お知らせ

各地区カフェのご案内

発行：令和元年１１月２０日
神前地区市民センター
☎３２６－２７５１ FAX ３２５－２０７０
団体事務局（１３時～１７時）
☎、FAX ３２７－１５０１

各カフェサロンの開催予定です。
大日 Café サロン
日 時：１２月３日（火） ★毎月第１火曜日 １０：００～１２：００
場 所：寺方町公会所

協力費：100 円

カフェ あったかつの
日 時：１２月９日（月） ★毎月第２月曜日 ９：００～１２：００
場 所：高角町公会所

表彰おめでとうございます！

協力費：100 円

より曽井サロン
日 時：１２月１２日（木）★毎月第２木曜日 １０：００～１５：００
場 所：曽井町公会所

10 月 30 日（水）に四日市文化会館で、令和元年

カフェサロン尾平

度四日市市自治会長大会が開催され、神前地区からは
お二人の自治会長が表彰されました。

日 時：１２月１７日（火）★毎月第３火曜日 １０：００～１２：００
場 所：尾平町集落センター 会 費：100 円

【永年勤続自治会長表彰】
❀ 佐藤 房雄 さん 神前地区連合、上名ヶ丘

再

（勤続２５年）

❀

佐野

しのぶ

さん 美里ヶ丘
（勤続 ５年）

です！

【スポーツ有功賞】
則幸 さん（四日市ゲートボール連合会推薦）
春造 さん（三重県タスポニー協会推薦）

1１月１１日（月）に四日市市文化会館で、令和元年度 四日市市社会福祉大会が開催さ
れ、ボランティア活動、地域福祉活動に功績のあった方々が表彰されました。

【四日市市社会福祉協議会会長表彰】
❀
❀

下田
二宮

紀子 さん
裕美 さん

世界で一つだけのお菓子の家を作ってみませんか。
作った後も、お部屋で飾って、食べて、最後まで楽しめる教室です。

佐野さん

1１月６日（水）に令和元年度 スポーツ功労者の表彰式が行われ、永年にわた
りスポーツの普及、発展に貢献された方々が表彰されました。

出口
山中

掲
残りわずか

佐藤さん

❀
❀

会 費：100 円

（食生活改善推進協議会推薦）
（神前地区社会福祉協議会推薦）

日
場
対
講
定

時：１１月３０日（土）１０：００～１２：００
所：神前地区市民センター 会議室
象：神前地区在住の方ならどなたでも（未就学児は保護者同伴）
師：山本 和美さん
員：およそ 12 組【先着順】※定員になり次第、

締め切らせていただきます。
材料費：600 円（当日、集金します）/お菓子の家１戸あたり
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん、持ち帰り用の袋など
申込み：１１月２２日（金）までに
神前地区市民センター ℡ 326-2751 へ

文化祭での忘れ物を預かっています
神前市民センターで文化祭での忘れ物を預かっています。お心当たりの方は 11 月末日ま
でにご連絡ください。お引き取りがない場合は処分させていただきます。
ナイキの白いキャップ、黒ボールペン、ANNASUI のハンカチ、
紺のストライプスリッパ、ヤッターマン・ボヤッキーストラップ

開催のお知らせ
10 月 26 日（土）寺方町公会所おいて、神前女性防災の会「アイリス」主催の第２回防災
研修会が開催されました。寺方町や高角町、菅原町や美里ケ丘にお住いの方々３０名の参加で、
「災害時でも工夫して温かい食事を食べよう」をテーマ
に、クックパッキングによる「チキンライス」や「親子
丼」
、
「アンパンがゆ」
、おかしのじゃがりこを使った「ポ
テトサラダ」作り、水で「チキンラーメン」を作って試
食するなど行いました。講師は、アイリスの会員です。
昨年度、神前地区の防災セミナーで学んだ知識を地域
の女性に広めたいという思いから始めた地域の研修会で
す。
会員たちは、
「防災の日常化」を合言葉に「防災」は、
特別の物じゃなく、私たちの身近になければならないという想いから、今後も地域での研修に取

その時、子どもたちや地域を守るには！
～災害から どのように子どもたちや地域を守ればよいのか！
女性の視点で伝える これからの防災減災対策！～
最近は、
「防災に女性目線を」とか「防災活動の日常化」などとよく言われます。では、
具体的に何をしたらよいのでしょうか。特に、子どもたちやご家族を守るお父様お母様、お
じい様おばあ様にとっては、迫りくる大災害に対し、日頃の防災減災活動の内容をより具体
的に知りたいとお考えではないでしょうか。
そこで、
「どうして女性目線が必要なのか」
「実際何をすればいいのか」を知るために、下
の要領で「女性のための防災セミナー」を開催いたします。これは、男性の方にもぜひお聞
きいただき、防災減災の考え方を見直すきっかけにしていただければと思います。この機会
に、ぜひご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。

り組んでいこうと考えています。たくさんの方々に、気軽に参加してほしいと思います。会員も
募集しています。
（ご連絡、ご質問は神前地区市民センターの吉田まで）

日 時：令和 2 年 1 月 29 日（水）受付 9:00～

開始 9:30～11:50

場 所：四日市中消防署中央分署 ３階 防災センターホール
※駐車場が少ないため、直接お車でのご来場はご遠慮ください。
神前地区市民センターまたは公共駐車場にお車を置いていただき、センターから
シャトルバスで送迎しますのでご利用ください。ご協力をお願いします。
【参加者の感想より】
・思いのほかおいしくできるので、びっくりしました。初めての人とも班でチームワーク良く、

楽しくできました。実際災害になると自信はないのですが、何かできるのではないかと思うよ
うになりました。
・ポリ袋に食材を入れて、お湯で調理することが初めてで、どうなるのかと思いましたが、簡単
においしくできることが分かりました。備蓄品もためておくのではなく、使って、買って、使
って、買ってと回していく方法（ローリングストック法）もあると初めて知りました。
※第 3 回 アイリス防災研修会は 2 月 22 日(土)曽井町公会所を予定しています。
みなさんお誘いあわせの上ご参加ください。

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

内 容：① 神前女性防災の会「アイリス」設立趣旨・研修還流報告
② 防災講演会 「その時、子どもたちや地域を守るには！
～災害からどのように子どもたちや地域を守ればよいのか
女性の視点で伝えるこれからの防災減災対策！～」
講 師：国崎 信江氏 危機管理アドバイザー・危機管理教育研究所所長
その他：① 手話通訳あります。
② 託児あります。お申し込みの際に、お知らせください。
申込み：電話か、ＦＡＸにて、神前地区市民センター宛（担当 吉田）にお願いします。
（直接市民センター窓口でお申込みいただいても構いません。
）
参加希望の方は、資料等準備のため、事前に申し込みをお願いします。
神前地区市民センター ℡ 326－2751
Fax 325－2070

盛大に開催！神前地区文化祭

多文化共生講演会開催のお知らせ

改正入管法の施行と多文化共生のこれから
～本格化する人口減少社会を迎えて～

11 月 3 日（日）秋晴れの中、令和元年度神前地区文化際
が、神前小学校、神前幼稚園、相撲場で盛大に開催されまし
た。 この日は朝早くから多くの人が訪れ、開会の 9 時には
各町の野菜販売ブースや各団体のブースには長蛇の列がで
きており、みなさんお目当てのものを見つけては、購入され
ていました。また、各団体の販売する食べ物も飛ぶように売
れていました。みなさんのご協力ありがとうございました。
又、児童園児の作品展示や各サークルの作品展示、菊花愛
好会の菊作品展示や同推協の人権作品展示などにも、多くの方がおみえになって、じっくりと作品
を見ていただいていました。
10 時からは、体育館で「芸能大会」も催
され、多くの人が楽しいひと時を過ごすこ
とができました。
四日市商業高等学校吹奏楽部の演奏や

４月の改正入管法施行で、外国人人材の受け入れが拡大され、
今後、さらに外国人市民の増加が見込まれます。多様性を尊重し
ながら共生社会を築いていくために、地域の未来像を考えます。
日 時：１２月５日（木）１８：３０～２０：３０
講 師：田村太郎さん／（一財）ダイバーシティ研究所代表理事
会 場：四日市市総合会館７階 第１研修室
定 員：１００名（申込み先着順）
参加費：無料 その他：手話通訳・要約筆記あり
申込み：事前にＦＡＸ、Ｅメールで①名前（ふりがな）②電話番号 ③所属団体（任意）を
記入の上お申し込みいただくか、直接電話で下記までお申し込みください。
問合せ：市民生活課 多文化共生推進室 ℡ ３５４－８１１４ Fax ３５４－８３１６
Ｅメール：kyouseisuishin@city.yokkaichi.mie.jp

神前幼稚園保育園合同音楽発表、三滝中
学校音楽部の演奏や各団体の発表があり、
発表が終わるごとに大きな拍手が送られていました。
終了の 14 時 30 分までにはほとんどのブースで物品が売り切れており、今年の文化祭は成功に
終わりました。来年もまた、地区のみなさんのご協力をお願いいたします。

市⺠リポーター募集のお知らせ
ＣＴＹ（地デジ 12ch）で放送している「ちゃんねるよっかいち」
に出演して、市政情報や市の魅力を、市民の皆さんに分かりやす
く伝えてみませんか。

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか
日 時：12 月８日（日）9：00～12：00 ※小雨実施

オーディション

場 所：天然記念物 御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町）
大池中学校南東約 350ｍ
内 容：除草および集草
持ち物：作業しやすく汚れてもよい服装・長靴・あれば草刈機

日・場所：令和２年２月１日（土）／総合会館 ７階
申 込 み：１月１７日（必着）までに、応募用紙に必要事項を記入し、

申込み：12 月４日までに、名前、参加人数、交通手段、当日の連絡先を、電話か
E メールで、社会教育・文化財課までお知らせください。 自家用車をご利用
の方は、８時 30 分までに文化財整理作業所（寺方町字北浦 1506、四日市
中央工業高校南側）にお越しください。
問合せ：社会教育・文化財課 ℡ 354-8240
E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

「伝えたい。四日市のいいところ」をテーマにした 600 字
以上 800 字未満の作文を添えて、郵送で、または直接、
〒510-8601 広報マーケティング課へ
その他：応募条件や活動期間など、詳しくは、募集要項をご覧ください。
問合せ：広報マーケティング課 ℡ 354-8244 Fax 354-8315
ちゃんねるよっかいちの放送時間（15

分間）
⽉・⽔・⾦・⽇ 9:30、20:30
火・木・土
12:30、20:30
YouTube でも配信しているよん︕

市民リポーター
募集ページ

全国瞬時警報システム（J アラート）全国一斉情報伝達訓練のお知らせ
（１）実施日時：１２月４日(水) 11 時ころから
（２）試験放送内容
放送機器

放送・吹鳴内容
市内全て（※）の防災行政無線（固定系）屋外拡声子局および
CTY-FM ラジオ放送から一斉に次のように放送されます。

市内全域の防災 【放送内容】
行政無線
（固定系）

上りチャイム音(♪ピンポンパンポン )
「これは、J アラートのテストです。」×３回
「こちらは、広報四日市です。」
下りチャイム音(♪ピンポンパンポン)

地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。
●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。
●351-4004（自動電話応答機能）に TEL していただくと放送内容が確認できます。

※屋外拡声子局 市内１１９箇所
問合せ：危機管理室 ℡ 354-8119

あなたの手で、神前地区の
ホー ムペ ージ を作 って み
ませんか︖
神前地区ホームページ運営委員を募集します
昨秋から、都合により一時閉鎖しております神前地区ホームページですが、
新たにリニューアルして再出発することとなりました。
神前地区のことを紹介し、より深く知っていただくことで、もっと神前のこ
とが好きになれる、そんなホームページを目指しています。
そこで、ホームページを作り、運用していくために、実際に作業に携わって
いただく方を募集します。あなたも神前地区ホームページの作成、運営に携わ
ってみませんか。

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！!
電話：330-5020、FAX 334-0606
HP ：http://cocoplaza-yokkaichi.jp
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
【主なイベント日時・内容】 料金：無料
１２月 7 日（土） クリスマスツリー作り
10:00～16:00
紙の筒を使って、みんなで作るおおきなツリ
入退室自由
ーとおうちに飾れるオーナメントを作ろう。
(12:30 ～ 13:30 は
休憩時間)

対 象：どなたでも
持ち物：トイレットペーパーの芯

１２月１５日（日） もちつき大会
1０:30～1２:０0 みんなでついたおもちは、プラザに飾る鏡も
ちになるよ。おもちつきの後はぜんざいを食
べてあたたまろう。
１２月２６日（木） 風船ボール作り
11:00～12:00
ゴム風船とビニールテープを使って室内用の
13:30～1４:30 簡単でよくはねるボールを作ろう。
１２月２７日（金） 雑巾がけ競争
２８日（土） 雑巾レースをするよ。個人戦、リレーなど楽し
15:30～16:00
く雑巾で遊びましょう。

対 象：どなたでも
定 員：200 名※ぜんざい引換券
(ぜんざいを食べていただける対象
年齢は、3 歳以上)
対 象：3 歳児～小学生
＊材料がなくなり次第終了
対 象：4 歳児～中学生
持ち物：雑巾

作業内容は、
・ホームページの全体にかかわる部分を企画すること
（トップページをはじめ全体のデザインやホームページの構成等につい
て、専門の業者さんと話し合いながら決めていきいます）
・ホームページ（トップページ）に掲載する情報（記事、写真、イラスト等）
を作ったり、集めること。
（地域団体さんやサークルさんの情報は、それぞれの団体さん、サークル
さんで、できるところは作成していただく予定です）
・専用のツールを使って、ホームページを更新すること
（一般的なパソコン操作ができればできる程度の操作です。操作方法の研
修も行う予定です）
。
などです。
当面はボランティアの形になりますが、ホームページ作成の経験や知識は問
いません。パソコンやホームページの操作に興味がある、あるいは地域活動に
関心がある方等、やる気のある方を募集します。
やってみたい、話を聞いてみたいと思われた方は、下記までご連絡をお願い
します。締切はありませんので、思い立った時にご連絡ください。
問合せ：地域社会づくり推進委員会 / 神前地区市民センター
担当
伊藤、吉田
℡ 326-2751

