　神前分団 水野 学 無し 2013/7/19 11:08

410 第５回　桜地区防災フェスタ 水野 学 無し 2013/7/17 17:00

409 6月末のあかつき台の空と雲1 清岡 岩男 無し 2013/7/13 15:30

408 「環境シンポジューム」のご案内 四日市市地球環境塾発表会＆四日市大学国際環境セミナー立木 陽 無し 2013/7/5 13:54

407 2013 06 29 季節の映像　あじさい・ねむの花 石井 正之 無し 2013/6/29 20:53

406 森智広市会議員の大矢知中学新設についての市政報告会 立木 陽 無し 2013/6/24 23:01

405 Ms.OOJA -  立木 陽 無し 2013/6/24 22:09

404 Dear - Ms.OOJA（歌詞付） 立木 陽 無し 2013/6/24 22:06

403 Ms.OOJA - Life 立木 陽 無し 2013/6/24 22:03

402 花のアルバム　紫陽花編 水野 学 無し 2013/6/24 15:32

401 オリーブまちかど博物館
ishida
miyako

無し 2013/6/21 20:09

https://youtu.be/Lv5bafopn0s
https://youtu.be/nToc9J7uTOo
https://youtu.be/vXBnFqD5bbQ
https://youtu.be/_73UR6qWJqA
https://youtu.be/YeQR-uChAvs
https://youtu.be/W2XRcT8W9ew
https://youtu.be/h6_hZlYNk74
https://youtu.be/yuhuaO5Em3Q
https://youtu.be/rHemNkRXmig
https://youtu.be/4PC82RYxrXM
https://youtu.be/q-O9vl_VKlE
https://youtu.be/3O9coiH38W0
https://youtu.be/kM14YBLrf34
https://youtu.be/BcY1_RysPyU
https://youtu.be/AGkybYTl9Jo
https://youtu.be/5fyG6XwjWFE
https://youtu.be/efcuPokxO50
https://youtu.be/2OECim--eXA
https://youtu.be/BESVEJmZt4s
https://youtu.be/864X7yJnK8M
https://youtu.be/sVOrb2EC8Xg
https://youtu.be/27FGs_vkCRA
https://youtu.be/rb__qq2SSPs
https://youtu.be/o6yHeBvKWVo
https://youtu.be/I7reFZYEhLw
https://youtu.be/tUuAJY01Z1U
https://youtu.be/qL2ValXspEs
https://youtu.be/0Ozxc3eh5So
https://youtu.be/-urf7mmDcVE
https://youtu.be/rMCt3VzzDeg
https://youtu.be/iNh0WmKeEU0


400 四日市市民剣道大会1 清岡 岩男 無し 2013/6/21 9:19

399 花のアルバム　花しょうぶ編 水野 学 無し 2013/6/20 20:34

398 2013 06 17 あじさいの季節 石井 正之 無し 2013/6/19 11:39

397 少年剣道大会 清岡 岩男 無し 2013/6/18 9:01

396 花のアルバム　バラ編 水野 学 無し 2013/6/16 17:10

395 亀山公園菖蒲園　「花しょうぶ園」 水野 学 無し 2013/6/11 11:43

394 新まちかど博物館　塗壁館 立木 陽 有り 2013/6/7 15:51

393 哲学舎という名の美術館窪田英憲個展） 鹿志村 始 無し 2013/6/6 8:04

392 山分町消防訓練 鹿志村 始 無し 2013/6/3 9:42

391 あかつき台のバンド四輪車のライブ 清岡 岩男 無し 2013/6/1 13:54

390 四輪車のライブ 清岡 岩男 無し 2013/5/28 18:08

389 イベント情報　Part1　アクアイグニス2 西岡 大輝 無し 2013/5/26 19:41

388 四日市大学「よんよん祭」 鹿志村 始 無し 2013/5/21 7:46

387 萬古まつり　負けてたまるか！頑張れ東北！　２０１３　第５２回水野 学 無し 2013/5/18 15:09

386 笹川ふれあい春まつり２０１３_３D_061Edit 山中 誠司 無し 2013/5/15 22:30

385 笹川４丁目入道ヶ岳２０１３春３D 山中 誠司 無し 2013/5/15 22:26

384 笹川４丁目バス旅行２０１３_３D 山中 誠司 無し 2013/5/15 22:23

383 2013 05 03 自然の宝庫 伊坂ダム 公園化のあゆみ 石井 正之 無し 2013/5/11 21:10

382 佐佐木信綱記念館とうのはな 都筑 好枝 無し 2013/5/10 1:02

381 四日市スポーツランド＆ふれあい牧場 水野 学 無し 2013/5/5 19:17

380 2013-3-20 春めぐる 鵯岡白瀧不動 例祭 川村 浩 無し 2013/5/4 14:16

379 ４輪車 清岡 岩男 無し 2013/5/3 12:45

378 新まちかど博物館　華明里庵 都筑 好枝 有り 2013/4/28 4:15

377 2013 04 27 伊坂ﾀﾞﾑ湖　フジ　ツツジ　見ごろです 石井 正之 無し 2013/4/27 20:37

376 2013 04 24 伊坂新緑 石井 正之 無し 2013/4/24 19:20

375 「紀州床水組」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:28

374 「中京大学晴地舞」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:28

373 「ダンスチーム 凛」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:26

372 「志舞」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:26

371 「四季舞」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:25

370 「三重情熱組」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:24

https://youtu.be/AaqGQKbDX3k
https://youtu.be/p9Cif-xsQSk
https://youtu.be/pKFwMqCVWNY
https://youtu.be/F-qm_ciJpZk
https://youtu.be/_5HidAZ2RT0
https://youtu.be/a9RKmhNiX4E
https://youtu.be/iWPniy1-glg
https://youtu.be/GZLcB8T3dPM
https://youtu.be/eAp120ZzmLQ
https://youtu.be/OrntLq0T4Ac
https://youtu.be/AWUfKf88TpE
https://youtu.be/hXlnvGGIRDU
https://youtu.be/N0vX0UlY4zA
https://youtu.be/4fohKiX3Mkc
https://youtu.be/SaIGNXF-THk
https://youtu.be/QMiel1jrfQE
https://youtu.be/QMiel1jrfQE
https://youtu.be/oo3P2voZ9XE
https://youtu.be/6d9sbOZagUU
https://youtu.be/SXbPf3RsMhw
https://youtu.be/3Z_lGlzOuyU
https://youtu.be/zCmzUWx66Tc
https://youtu.be/aki0YcfQh9A
https://youtu.be/nA30tuLYXYQ
https://youtu.be/xJcOvyLPv18
https://youtu.be/x5pNx6jaV_0
https://youtu.be/yNbQtLe8IxY
https://youtu.be/KDAWmhmx7A4
https://youtu.be/56cGuu-Z38U
https://youtu.be/qBh8BQKX7Qc
https://youtu.be/3FbEOlzfEMg


369 名古屋学生チーム「鯱」?　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:24

368 「豊明乱舞」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:23

367 式部さん　第８回 四日市よさこい やったろ舞 2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:23

366 チームNaomix with POP CHERRY（四日市よさこい2012） 立木 陽 無し 2013/4/23 17:22

365 「Kid\\\'s清和」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:21

364 「栗真喜楽」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:20

363 心華さん　第８回 四日市よさこい やったろ舞 2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:20

362 「響」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:19

361 「伊勢よさこい連　清流」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:18

360 「凰（おー）」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:18

359 あっぱれさん 第８回 四日市よさこい やったろ舞 2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:17

358 「鈴海龍」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:16

357 「天・尾張組」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:16

356 「大和」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:15

355 「KOHNAN DREAM MEMBERS」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:14

354 「凰（おー）」?　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:13

353 「kagura」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:12

352 総踊り「音神」　四日市やったろ舞2012 立木 陽 無し 2013/4/23 17:11

351 2013 04 22 わが街富田の花模様 石井 正之 無し 2013/4/22 16:15

350 鯉のぼり 水野 学 無し 2013/4/22 13:23

349 朝明川に泳ぐ山分町のこいのぼり 立木 陽 無し 2013/4/21 23:21

348 森ともひろ市会議員駅立ち200回　?四日市市生活環境公社 資産運用損 失われた2億円に迫る！立木 陽 無し 2013/4/19 16:50

347 森ともひろ市会議員駅立ち200回、総合交通政策調査特別委員会　【内部・八王子線存続問題】立木 陽 無し 2013/4/19 16:42

346 海蔵川のさくら 都筑 好枝 無し 2013/4/18 7:13

345 ETVよっかだいの裏側 千葉 賢 無し 2013/4/18 5:35

344 東北災害支援ボランティア 千葉 賢 無し 2013/4/18 5:34

343 十四川を守る 千葉 賢 無し 2013/4/18 5:32

342 四日市の春～ポカポカ～ 千葉 賢 無し 2013/4/17 12:17

341 朝明川源流部遡上ツアー（高解像度版） 千葉 賢 無し 2013/4/15 21:30

340 朝明川源流部ツアー 千葉 賢 無し 2013/4/14 12:56

339 2013 04 02  くじらの『くうちゃん』着ぐるみ誕生物語 石井 正之 無し 2013/4/13 20:12

https://youtu.be/14iYUHmFOaI
https://youtu.be/wzqnHUT7hsY
https://youtu.be/MG3GDas0aFI
https://youtu.be/oy914L30ZIo
https://youtu.be/C_OiLYgHtvE
https://youtu.be/-MB1xVpD7qY
https://youtu.be/7UBSH8lsiMU
https://youtu.be/qed8_FW2_A8
https://youtu.be/M9JYwiaIN9I
https://youtu.be/o5xbOsV2naA
https://youtu.be/wseX8mhdKSM
https://youtu.be/K6VvPlaz0Hg
https://youtu.be/fJqntfBYS1Y
https://youtu.be/E5mAsUPBYUw
https://youtu.be/YP7b7e5JQNQ
https://youtu.be/o5xbOsV2naA
https://youtu.be/o1ONwLVJv7A
https://youtu.be/1Dspwcojo-M
https://youtu.be/UbTX9W5qD50
hiroba-list.files/鯉のぼり
https://youtu.be/ivo_vE53CGo
https://youtu.be/4UMzjsZ_xJc
https://youtu.be/L40xuCfRETo
https://youtu.be/7Syk9aSAGf8
https://youtu.be/G2G21BAsFu0
https://youtu.be/06vjNGkj-9I
https://youtu.be/G2NkAwYZTy0
https://youtu.be/vhY4LD5cFcw
https://youtu.be/jyxnZCWj-1A
https://youtu.be/j4Ahmd4H0lU
https://youtu.be/xsOQAVpFWYE


338 2013 04 06～07 くじらの『くうちゃん』着ぐるみお披露目石井 正之 無し 2013/4/13 19:58

337 美を求めて・・・花とオブジェの空間館へ 都筑 好枝 無し 2013/4/12 6:39

336 文化の駅「ダムの喫茶店」 鹿志村 始 無し 2013/4/11 19:20

335 エキサイト四日市・バザール2013 水野 学 無し 2013/4/10 14:46

334 伊坂ダム 湖畔 始動！ 水野 学 無し 2013/4/6 18:46

333 卯月上旬　伊坂ダム湖とさくら 石井 正之 無し 2013/4/5 22:43

332 ４月１日 公園 始動！ 水野 学 無し 2013/4/2 14:28

331 2013 03 30 十四川桜まつり　ライトアップ 石井 正之 無し 2013/3/31 11:10

330 2013 03 22 プチ散策 垂坂公園 石井 正之 無し 2013/3/29 7:45

329 2013 03 03 神社丸　横幕　さがり復元新調 石井 正之 無し 2013/3/27 6:28

328 桜地区一生吹山 梅林につどう 川村 浩 無し 2013/3/25 15:27

327 川原の一本松（ガラスびんのコレクション）6分 鹿志村 始 有り 2013/3/21 18:42

326 なばなの里 水野 学 無し 2013/3/21 16:17

325 いなべ梅まつり 石井 正之 無し 2013/3/21 7:18

324 伊坂ダム　春はそこまで 石井 正之 無し 2013/3/14 10:55

323 2013 03 01 雪の朝　十四川 石井 正之 無し 2013/3/1 19:14

322 Mack Style の消防団応援歌　入団促進キャンペーン 水野 学 無し 2013/2/27 14:45

321 四日市市消防団　入団促進キャンペーン 水野 学 無し 2013/2/27 8:25

320 近鉄50000系 しまかぜ 試運転 近鉄四日市駅 入線～発車 立木 陽 無し 2013/2/26 15:28

319 昭和着物館 鹿志村 始 無し 2013/2/26 9:31

318 【下野地区】 セコイア太鼓　第2回　郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2013/2/23 7:25

317 【日永地区】　フラダンス　第２回　郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2013/2/23 7:23

316 内部八王子線同好会 2回例会 ２０１２ ３D 山中 誠司 無し 2013/2/22 18:04

315 元三太師節分祭 鹿志村 始 無し 2013/2/22 13:01

314 【浜田地区】　浜田舞獅子　第２回　郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2013/2/22 11:32

313 【県地区】　民謡　第２回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2013/2/22 11:30

312 海山道神社節分祭と狐の嫁入り道中 都筑 好枝 無し 2013/2/21 23:19

311 【大矢知地区】 晄明流剣詩舞　第2回　郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2013/2/21 14:31

310 【橋北地区】　大正琴　第２回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2013/2/21 14:30

309 2013 2 3 椿大神社 節分祭 川村 浩 無し 2013/2/20 22:57

308 笹川ふれあい文化祭 展示物編 2012_11 3D.wmv 山中 誠司 無し 2013/2/20 20:35

https://youtu.be/M2OqjqTKFY4
https://youtu.be/KsOBzC8Y114
https://youtu.be/G8zWfK_CkRs
https://youtu.be/BbCiP5u9Umw
https://youtu.be/P0YWyXEKHy0
https://youtu.be/-9FRhTAkbgw
https://youtu.be/MqTHv3RBaKI
https://youtu.be/J1R0zEA5Dbw
https://youtu.be/l-pksAUz0e8
https://youtu.be/HDoQDI1Cnss
https://youtu.be/JiIyQnt5Ong
https://youtu.be/gqJjBbx8BWo
https://youtu.be/F2Nm9WEzUts
https://youtu.be/xI3O9EJwdvc
https://youtu.be/dTx1QTqHuDU
https://youtu.be/N8-oQGJxZdM
https://youtu.be/RrazLMkQQ64
https://youtu.be/Q7cUBSvpymc
https://youtu.be/zIPh9O044S8
http://www.medianet-yokkaichi.com/sakuhin/199.html
https://youtu.be/qltBdluiODc
https://youtu.be/xc8ShpS10Mw
https://youtu.be/6mOu1KliLEU
https://youtu.be/MagygYN_IOw
https://youtu.be/n5So5hTUePo
https://youtu.be/QN3kClwxygY
hiroba-list.files/海山道神社節分祭と狐の嫁入り道中
https://youtu.be/C39CCDudn8g
https://youtu.be/b5PcX7OzqNk
https://youtu.be/Cu-Wn0YgjI0
https://youtu.be/PUkE7_9_eZM


307 【内部地区】　大四日市まつり音頭　第２回　郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2013/2/20 18:10

306 【富田地区】 南島組感應丸（鯨船）　第２回　郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2013/2/20 18:09

305 【楠地区】 楠っ鼓流星　第２回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2013/2/20 18:08

304 高花平文化祭 パソコン教室2012年3D.wmv 山中 誠司 無し 2013/2/20 14:00

303 【四郷地区】　合唱「京」　第２回　郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2013/2/20 7:43

302 【水沢地区】 宮妻音頭踊り　第２回　郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2013/2/20 7:42

301 【羽津地区】 情炎歌謡太鼓 第２回　郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2013/2/18 8:55

300 【同和地区】 吟詩舞 第２回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2013/2/18 8:54

299 【三重地区】 御館獅子舞 第２回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2013/2/18 8:53

298 【共同地区】 子ども諏訪太鼓　第２回　郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2013/2/17 21:02

297 【川島地区】　郷土の踊り　第２回　郷土が誇る芸能大会水野 学 無し 2013/2/17 19:58

296 四郷郷土資料館in Vivaアミーゴ日本語教室 山中 誠司 無し 2013/2/17 19:46

295 【中央地区】 岩戸山　第2回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2013/2/17 16:46

294 近鉄四日市駅長お薦めハイキング・・・桜駅～伊勢三郎首塚～丸彦酒造森川 裕子 無し 2013/2/13 23:08

293 御在所岳20121212 3D 山中 誠司 無し 2013/2/12 5:15

292 思案橋田中 田中 一光 無し 2013/2/10 20:01

291 マイ ムービー２０１３０２１０.mp4 山中 誠司 無し 2013/2/10 19:44

290 ＪＲ四日市駅の現状 川村 一哉 無し 2013/2/10 19:40

289 JR四日市駅 林 省二 無し 2013/2/10 16:05

288 motomati 水野 信治 無し 2013/2/10 15:55

287 本町プラザはもりあ四日市 岡本 孝行 無し 2013/2/10 15:52

286 なつかしい本町どおり 森川 裕子 無し 2013/2/10 15:51

285 なやを知る２ 中瀬 定彦 無し 2013/2/10 15:49

284 本町プラザ 中村 洋輔 無し 2013/2/10 15:42

283 2013　出初式　消防分団員 はしご登り 水野 学 無し 2013/1/25 16:06

282 2013　出初式　ちびっ子はしご登り 水野 学 無し 2013/1/25 16:06

281 富田の凧あげ大会 石井 正之 無し 2013/1/17 15:01

280 郷土芸能大会?部 水野 学 無し 2013/1/7 17:54

279 郷土芸能大会?部 水野 学 無し 2013/1/7 17:53

278 出初式アトラクション　はしご登り 水野 学 無し 2013/1/7 10:03

277 出初式アトラクション　園児の演技 水野 学 無し 2013/1/6 16:27

https://youtu.be/6bM5oh5t3Gk
https://youtu.be/HnT0OG4sGfA
https://youtu.be/cMO-DpYzBKQ
https://youtu.be/lOTv3nqp9T0
https://youtu.be/YHXs1TIuIQI
https://youtu.be/rmvT-mr7nMQ
https://youtu.be/LdguIBqMANk
https://youtu.be/5Gqh0pcqy54
https://youtu.be/IkaK8Rzme0g
https://youtu.be/xMal-tEdfwM
https://youtu.be/EjLK-F708rM
https://youtu.be/pZGI5xkWmX8
https://youtu.be/pMtdquBjflo
https://youtu.be/xINB1LmAv64
https://youtu.be/ZwSAsBTDNz8
https://youtu.be/ugSdXd9V3XE
https://youtu.be/RaxEv_t5ewk
https://youtu.be/QcA-tS6joGc
https://youtu.be/3xQqmg69f4g
https://youtu.be/__GD-iaSDT0
https://youtu.be/-MF9d8C1X7Y
https://youtu.be/7Jv5WodtGZk
https://youtu.be/v_-3WfbCfpA
https://youtu.be/TmkQ6ICr5os
https://youtu.be/Fg7ysRIK4yw
https://youtu.be/A-kDd5C7TVA
https://youtu.be/-MSq6hEZ-Ug
https://youtu.be/JpCQ71ah8as
https://youtu.be/CQB2gaILEVI
https://youtu.be/Lo_0IpZdSk8
https://youtu.be/-cJzhW4KYcI


276 ETVよっかだい　ミャンマーを探る 千葉 賢 無し 2012/12/22 17:12

275 ギャラリー紫空庵 鹿志村 始 無し 2012/12/16 13:51

274 水沢・星空コンサート 水野 学 無し 2012/12/16 9:59

273 人権コンサート 『エヂソン　ディキシー　バンド』 水野 学 無し 2012/12/12 18:52

272 2012 12 09 秋によせて　『伊坂の紅葉』 石井 正之 無し 2012/12/10 15:06

271 十四川遡上ツアー4 千葉 賢 無し 2012/12/9 11:17

270 港地区＆なやプラザ交流会（展示・販売関係） 鹿志村 始 無し 2012/12/7 14:29

269 深雪アートフラワー笹原 鹿志村 始 無し 2012/12/4 17:12

268 港地区＆なやプラザ交流会（舞台でのパフォーマンス））.mpg鹿志村 始 無し 2012/12/4 17:07

267 遺跡探訪　旧東海道を行く 水野 学 無し 2012/12/3 21:23

266 水沢もみじ祭り 2012 水野 学 無し 2012/12/3 17:07

265 電飾の家 清岡 岩男 無し 2012/12/2 9:08

264 2012 11 1�1� 日永つんつく踊りと日永の伝統芸能・文化の紹介川村 浩 無し 2012/11/30 19:53

263 ８３２４八郷西文化祭ー７　朝明剣道少年団 清岡 岩男 無し 2012/11/24 9:07

262 2012 10 27 椿岸神社 観月祭 川村 浩 無し 2012/11/23 10:01

261 ２０１２八郷西文化祭ー２正水百代 清岡 岩男 無し 2012/11/16 12:54

260 2012八郷西文化祭―１正水百代 清岡 岩男 無し 2012/11/16 12:52

259 ２０１２八郷西文化祭アマチュア演奏会 清岡 岩男 無し 2012/11/16 9:51

258 ８３２４八郷西文化祭ー６　和太鼓演奏 清岡 岩男 無し 2012/11/16 9:49

257 ８３２４八郷西文化祭ー５　和太鼓まんまる座 清岡 岩男 無し 2012/11/16 9:48

256 ８３２４八郷西文化祭ー５　暁高校合唱部 清岡 岩男 無し 2012/11/16 9:44

255 ８３２４八郷西文化祭―４　続　暁高等学校吹奏楽部 清岡 岩男 無し 2012/11/16 9:42

254 ８３２４八郷西文化祭ー３暁高校吹奏楽部 清岡 岩男 無し 2012/11/16 9:40

253 四日市市富田地区・手づくりの文化祭 立木 陽 無し 2012/11/12 20:47

252 2012 常磐まつり 「マリアエレナ・プリメーラ」 水野 学 無し 2012/11/8 20:20

251 2012 常磐まつり　伊賀流忍術 水野 学 無し 2012/11/8 9:10

250 音楽会 清岡 岩男 無し 2012/11/5 8:23

249 四日市まちかど博物館　耕雨館 鹿志村 始 有り 2012/11/2 18:32

248 ETVよっかだい　伊勢湾海洋調査実習2012 千葉 賢 無し 2012/11/1 8:48

247 大学と地域を　学生によるイノヴェーション創発活動 鹿志村 始 無し 2012/10/29 11:49

246 第２１回全国ボランティアフェスティバルみえ 鹿志村 始 無し 2012/10/29 11:35

https://youtu.be/7cIKTMIpJSM
https://youtu.be/f_eb3zwBZ_0
https://youtu.be/DI1hdzUbXmo
https://youtu.be/Dn6WBojtJ9A
https://youtu.be/4sAmzwBUazM
https://youtu.be/9qdV5aB2WtM
https://youtu.be/bR-GAGg3GSk
https://youtu.be/Ie5OyaaHtvo
https://youtu.be/MEWaE2PBjcM
https://youtu.be/VmxEBv6YLVA
https://youtu.be/5QbIaxYCNh4
https://youtu.be/ev8LL7wlGFI
https://youtu.be/QMtCIUPeCB4
https://youtu.be/iWZHebb2MzE
https://youtu.be/nhfC9DFekS4
https://youtu.be/3hi8SZt81LA
https://youtu.be/cK53peMZTao
https://youtu.be/RISuai-vLaM
https://youtu.be/VzBVh1l-nME
hiroba-list.files/８３２４八郷西文化祭ー５　和太鼓まんまる座
https://youtu.be/Cv43iom-QCo
https://youtu.be/P0minMSXH-k
https://youtu.be/TxHkKDv5N-w
https://youtu.be/jG_FJIL1c_0
https://youtu.be/Rj70cA_5alw
https://youtu.be/7xGD1CfmYnM
https://youtu.be/VfybGtfyQ_o
https://youtu.be/gIsuw21GILY
https://youtu.be/sZ1uJttpfUc
https://youtu.be/hklMvp0Dmss
https://youtu.be/HqivIjeRks0


245 もっとネット大作戦 千葉 賢 無し 2012/10/24 4:45

244 魔方陣 千葉 賢 無し 2012/10/19 2:59

243 秋によせて　とある場所の田舎の風景 石井 正之 無し 2012/10/18 20:58

242 伊坂湖畔に泳ぐ鯉 水野 学 無し 2012/10/18 15:01

241 ２０１２秋の万古まつり 鹿志村 始 無し 2012/10/18 13:16

240 新まちかど博物館　～いわひば処　壽園～ 水野 学 有り 2012/10/17 22:00

239 十四川　秋　（彼岸花　他） 石井 正之 無し 2012/10/10 14:19

238 ETVよっかだい　多文化共生社会を考える（2/2） 千葉 賢 無し 2012/10/9 4:27

237 ETVよっかだい　多文化共生社会を考える（1/2） 千葉 賢 無し 2012/10/9 4:26

236 ETVよっかだい　みえの現場すごいやんかトーク（2/2） 千葉 賢 無し 2012/10/7 7:09

235 ETVよっかだい　みえの現場すごいやんかトーク（1/2） 千葉 賢 無し 2012/10/7 7:08

234 四日市ご当地グルメ・トンテキを探る 千葉 賢 無し 2012/10/6 10:15

233 ETVよっかだい　気象番組「台風シーズンに備える」（2/2）千葉 賢 無し 2012/10/5 6:55

232 ETVよっかだい　気象番組「台風シーズンに備える」（1/2）千葉 賢 無し 2012/10/5 6:55

231 ETVよっかだい 四日市市周辺大気のNO2一斉調査（2/2） 千葉 賢 無し 2012/10/3 5:42

230 ETVよっかだい 四日市市周辺大気のNO2一斉調査（1/2） 千葉 賢 無し 2012/10/3 5:42

229 SUMIE（墨絵） 千葉 賢 無し 2012/10/2 5:46

228 WAVE REFLECTION 千葉 賢 無し 2012/10/2 5:45

227 KELVIN-HELMHOLTZ INSTABILITY 千葉 賢 無し 2012/10/2 5:44

226 RAYLEIGH-TAYLOR INSTABILITY 千葉 賢 無し 2012/10/2 5:43

225 HAMON（波紋） 千葉 賢 無し 2012/10/2 5:42

224 MANDELBROT SET 千葉 賢 無し 2012/10/2 5:41

223 WATER CLOCK 千葉 賢 無し 2012/10/2 5:40

222 平成23年度伊勢湾海洋調査実習（2/2） 千葉 賢 無し 2012/10/2 5:38

221 平成23年度伊勢湾海洋調査実習（1/2） 千葉 賢 無し 2012/10/2 5:37

220 東海道４００年祭・in みえ　街道ウォーク　間の宿『富田』　mpg水野 学 無し 2012/10/1 19:49

219 四大ワークショップ. 鹿志村 始 無し 2012/10/1 16:31

218 ちんじゅの森コンサート　2012　(第１０回) 水野 学 無し 2012/9/23 23:43

217 四日市こども科学セミナー 水野 学 無し 2012/9/13 18:36

216 新まちかど博物館「針の花」 鹿志村 始 有り 2012/9/9 9:29

215 大四日市まつり 市民盆踊り 水野 学 無し 2012/9/6 8:42

https://youtu.be/A6VJq0ODorQ
https://youtu.be/cdtdws-mNAo
https://youtu.be/9wPiygXRLnw
https://youtu.be/bEWtozpcDQ8
https://youtu.be/gnMmBHQqWj0
https://youtu.be/FiR-JuW_TLQ
https://youtu.be/aAIf8sSLmSs
https://youtu.be/FY4gr9ZGoAM
https://youtu.be/FY4gr9ZGoAM
https://youtu.be/NnIy3YLx2uE
https://youtu.be/Amsa_OlxZnE
https://youtu.be/dZDCkgDVZBQ
https://youtu.be/rDiv8xSKYWA
https://youtu.be/-LylHAKpzkU
https://youtu.be/l4K7s8tUFng
https://youtu.be/B3kuoKC22XM
https://youtu.be/d3aJaYoymJw
https://youtu.be/CxekKCLvTjc
https://youtu.be/CyG13966H0Q
https://youtu.be/WWKj0B354aY
https://youtu.be/nmWy8oAtbw0
https://youtu.be/R7-motazaLQ
https://youtu.be/cXRcnp_FnGg
https://youtu.be/jshoe3bL0QA
https://youtu.be/OW2AxYiDN7M
https://youtu.be/84ijTEM2rus
https://youtu.be/ABpolnq7vUY
https://youtu.be/CjyKoG65ERk
https://youtu.be/IXogcWgYLI0
https://youtu.be/VW7Uvb0REVI
https://youtu.be/oS6gin0W3Jg


214 大四日市まつり コンテストおどりフェスタ2012 水野 学 無し 2012/9/6 8:41

213 大四日市まつり 市民総おどり 水野 学 無し 2012/9/6 8:40

212 大四日市まつり  リトルおどりフェスタ 水野 学 無し 2012/9/6 8:39

211 大四日市まつりオープニングパレード 水野 学 無し 2012/9/6 8:38

210 大四日市まつり 献花式 水野 学 無し 2012/9/6 8:36

209 2012　四日市花火大会 水野 学 無し 2012/8/30 10:04

208 ２０１２八郷西こどもフェスタと夏祭り 清岡 岩男 無し 2012/8/29 12:26

207 2012　大四日市まつり　御諏訪神輿.mpg 都筑 好枝 無し 2012/8/24 7:50

206 岩戸山  大四日市まつり　2012 水野 学 無し 2012/8/23 17:05

205 大入道  大四日市まつり　2012 水野 学 無し 2012/8/23 17:04

204 甕破り　大四日市まつり　2012 水野 学 無し 2012/8/22 13:17

203 御諏訪神輿 大四日市まつり　2012 水野 学 無し 2012/8/21 10:36

202 東日野大念仏  大四日市まつり　2012 水野 学 無し 2012/8/21 10:34

201 四日市大矢知地区松寺の石取り祭　２４年８月５日 立木 陽 無し 2012/8/17 10:24

200 大四日市まつり「大名行列」　２４年８月５日 立木 陽 無し 2012/8/17 10:17

199 四日市市八郷地区中村町の夏祭り　24年７月２９日 立木 陽 無し 2012/8/16 17:50

198 四日市八郷西地区夏まつり「私たちのふる里」２４年８月１２日立木 陽 無し 2012/8/16 17:36

197 1997 07 05 涼を求めて　小岐須渓谷 石井 正之 無し 2012/8/14 16:20

196 諏訪太鼓合同演奏  大四日市まつり　2012 水野 学 無し 2012/8/13 14:10

195 Kai Kou～めぐりあい～  大四日市まつり　2012 水野 学 無し 2012/8/13 14:09

194 四日市　港まつり 水野 学 無し 2012/8/11 12:26

193 岩戸山 都筑 好枝 無し 2012/8/10 22:46

192 2012　大四日市まつり　市街地の風景 都筑 好枝 無し 2012/8/10 22:42

191 サルビア分団 （四日市市消防団）　防火防災啓発活動 水野 学 無し 2012/8/9 16:10

190 大四日市まつり　菅公 水野 学 無し 2012/8/8 19:44

189 サルビア分団大型紙芝居 地震編 水野 義隆 無し 2012/8/8 17:46

188 サルビア分団の活動（煙体験） 水野 義隆 無し 2012/8/8 12:27

187 第４９回四日市市消防団操法競技大会　大矢知分団 水野 学 無し 2012/8/7 10:54

186 優拳塾空手演武 水野 義隆 無し 2012/8/7 10:28

185 第４９回四日市市消防団操法競技大会　八郷分団 水野 学 無し 2012/8/7 10:18

184 大入道さまのお通りだよ 水野 学 無し 2012/8/6 17:44

https://youtu.be/_ZtP2lafPWI
https://youtu.be/rBOfR3pDry8
https://youtu.be/ZYxxYwFVCH8
https://youtu.be/VWpG4NVViV4
https://youtu.be/doU60mFZWHs
https://youtu.be/-Ijwv8XUM00
https://youtu.be/8b8q4eNGm3s
https://youtu.be/ma0k8_3vBG0
https://youtu.be/x0R5equMV4k
https://youtu.be/CiwGjWmbFKg
https://youtu.be/zeiv45Fg9dk
https://youtu.be/YQJ14Mmf898
https://youtu.be/IJ3g0OdeCA8
https://youtu.be/8eomTIaheU4
https://youtu.be/jLLjr5PPRyU
https://youtu.be/9IBInQbQGMk
https://youtu.be/GlJ2OaUo2dc
https://youtu.be/4Mu4pmn8WH4
https://youtu.be/jYUEVyISOtA
https://youtu.be/SA5UZMUPUWc
https://youtu.be/XtxWOx9rWQM
https://youtu.be/TzaLdCrNb6A
https://youtu.be/Fp98aN9t09Y
https://youtu.be/SpYFy9hwgUs
https://youtu.be/ynf6YaU2WEo
https://youtu.be/xPAiIp6VuAI
https://youtu.be/kstVe-k-J2E
https://youtu.be/bK1jvrkt5z8
https://youtu.be/ddzcGB4mhZ0
https://youtu.be/2ruZ9lbBims
https://youtu.be/XEnu19Y9fPM


183 ホタルの里　彦左川 水野 学 無し 2012/8/1 20:15

182 まちかど博物館　～大入道さんminiミュージアム+Y～ 水野 学 有り 2012/8/1 20:13

181 2012 07 24 夏の彩り　垂坂公園散策 石井 正之 無し 2012/7/25 5:29

180 健闘！常磐分団 水野 学 無し 2012/7/20 14:06

179 四日市市消防団消防操法競技大会 水野 学 無し 2012/7/19 7:53

178 第49回四日市市消防団消防操法競技大会　覇者！塩浜分団水野 学 無し 2012/7/16 17:38

177 2012 07 12 まちかど名人「富田の鯨船ミニチュア製作」　金森　規之さん石井 正之 無し 2012/7/13 14:56

176 内部川にはどんな魚が棲んでいるの？「あッ！うなぎがいたッ！」立木 陽 無し 2012/7/12 16:48

175 伊勢湾の環境 立木 陽 無し 2012/7/12 16:46

174 黒糖蒸し饅頭つくり（富田市民センター）.mpg 水野 学 有り 2012/7/11 18:15

173 木の実の動物とお人形 水野 学 無し 2012/7/6 17:24

172 九華公園と七里の渡し 水野 学 無し 2012/7/4 20:16

171 湿地の自然観察会～御池沼沢～ 立木 陽 無し 2012/7/2 16:56

170 千紙鶴的折法～桑名の千羽鶴（第一弾）中国語版～ 岡 良浩 無し 2012/6/19 22:11

169 春夏秋冬～四日市地域まちかど博物館～取材映像 岡 良浩 有り 2012/6/19 22:10

168 春夏秋冬～手ひねり陶芸体験会～ 岡 良浩 無し 2012/6/19 22:10

167 楠温泉～四日市地域まちかど博物館～取材映像 岡 良浩 有り 2012/6/19 22:09

166 美月窯～四日市地域まちかど博物館～取材映像 岡 良浩 有り 2012/6/19 22:09

165 きもの屋小町～四日市地域まちかど博物館～取材映像 岡 良浩 有り 2012/6/19 22:08

164 第2回 四日市カレーライスコンテスト 2011 立木 陽 無し 2012/6/18 15:29

163 M111123 護衛艦『むらさめ』 四日市港一般公開 立木 陽 無し 2012/6/18 15:26

162 ダンスチーム凛さん 天の邪鬼 百虎 『四日市よさこい 春の番外編』2012立木 陽 無し 2012/6/18 15:13

161 四日市大学demo 立木 陽 無し 2012/6/18 14:57

160 九華公園と花菖蒲まつり 水野 学 無し 2012/6/18 14:52

159 2012 06 16  富田の虫送り行事（２０１１年度）.mpg 石井 正之 無し 2012/6/15 14:30

158 動画の投稿マニュアル（音声付） 水野 学 無し 2012/6/12 20:57

157 2012 06 09  水無月　花暦　紫陽花　その他.mpg 石井 正之 無し 2012/6/10 21:55

156 四日市市　海蔵地区　堀川菖蒲園 水野 学 無し 2012/6/10 9:42

155 花菖蒲（スライドショー） 水野 学 無し 2012/6/8 13:00

154 冬の日差しと風、手延べそうめんを色白に　三重県四日市立木 陽 無し 2012/6/7 22:10

153 酔月陶苑　「序」Garden of Gods Mie 立木 陽 無し 2012/6/7 22:01

https://youtu.be/o8o_Ay8T9MQ
https://youtu.be/uOfqGadGzho
https://youtu.be/YaQAJ_O0CRQ
https://youtu.be/XID5cWM4F9I
https://youtu.be/7NmggiBuiDk
https://youtu.be/1UQBL-2Hfqc
https://youtu.be/hJdL4Kcz4VE
https://youtu.be/gcAwU4BXRIo
https://youtu.be/Tv01h38Ua8I
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UyaSkUbIJVY
https://youtu.be/hQGOW2JnxaI
https://youtu.be/eFqeiWf2q-U
https://youtu.be/XLGJxuW3gm8
https://youtu.be/V10xtz13NM0
https://youtu.be/0OSBnYpoCt8
https://youtu.be/BosVnuwH_DY
https://youtu.be/BLnGZ3OPDAk
https://youtu.be/lmTc_w3H3H0
https://youtu.be/pVHes0MLAUU
https://youtu.be/BO2AMvcIa_4
https://youtu.be/qDTg0OksDR0
https://youtu.be/lSFtdXqXGJk
https://youtu.be/EF7Dnjz3bak
https://youtu.be/CZzVeMJx31Q
https://youtu.be/VXyVWNKN_HU
https://youtu.be/M3Xo5nprbFM
https://youtu.be/towtOPwVA48
https://youtu.be/0_sV9NGHXrg
https://youtu.be/do1k1NPDLG4
https://youtu.be/lYPWlUqjJEA
https://youtu.be/J6koMBydeog


152 露光窯 陶芸家　冬柴文廣 FUYUSHIBA Fumihiro 立木 陽 無し 2012/6/7 22:00

151 「四日市萬古まつり」に多くの人出 立木 陽 無し 2012/6/7 21:59

150 四日市萬古焼 ～Garden of Gods Mie 立木 陽 無し 2012/6/7 21:58

149 Oven plate 四日市 萬古焼 ばんこ焼き オーブンプレート 耐熱皿 グラタン皿立木 陽 無し 2012/6/7 21:57

148 ＦＵＹＵＳＨＩＢＡ　Ｆｕｍｉｈｉｒｏ　冬柴文廣　露光窯立木 陽 無し 2012/6/7 21:57

147 岡井翼 陶芸教室 作品映像　四日市 万古焼き（ばんこ焼き）立木 陽 無し 2012/6/7 21:56

146 四日市・万古焼急須のご紹介！ 立木 陽 無し 2012/6/7 21:55

145 後藤酒造　三重県桑名市　酒蔵見学地酒商かねこや 立木 陽 無し 2012/6/7 20:58

144 Sake making report 2012 - Trailer @ Ishikawa Sake Brewery立木 陽 無し 2012/6/7 20:55

143 軽便鉄道博物館　北勢線阿下喜駅　三重県 立木 陽 無し 2012/6/7 20:48

142 近鉄電車Nゲージ走行2250系 Kintetsu train N gauge run series 2250立木 陽 無し 2012/6/7 20:47

141 近鉄電車Ｎゲージ走行6　Kintetsu train N gauge run 6 立木 陽 無し 2012/6/7 20:46

140 鉄道大好き　憩いの場に　四日市市小生町に今秋オープン立木 陽 無し 2012/6/7 20:45

139 歴史探訪おおやち 水野 学 無し 2012/6/6 19:49

138 四日市中央工業高等学校 サッカー部 凱旋 国吉主将挨拶 立木 陽 無し 2012/6/4 13:23

137 第90回全国高校サッカー選手権大会準々決勝・四中工×中京大中京立木 陽 無し 2012/6/4 13:23

136 高校サッカー準決勝　四日市中央工業高校　3点目 立木 陽 無し 2012/6/4 13:22

135 高校サッカー決勝　四日市中央工業高校　先制ゴール 立木 陽 無し 2012/6/4 13:22

134 2012 01 05 高校サッカー選手権 中京大中京 2-2 四日市中央工 48分 河合立木 陽 無し 2012/6/4 13:22

133 高校サッカー選手権　市立船橋対四日市中央工業の試合後の様子立木 陽 無し 2012/6/4 13:21

132 第64回全国高校サッカー　清水市商ｖｓ四日市中央工【ダイジェスト】立木 陽 無し 2012/6/4 13:21

131 第70回全国高校サッカー　四日市中央工ｖｓ帝京【ダイジェスト】立木 陽 無し 2012/6/4 13:20

130 グルメレポート「とんてき｣ 立木 陽 無し 2012/6/4 11:55

129 ピリ辛オリジナルソーストンテキ、長いもとオクラの味噌汁 by こうちゃん立木 陽 無し 2012/6/4 11:54

128 三重県知事と四日市とんてき 立木 陽 無し 2012/6/4 11:54

127 B-1グランプリin姫路（四日市とんてき）完売 立木 陽 無し 2012/6/4 11:54

126 四日市のトンテキ「来来憲」松本店にて 立木 陽 無し 2012/6/4 11:53

125 グルメレポート「四日市とんてきバーガー｣ 立木 陽 無し 2012/6/4 11:53

124 ラブストーリーはトンテキに／White*White 立木 陽 無し 2012/6/4 11:53

123 大好きとんてき　四日市ＭＩＸ (もっと四日市Ver.) 立木 陽 無し 2012/6/4 11:51

122 ４丁目のおまつり   YouTube 清岡 岩男 無し 2012/6/2 11:01

https://youtu.be/7Q71ZAjqdIw
https://youtu.be/GAf_65SYjPw
https://youtu.be/_tUR9sISf1c
https://youtu.be/xN0du-VdsAA
https://youtu.be/w77w0pU0FQM
https://youtu.be/JQC_y3aYD18
https://youtu.be/eMCCgrt5gb4
https://youtu.be/6OSbVqUBWTg
https://youtu.be/pwGuk0DBCHA
https://youtu.be/jEeQes35CGg
https://youtu.be/FUb4T4qJ9M4
https://youtu.be/LtEwfVAlyG8
https://youtu.be/YpdPmrzhmPc
https://youtu.be/PqcPt2pTkvA
https://youtu.be/2_v1MKVKGy8
https://youtu.be/dJ5yvdQmAQQ
https://youtu.be/wCJPRAGmIjI
https://youtu.be/86KuKzi3lhM
https://youtu.be/g3NaJwuF9rk
https://youtu.be/88FFIgVQNA0
https://youtu.be/X-EEATo2kz8
https://youtu.be/wVaJub4h0yg
https://youtu.be/RPeR6yN5_TU
https://youtu.be/V4LMeC_e6wM
https://youtu.be/iytmUA6zd2k
https://youtu.be/3pTAJNChalA
https://youtu.be/16ABBZLBSPY
https://youtu.be/NfH7bJtXtaU
https://youtu.be/_xKEpVQrVSg
https://youtu.be/Qb-Ge5SIFP4
https://youtu.be/izyCQle7AyI


121 ８６歳が撮ったこども見守り隊 - YouTube.flv 清岡 岩男 無し 2012/6/2 10:37

120 ２４年八郷西花見の会
北村 與志
雄

無し 2012/5/29 11:16

119 北勢地域若者サポートステーション開設記念講演会ダイジェスト版
makino
tomohiko

無し 2012/5/24 16:31

118 「北勢地域若者サポートステーション開設記念講演会」西川所長挨拶
makino
tomohiko

無し 2012/5/24 16:28

117 「北勢地域若者サポートステーション開設記念講演会」松井代表挨拶
makino
tomohiko

無し 2012/5/24 16:28

116 人財ポケットテレビ（第6回）
makino
tomohiko

無し 2012/5/24 16:12

115 人財ポケットテレビ（第5回）
makino
tomohiko

無し 2012/5/24 16:12

114 人財ポケットテレビ（第4回）
makino
tomohiko

無し 2012/5/24 16:12

113 人財ポケットテレビ（第3回）
makino
tomohiko

無し 2012/5/24 16:11

112 人財ポケットテレビ（第2回）
makino
tomohiko

無し 2012/5/24 16:11

111 人財ポケットテレビ（第1回）
makino
tomohiko

無し 2012/5/24 16:09

110 名四国道の騒音公害 櫻井 正生 無し 2012/5/20 15:56

109 伊坂ダム森林浴への誘い 水野 学 無し 2012/5/16 21:00

108 2012 萬古まつり　初日 水野 学 無し 2012/5/16 20:15

107 新まちかど博物館シリーズ『手づくり水石鉢』 水野 学 有り 2012/5/15 21:25

106 春のいぶき 水野 学 無し 2012/5/15 21:23

105 エキサイト四日市・バザール２０１１ 水野 学 無し 2012/5/15 21:20

104 春爛漫 九華公園界隈散策 水野 学 無し 2012/5/15 21:19

103 新・まちかど博物館シリーズ ～花とオブジェの空間館～ 水野 学 有り 2012/5/15 21:18

102 ＮＰＯ法人 森林（もり）の風 水野 学 無し 2012/5/15 21:16

101 春 ４月の自然観察 水野 学 無し 2012/5/15 21:15

100 親子で作ろう「こいのぼり」 水野 学 無し 2012/5/15 21:14

99 第51回　四日市萬古まつり 水野 学 無し 2012/5/14 15:52

98 新・まちかど博物館～季節のお菓子 大昇軒～ 水野 学 有り 2012/5/12 9:41

97 第５０回 四日市萬古まつり 水野 学 無し 2012/5/12 9:40

96 子どもの見守りは地域で～八郷地区～ 水野 学 無し 2012/5/12 9:39

95 文化の駅 ローカルステーション 第１作 ～三重銀行常磐支店～水野 学 無し 2012/5/12 9:38

94 湿地の自然観察会～御池沼沢～ 水野 学 無し 2012/5/12 9:37

93 新まちかど博物館シリーズ～珈琲倶楽部　長の字～ 水野 学 有り 2012/5/12 9:37

92 梅雨の晴れ間の花模様 水野 学 無し 2012/5/12 9:36

91 ２００回記念「いぐらふれあいの会」 水野 学 無し 2012/5/12 9:35

https://youtu.be/T1gBlx1WOLg
https://youtu.be/J0tFAZHw-qc
https://youtu.be/DRgCcUzqkHs
https://youtu.be/C39borDXpkY
https://youtu.be/ek65WfuOURA
https://youtu.be/wBmG6irGCq4
https://youtu.be/fMENGM28n4w
https://youtu.be/F-vZLGFAppU
https://youtu.be/jEI2qBXzeOY
https://youtu.be/5z05wckgcJk
https://youtu.be/7ry_wDXJ9TI
https://youtu.be/Rg2TuVTyJ2Y
https://youtu.be/ceSvdPggEsw
https://youtu.be/HQR-mFUwwlg
http://www.medianet-yokkaichi.com/sakuhin/209.html
https://youtu.be/gtD6fVUTPCE
https://youtu.be/vARuf3cc5n4
https://youtu.be/CrsEJH92J7s
https://youtu.be/O4mI-e7dKlE
https://youtu.be/3gMwsJX7uRg
https://youtu.be/-1G6KpG80ak
https://youtu.be/e2uGzpxd-NQ
https://youtu.be/S1CCmNDJg74
http://www.medianet-yokkaichi.com/sakuhin/218.html
https://youtu.be/66aWqPkjxUQ
https://youtu.be/7MjF9VnUZJc
https://youtu.be/-H6XBbbAg0o
https://youtu.be/XLGJxuW3gm8
http://www.medianet-yokkaichi.com/sakuhin/223.html
https://youtu.be/Se-y-3mDNGc
https://youtu.be/K7yESHUF24k


90 新まちかど博物館～「ローズガーデン 書の特別展」～ 水野 学 有り 2012/5/12 9:34

89 桜地区の防災フェスタ 水野 学 無し 2012/5/12 9:32

88 大四日市まつり2011（ハイライト） 水野 学 無し 2012/5/12 9:32

87 高花平盆踊り 水野 学 無し 2012/5/12 9:30

86 菰野竹成五百羅漢 水野 学 無し 2012/5/12 9:29

85 湯の山・野外コンサート 水野 学 無し 2012/5/12 9:28

84 第４５回　四日市花火大会 水野 学 無し 2012/5/12 9:28

83 新まちかど博物館 ～館長さんの集い～番外編 水野 学 有り 2012/5/12 9:27

82 羽津地区防災フェスタ 水野 学 無し 2012/5/12 9:26

81 この木 なんの木 何になる 水野 学 無し 2012/5/12 9:25

80 ちいさい秋みつけた 水野 学 無し 2012/5/12 9:24

79 紙袋に入る猫 水野 学 無し 2012/5/11 20:03

78 桐箱に十文字に紐をかける 水野 学 無し 2012/5/10 4:56

77 第９回ちんじゅの森コンサート 水野 学 無し 2012/5/9 21:42

76 まちかど博物館～きもの屋小町～ 水野 学 有り 2012/5/9 21:40

75 赤堀人権のふれあいまつり 水野 学 無し 2012/5/9 21:38

74 四日市大学よんよん祭 水野 学 無し 2012/5/9 21:37

73 高花平地区文化祭 水野 学 無し 2012/5/9 21:35

72 羽津地区文化祭 水野 学 無し 2012/5/9 21:33

71 「いのこ」で世代間の交流～ 水野 学 無し 2012/5/9 21:31

70 まちかど博物館 ～春夏秋冬～ 水野 学 有り 2012/5/9 21:29

69 志産 志消３つのイベント 水野 学 無し 2012/5/9 21:26

68 新・まちかど博物館～小さな旅の記念館～ 水野 学 有り 2012/5/9 21:23

67 川合町獅子舞 水野 学 無し 2012/5/7 6:22

66 椿岸神社獅子舞 水野 学 無し 2012/5/7 6:22

65 御館獅子舞 水野 学 無し 2012/5/7 6:21

64 水沢お諏訪おどり 水野 学 無し 2012/5/7 6:20

63 日永つんつく踊り 水野 学 無し 2012/5/7 6:19

62 浜田舞獅子 水野 学 無し 2012/5/7 6:19

61 大四日市まつり　kai-kou～めぐりあい～ 水野 学 無し 2012/5/7 6:18

60 大四日市まつり　諏訪太鼓合同演奏 水野 学 無し 2012/5/7 6:17

https://youtu.be/SVzGoPd1O6o
https://youtu.be/Bn4y9ufz-s8
https://youtu.be/cwNsPT-ViY8
https://youtu.be/gw2szioOXtQ
https://youtu.be/oHqwT9iKOio
https://youtu.be/iiaING8CA3Y
https://youtu.be/RZcx0j7tZD0
https://youtu.be/0zqE-KGL3CM
https://youtu.be/NmMVWNwHg_0
https://youtu.be/pE6lsbtYbec
https://youtu.be/w5EbNeTWmPY
https://youtu.be/Eyjv0NNxmyM
https://youtu.be/obuDbHHkYnc
https://youtu.be/7sS0EH95YjY
https://youtu.be/AVpry3Jbx4c
https://youtu.be/I7kAEdQrQT4
https://youtu.be/e4RI9zDyzPE
https://youtu.be/q787twFoURM
https://youtu.be/ZaX8uW4GP9o
https://youtu.be/kZteLZyZNMA
https://youtu.be/af1yNHa8BMM
https://youtu.be/s4sJj0CWmdc
https://youtu.be/hN4s_Tc6Usg
https://youtu.be/FZT7PlGhhRQ
https://youtu.be/bmwRqoNv7Hg
https://youtu.be/Sj6rz67xQkI
https://youtu.be/LypbOiPmdf0
https://youtu.be/7DUvAUlq9bQ
https://youtu.be/4_3AMspW_Gs
https://youtu.be/CRhxHhnxRfg
https://youtu.be/ppJjnRv-cRs


59 大四日市まつり　大念仏 水野 学 無し 2012/5/7 6:16

58 大四日市まつり　鯨船 水野 学 無し 2012/5/7 6:16

57 大四日市まつり　大入道 水野 学 無し 2012/5/7 6:15

56 大四日市まつり　甕破り 水野 学 無し 2012/5/7 6:14

55 大四日市まつり　岩戸山 水野 学 無し 2012/5/7 6:13

54 大四日市まつり　御諏訪神輿 水野 学 無し 2012/5/7 6:12

53 2011 四日市花火 追悼と復興の願いをこめて 水野 学 無し 2012/5/7 6:06

52 2011 四日市花火 ホタルとコンビナートの競演 水野 学 無し 2012/5/7 6:06

51 2011 四日市花火 大空に広がる希望の星 水野 学 無し 2012/5/7 6:05

50 2011 四日市花火 スターライトパレード 水野 学 無し 2012/5/7 6:05

49 2011 四日市花火 復興の架け橋 水野 学 無し 2012/5/7 6:04

48 2011 四日市花火 夏に思い出　感動の記憶 水野 学 無し 2012/5/7 6:03

47 2011 四日市花火 アートオブファイヤー 水野 学 無し 2012/5/7 6:02

46 2011 四日市花火 コンビナートに架かる虹 水野 学 無し 2012/5/7 6:02

45 2011 四日市花火 日本煙火芸術協会銘品集 水野 学 無し 2012/5/7 6:01

44 2011 四日市花火 星空のシンフォニー 水野 学 無し 2012/5/7 6:00

43 2011 四日市花火 夜空のコンサート 水野 学 無し 2012/5/7 5:59

42 2011 四日市花火 賑わいの星空 水野 学 無し 2012/5/7 5:51

41 2011 四日市花火 希望の光 水野 学 無し 2012/5/7 5:49

40 平成２４年　四日市市消防出初式 水野 学 無し 2012/5/5 8:53

39 新・まちかど博物館　～藍窯～ 水野 学 有り 2012/5/5 8:50

38 第１回　郷土が誇る芸能大会 水野 学 無し 2012/5/4 13:23

37 春よ！来い 水野 学 無し 2012/5/4 13:20

36 新まちかど博物館探訪～安達微笑仏館～ 水野 学 有り 2012/5/4 13:19

35 第９回映像づくり市民講座 水野 学 無し 2012/5/4 13:19

34 桜地区一生吹山梅林につどう 水野 学 無し 2012/5/4 13:17

33 四日市流域ルネッサンス 水野 学 無し 2012/5/4 13:15

32 新・まちかど博物館～クラフト輝～ 水野 学 有り 2012/5/4 13:02

31 産業観光の街・四日市 水野 学 無し 2012/5/4 12:35

30 八郷地区のプロ級の「おやじバンド」が中村町公民館の落成式典で演奏！立木 陽 無し 2012/5/3 21:41

29 すずらん福祉会「楽々館」 水野 学 有り 2012/5/3 7:18

https://youtu.be/GW-iP9D_h04
https://youtu.be/f9aJQoYK3_o
https://youtu.be/tZU0jCwde1A
https://youtu.be/3bT3uRWjNA8
https://youtu.be/oTvfmfrnXCA
https://youtu.be/yrRKIoKRqec
https://youtu.be/ITOG2YTGDnE
https://youtu.be/7eZmmQhaRlU
https://youtu.be/hn5wPornrMA
https://youtu.be/y90F38ftGzM
https://youtu.be/XsBVItG5iJQ
https://youtu.be/8wow5wJzvKY
https://youtu.be/p5h2h8VTj_g
https://youtu.be/gmoJDZBTlkU
https://youtu.be/Z83nMoV00fQ
https://youtu.be/bzklBB7dh04
https://youtu.be/3OQXFJPei_U
https://youtu.be/dy65xUtm_Fk
https://youtu.be/KBWFdYT2s8A
https://youtu.be/SIvYQ3s8Tq4
https://youtu.be/Yyu-YRgzPKo
https://youtu.be/eLj3C4XDvyo
https://youtu.be/kFniB8g-Uj8
https://youtu.be/NLY2sFpv6mY
https://youtu.be/XfZSPDNbgSo
hiroba-list.files/桜地区一生吹山梅林につどう
https://youtu.be/i5i_2LsqwIE
https://youtu.be/Aq_yr3q63Ek
https://youtu.be/Tu0XwbeJ_2E
https://youtu.be/6rBmyJCgK4o
https://youtu.be/JfMn4Q-KRYU


28 十四川の桜 水野 学 無し 2012/5/3 7:15

27 いいね！四日市 No.14 四日市コンビナート夜景 R23 立木 陽 無し 2012/5/2 10:37

26 いいね！四日市 No.13 水沢茶畑 立木 陽 無し 2012/5/2 10:36

25 いいね！四日市 No.8 南部丘陵公園 立木 陽 無し 2012/5/2 10:35

24 いいね！四日市 No.1　市民公園 立木 陽 無し 2012/5/2 10:34

23 いいね！四日市 No.9 四日市ドーム 立木 陽 無し 2012/5/2 10:31

22 いいね！四日市 No.7 諏訪神社 立木 陽 無し 2012/5/2 10:28

21 いいね！四日市 No6 四日市市立博物館 立木 陽 無し 2012/5/2 10:27

20 いいね！四日市 No.5 四日市港ポートビル 立木 陽 無し 2012/5/2 10:26

19 いいね！四日市 No.3 垂坂公園・羽津山緑地 立木 陽 無し 2012/5/2 10:22
18 いいね！四日市 No.4 泗翠庵 立木 陽 無し 2012/5/2 10:20
17 いいね！四日市 No.2　オーストラリア記念館 立木 陽 無し 2012/5/2 10:19
16 いいね！四日市　オープニング 立木 陽 無し 2012/5/2 10:18
15 いいね！四日市 No.11 海山道神社 立木 陽 無し 2012/5/2 10:18
14 いいね！四日市 No.12 ふれあい牧場 立木 陽 無し 2012/5/2 10:17
13 いいね！四日市 No.10 伊坂ダム 立木 陽 無し 2012/5/2 10:15
12 トマト・ケチャップ「つくつくぼうし」 立木 陽 無し 2012/5/2 10:14
11 八郷ふれあいフェスタ 立木 陽 無し 2012/5/2 10:10
10 八郷西文化祭風景 立木 陽 無し 2012/5/2 10:09
9 八郷園芸・花づくり講習会 立木 陽 無し 2012/5/2 10:09
8 八郷西連合自治会文化祭 立木 陽 無し 2012/5/2 10:08
7 八郷ふれあいパスポートのご紹介 立木 陽 無し 2012/5/2 10:07
6 北部交流戦、八郷VS大矢知 立木 陽 無し 2012/5/2 10:05
5 四日市八郷地区自治会ＨＰ「八郷ふれコミ」は楽しいよ！立木 陽 無し 2012/5/2 10:04
4 八郷の人物フォーカス・清岡岩男さん「高齢者のＩＴ挑戦者」立木 陽 無し 2012/5/2 10:02
3 中村町公民館落成式 立木 陽 無し 2012/5/1 22:36
2 火消し太鼓 立木 陽 無し 2012/5/1 22:34

1 チンドン奏団 立木 陽 無し 2012/5/1 22:33

全投稿
リスト

<<　投稿リストのトップに戻る

https://youtu.be/SaDFasYa5ys
https://youtu.be/rFRtZ0JJalU
https://youtu.be/bbc8HwbtryI
https://youtu.be/P9N8Yzos2XU
https://youtu.be/DGjVDAvYXdY
https://youtu.be/SuyoPpWbUvo
https://youtu.be/vEcNWSL-WZk
https://youtu.be/uhZV6EfZg1s
https://youtu.be/-y6F-q8Z8aE
https://youtu.be/6EDowgXzOIc
https://youtu.be/EErK4bQ1L9o
https://youtu.be/RCsCbBNQyRQ
https://youtu.be/pOnk8oovm2I
https://youtu.be/kXqvA53apOg
https://youtu.be/sqfRXp-FLqw
https://youtu.be/xmDvY6UW7-8
https://youtu.be/jWGM1grpG0Y
https://youtu.be/KFBwZT4yGoE
https://youtu.be/OFdUWYIVaH8
https://youtu.be/7YcJBNu4VOs
https://youtu.be/RTjBzlKJ4RE
https://youtu.be/lmmtqf1ul1A
https://youtu.be/J1t-j9oxGV4
https://youtu.be/mrhpDc4oCbc
https://youtu.be/x0HkDRLHf58
https://youtu.be/vfgIZqIfp9I
https://youtu.be/_QEbGJQbv9o
https://youtu.be/LA2P9IJBUhQ
http://gakubee.sakura.ne.jp/Y-hiroba/list-all.pdf
http://gakubee.sakura.ne.jp/Y-hiroba/list-all.pdf
http://gakubee.sakura.ne.jp/Y-hiroba/hiroba-top.html



