お知らせ
発行：令和元年年１１月５日
神前地区市民センター
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～神前地区一斉防災訓練が行われました～
10 月 20 日（日）に神前地区一斉防災訓練が、
午前 9 時のサイレン吹鳴と同時に行われました。
今回の防災訓練は、ここ数年神前地区で続けている、
「安否確認の徹底」と「被災地区（町）への救援の
ための情報伝達」を行いました。
「安否確認」では、右の表の通り、黄色いタオルで確

子育て広場から

クリスマス会

認できたのが 77.3％という結果になりました。

のお知らせです

この結果は、妥当でしょうか。もちろん災害時には、
「自分（家族）の命は、自分（家族）で守る。
」のが

☆日 時：１２月１６日（月）１０：００～１２：３０頃
☆場 所：神前地区市民センター 2 階 会議室
☆対 象：神前地区在住の未就園のお子さんと保護者
☆定 員：40 名（子どもと保護者合わせて先着順）
☆参加費：保護者のみ 100 円（当日集めます。子どもは無料）
☆内 容：・ミニケーキ作り（必要であればエプロンを持参してください）
・コンサート（にこにこミュージックさん）

当然ですが、大災害後の報告からいっても、一番助け
合えるのは隣り近所の人たちです。
昨今、台風災害等が多発していますが、この時期にこそ、地域の防災訓練を真剣に、隣同士協
力し合って、少しでも実際の災害の時に役立つようにしていきましょう。美里ケ丘のように情報
が届かないときがあるということも、訓練をして分かりました。
「救援のための情報伝達」では、上名ヶ丘へ尾平町の救援
隊が、寺方 1 区へ菅原の救援隊が速やかに駆けつけてくれ

❤希望される方は、神前地区市民センターに申し込んでください。
❤申し込みの受付けは、11 月 2５日（月）から 12 月６日（金）まで
☆申込み：神前地区主任児童委員 川内 陽子
杉野 まり
神前地区市民センター
℡ 326-2751

ました。
救援隊の方々、本当にご苦労様でした。これで神前地区内
の「共助」はひと安心です。
訓練をすることで、神前地区のすばらしいところ、もっと
変えていかなければならないところが見えてきます。それぞれのご家庭でも、この訓練を振り

『お正月料理教室』 開催のお知らせ
楽しく料理をしながら、健康な体づくりをしましょう。
今回は、お正月料理です。みなさんお誘い合わせの上、ご参加ください。
◆日 時：１２月１３日（金）１０：００～１３：００
◆場 所：神前地区市民センター 2 階 料理室
◆材料費：600 円
◆持ち物：エプロン・三角巾・ふきん・台ふき
◆講 師：神前ヘルスメイト
◆定 員：24 名（定員になり次第、締め切りとなります。
）
◆申込み：１２月６日（金）までに
神前地区市民センター ℡ 326-2751 へ

納税は、便利で安心な

口座振替で‼

【お問合せ先】四日市市収納推進課
Tel
059-354-8141
Fax 059-354-8309

返って、自分の家の防災について話し合ってみてはいがでしょうか。

令和元年度 看護職向け在宅看護研修（初級コース）受講生募集！!
潜在看護師などが、訪問看護に必要な基本的な知識・技術を習得し、訪問看護を提供でき
るように、または現役の看護師さんで訪問看護に興味があり、知識を得てスキルアップされ
たい方に対して研修を開催いたします。
（少人数で受講しやすい講座です）
○開催期間：令和２年１月７日（火）
、１４日（火）
、２１日（火）
、２８日（火）
２月４日（火）
、１２日（水）
○開催場所：四日市看護医療大学（四日市市萱生町１２００番地）
○受講資格：以下の要件を満たす方を対象とします。
1.
2.
3.
4.

再就業を希望する潜在看護師
訪問看護に興味のある現役看護師
訪問看護師になりたい方
全日程参加できる方
※研修プログラムは、市のホームページをご参照ください。

（全日程参加が難しい方は、健康福祉課でご相談に応じますので、下記問い合わせ先まで）
○受付期間：１２月２７日（金）まで（受付期間が過ぎても 1 月 6 日まで受け付け可）
問合せ：健康福祉課 企画係 ℡354-8281

く

三 重西 幼稚 園

神 前幼 稚園

〔なかよし会（月曜日）〕
12 月： ２日 もうすぐクリスマス会★
クリスマスブーツを作りましょう。
９日 クリスマス会
サンタさんに会えるかな…
23 日 誕生会をします・身体測定もしましょう！

〔ひよこクラブ（水曜日）〕
12 月： 4 日、11 日、18 日
〔3 歳ひよこクラブ（木曜日）〕
12 月： ５日、1２日、19 日
１０：００～１１：３０
問合せ：℡ 326-4408

〔3 歳児ちゅうりっぷ組（水曜日）〕
12 月： ４日 幼稚園のお友だちと一緒に遊びましょう！
18 日 何をつくろうかな？
3 歳児のお友達が参加します

１０：００～11：30
問合せ：℡ 332-8976

べ いせき

久留倍遺跡まつり～ウォーク・講演会のご案内
か ん が

大矢知町にある、古代の役所跡「久留倍官衙遺跡」の周辺の史跡など約 3.7 ㎞を巡って、
古代に想いを馳せてみませんか。
しょう む

また、 聖 武天皇が西暦 740 年から 745 年にかけて
行った「東国行幸」の際、久留倍官衙遺跡が所在する
せ ん と

朝明郡に宿泊し、その行程の中で遷都を重ねたさまよ
える５年間をテーマに講演します。
ウォーク
日 時：11 月 17 日（日）9:30～12:00（受付 9 時～）雨天実施、荒天中止
場 所：くるべ古代歴史館（大矢知町 2323－1）
コース：くるべ古代歴史館、県史跡・ 天武天皇迹太川御遥拝所跡、浄恩寺、伊賀留我神社
（羽津） ※学芸員が引率、解説
申込み：事前申込制（定員 100 人）11 月 6 日（水）までに、メール、FAX、往復はがき
または直接、代表者の住所・電話番号、参加者全員の名前を記入のうえ、
〒510-8034 四日市市大矢知町 2323-1 くるべ古代歴史館まで。
（申込み多数の場合は抽選）

神 前保 育園
〔あそぼう会（金曜日）〕
12 月： ６日、1３日、2０日、27 日

る

９：３０～１１：３０
問合せ：℡ 326-1177

市内学童保育所の指導員を募集しています
学童保育所で放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。
子どもが好きで意欲のある方を募集しています。経験・資格の有無は問いません。常勤の
指導員だけでなく、週に 1 日だけ、長期休みだけの勤務、ボランティアを希望される方も
募集しています。
・内 容：市内学童保育所での、子どもとの遊び・生活の指導など
・その他：各学童保育所での雇用になりますので、条件はそれぞれ異なります。
◆指導員登録説明会
市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記のとおり指導員登録説明会を開
催します。登録していただいた方には、指導員を募集する学童保育所を紹介します。
年度ごとの登録になりますので、平成３０年度に登録をされた方も改めて登録をしてく
ださい。
・日 時：12 月 1４日（土）１８：００から
・場 所：四日市市文化会館 第 4 ホール
・内 容：①指導員登録制度の説明 ②各学童保育所からのお知らせ
・申込み：12 月 1１日（水）までに、下記内容を、
電話、ファクス、又はＥメールでこども未来課へ
① 住所 ②名前 ③電話番号 ④ファクス番号 ⑤Ｅメールアドレス
こども未来課 学童保育係 ℡ 354-8464、Fax 354-8061
E メール gakudou@city.yokkaichi.mie.jp

講演会
日 時：11 月 17 日（日）14:00～15:45（受付 13:30～）
場 所：あさけプラザ ホール
くろさき

参加料：いずれも
無料

ただし

容：黒崎 直 さん（大阪府立弥生文化博物館名誉館長）
く にきゅう
し が らきのみや
「聖武天皇のさまよえる五年間－久留倍官衙遺跡から恭仁宮、紫香楽宮へ－」
申込み：不要（定員 300 人）
内

※行き方など詳しくは、久留倍官衙遺跡公園ホームページ
（http://www.city.yokkaichi.mie.jp/kyouiku/kurube）をご覧ください。
問合せ：四日市市教育委員会 社会教育・文化財課
℡ 354-8240 Fax 354-8308 ✉syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

自 動車 文庫 巡回 予定
１２月１１日（水）１３：４０～１４：１０
１２月１９日（木）１０：４０～１１：１０
１４：４０～１５：１０

神前地区市民センター
尾平町集落センター
美里ケ丘 2 号公園

まって～

みんなで利用してね！！
高角駅～近鉄四日市駅 自主運行バス

