お知らせ
発行：令和２年１月１０日
神前地区市民センター
TEL３２６－２７５１ FAX ３２５－２０７０
団体事務局（１３時～１７時）
TEL、FAX ３２７－１５０１

三 重西 幼稚 園

神 前幼 稚園
〔ひよこクラブ（水曜日）〕
2 月：5 日、12 日、19 日、26 日
〔3 歳ひよこクラブ（木曜日）〕
2 月：6 日、13 日、20 日、27 日

〔3 歳児ちゅうりっぷ組（水曜日）〕
2 月：19 日 幼稚園のお友だちと一緒に遊びましょう

１０：００～１１：３０

謹んで新春のお慶びを申し上げます
本年もよろしくお願いいたします

〔なかよし会（月曜日）〕
2 月：10 日 親子で遊ぼう！
発表会の歌や合奏を聞いてね
17 日 誕生会をします・身体測定もしましょう。

3 歳児さんはお弁当交流をします。

問合せ： TEL 326-4408

26 日 何を作ろうかな？

１０：００～11：30
問合せ：TEL 332-8976

神前地区市民センター・団体事務局 職員一同

神 前保 育園
〔あそぼう会（金曜日）〕
2 月：7 日、14 日、21 日、28 日

自主運行バス神前高角線の利用状況について
平素は本市の公共交通行政にご理解・ご協力いただきありがとうございます。
自主運行バス神前高角線について、収支率の向上を図るため、利用していただきやすいよう、
平成 30 年 10 月よりダイヤの見直しを行いましたが、依然として、利用が少ない状況です。
引き続き、路線維持のため、神前高角線のご利用をお願いいたします。
【利用者数】
H29 年度
年間
便数/日
１便平均
（人）

平日７往復
休日６往復

3.18

H30 年度
上半期
平日７往復
休日６往復

3.26

下半期

R 元年度
年間

平日７往復
休日３往復

3.81

上半期

市民税・県民税
（第 4 期）

問合せ： TEL 326-1177

自 動車 文庫 巡回 予定
２月１４日（金）１３：４０～１４：１０
２月２7 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

平日７往復
休日３往復

3.51

3.83

「子育て広場」 からのお知らせで～す！!
ダイヤ改正

問合せ：都市計画課

９：３０～１１：３０

TEL 354-8095

納期限は 1

月 31 日(金)です

★日 時：２月 5 日（水）１０：００～１１：３０
★場 所：神前地区市民センター 会議室
★対 象：未就園のお子さんと保護者
★内 容：親子でタッピングタッチ
★問合せ：神前地区主任児童委員
杉野 まり
川村 まり
神前地区市民センター
TEL 326-275１

「誰一人取り残さない」社会の実現に向けた講演会を開催します

かんざき文 庫 （図書 室 ）に新 しい本 がはいりました

安全・安心な暮らしを実現するためには、犯罪や非行のない地域社会を築いていくことが
不可欠です。我が国の犯罪の認知件数は減少していますが、検挙人員のうち約半数は、円滑
に社会復帰できなかったこと等により再び犯罪や非行をした人たちです。
このため、犯罪や非行をした人の更生に理解を深め、こうした人たちが社会を構成する一
員となることを支援していくことが求められています。
「誰一人取り残さない」社会の実現に
向けて何が必要なのか議論するパネルディスカッション等を開催します。
日 時：２月８日（土）１４：００～１６：００
場 所: 四日市市総合会館 ８階視聴覚室
内 容：基調講演 第１部 １４：０５～１４：３５
みよし

講師 大分大学准教授 三好

よしゆき

禎之

氏

（四日市市地域福祉計画検討委員会 委員長）
テーマ「第４次四日市市地域福祉計画について」
基調講演 第２部 １４：３５～１５：０５
いしい

講師 津保護観察所企画調整課 課長 石井

とものり

智之

氏

テーマ「再犯防止施策の推進について」
パネルディスカッション １５：１５～１６：００
テーマ：
「地域での再犯防止の取り組みの推進について」
コーディネーター：三好 禎之 氏（大分大学准教授）
くらたに

ひろかず

はっとり

こうじ

パネリスト：倉 谷
八鳥

いまい

浩一

氏（津保護観察所 所長）
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般》
120 の遺言 【樹木希林】
一切なりゆき 【樹木希林】
老いの重荷は神の賜物【樹木希林】
この世を生きる醍醐味【樹木希林】
頭のゴミを捨てれば 【苫米地英人】
体を温めると病気は必ず治る【石原 結實】
先に亡くなる親といい関係を築くためのアドラー心理学【岸見一郎】
本・児童書》
どんぐりむらのほんやさん
【なかやみわ】
どんぐりむらのぱんやさん
【なかやみわ】
どんぐりむらのだいくさん
【なかやみわ】
どんぐりむらのいちねんかん 【なかやみわ】
パンダなりきりたいそう
【いりやまさとし】
パンダともだちたいそう
【いりやまさとし】
パンダおやこたいそう
【いりやまさとし】
うごかせ！のりもの
【鎌田歩】
おやすみ はたらく くるまたち【シェリー・ダスキー・リンカー】

本の寄贈がありましたので、ぜひご利用ください。
寄贈図書：郷土料理めぐり
【一般社団法人 日本生活協会】
神前地区ヘルスメイトさんよりいただきました

幸治 氏（四日市保護司会 会長）
しげこ

今井 成子 氏（四日市更生保護女性の会 会長）
ふじさわ

かずみ

藤 澤 和実 氏（四日市市民生委員児童委員協議会連合会 会長）
定 員：200 人、料金無料、申し込み不要
問合せ：健康福祉課 TEL 354－8109

県小学校・桜台小学校給食パートを募集します（2 月中旬から勤務です）
募集職種 ＝ 小学校給食調理員（給食パート）各１名
業務内容 ＝ 給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
勤 務 日 ＝ 給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）
勤務時間 ＝ 午前８時２５分～午後３時１０分（労働時間６時間）
時 間 給 ＝ ９５０円（通勤費は別途支給）
申し込み ＝ 応募を希望される方は教育総務課（TEL３５４－８２３６）に電話のう
えで履歴書を提出して下さい。
書類選考の上、合格者に対して面接を実施します。
応募期間 ＝ １月６日（月）～１月２０日（月） ※延長する可能性があります

＜文化財を火災から守ろう＞
令和 2 年 1 月 26 日は、
「第 66 回文化財防火デー」です。
文化財防火デーの制定は、昭和 24 年 1 月 26 日に現存する世界最古の木造建造物である
法隆寺の金堂が炎上し、壁画が焼損したことを受け、昭和 30 年の第 1 回文化財防火デー以
来毎年この日を中心に、文化財愛護に関する意識の高揚を目的として、全国で消防訓練や点
検をはじめとした文化財防火運動が行われています。
昨年は 4 月 15 日にフランスのノートルダム大聖堂
で、
10 月 31 日に沖縄県那覇市の首里城跡で火災が発生
しました。文化財は、火災等によりいったん滅失毀損す
ると再び回復することができない、かけがえのない国民
共有の財産です。文化財を火災や震災などから守るため
には、文化財の関係者、消防機関、地域の皆さんが一体
となって、火災予防の環境作りや防災体制の整備に努め
旧四日市市役所四郷出張所
（四郷村役場）
※市指定有形文化財（建造物）

ることが大切です。文化財の防火・防災へ関心を高め、
みんなで文化財を守りましょう。
問合せ：消防本部 予防保安課 TEL 356-2010

