表彰おめでとうございます！
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第３回

1 月 25 日（土）に四日市市文化会館で、
令和元年度第 57 回四日市市高齢者福祉大会が
開催され、老人クラブ活動とその事業運営に貢献
された方々が表彰されました。

【四日市市長表彰】
優良老人クラブ
❀ 高角中部老人クラブ

神前女性防災の会「アイリス」研修会

おいしい防災食をつくろう！
お湯とポリ袋で作るあったかい防災食（パッククッキング）

親子丼、チキンライス、アンパンがゆ、
その他にも水さえあればできる 水カップラーメン など

【四日市市老人クラブ連合会会長表彰】
老人クラブ功労者
❀ 林﨑 英男さん
❀ 竹中 正夫さん
❀ 内田 幸輝さん

災害時に、一番不安になる子どもたちや高齢の方々のためポリ袋さえ常備して

（※）高角中部老人クラブ会長

100 歳 おめでとうございます！

おけば、お湯で温かい食事が簡単にできます。
ぜひ作り方を覚えていただきたいと思います。

左から竹中さん、内田さん、（※）神田さん、林﨑さん

100 歳を迎えられる方に、百歳敬老訪問として市長からの祝状と祝金をお届けしました。

✿
✿

日 時：２月 2２日 土曜日 9:30～11:30
場 所：曽井町集会所 参加費無料

上名ヶ丘
尾平町

松井
淺井

はつゑ
アサ子

さん
さん

これからも末永くお元気でお過ごしください。

どなたでも参加できます。下記までご連絡ください。
ご連絡いただいた方に詳細をお伝えします。
問合せ：神前地区市民センター ℡326-2751

担当 吉田

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。
みなさんお誘い合わせの上、ご参加ください。
◆日 時：３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
◆内 容：春のバランス料理
◆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：３月 10 日（火）までに 神前地区市民センター TEL 326-2751 へ

淺井

松井 はつゑ さん

アサ子 さん

第 42 回 神前旗三重県少年柔道大会（中学生の部）が、1 月 19 日（日）に
三滝中学校武道場で開催されました。選手の皆さんは、寒さを吹き飛ばす熱戦
を繰り広げた結果、次のような成績を残すことができました。
≪男子 2 年生以下の部≫
≪女子 2 年生以下の部≫
≪男子 1 年生の部≫

準優勝
準優勝
準優勝

三滝中学校
三滝中学校
三滝中学校

神 前幼 稚園

三 重西 幼稚 園

〔ひよこクラブ（水曜日）〕
3 月： 4 日（子育て広場）、
11 日
〔3 歳ひよこクラブ（木曜日）〕
3 月： 5 日、
12 日

〔なかよし会（月曜日）〕
3 月：2 日 親子で遊ぼう・ふれあい遊びをしたり楽しく歌
いましょう!（大型絵本）
9 日 誕生会をします・身体測定をしましょう！
〔3 歳児ちゅうりっぷ組（水曜日）〕
3 月： 4 日 幼稚園のお友だちと遊びましょう。
18 日 何をつくろうかな？

放火による火災

各日１０：００～１１：３０

各日１０：００～11：30

放火（放火の疑い）による火災は全国
的にも四日市市消防本部管内でも、毎年、
火災原因の上位となっています。放火（放
火の疑い）による火災は人通りが少なく、
人目につきにくい時間帯、場所で多く発
生していますので、家の周りに燃えやす
いものを置かないこと、建物の周りを明
るくするなどに気を付け、また、地域で
も自衛意識を持っていただき、放火され

問合せ TEL 326-4408

問合せ：TEL 332-8976

にくい環境を作りましょう。

（3 歳児のお友達が参加します）

各日９：３０～１１：３０
問合せ： TEL 326-1177

「子育て広場」 からのお知らせで～す！!
★日 時：３月 4 日（水）１０：００～１１：３０
★場 所：神前幼稚園
★対 象：未就園のお子さんと保護者
★内 容：ほんわっかさんの読み聞かせ
★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

自 動車 文庫 巡回 予定
３月 11 日（水）１３：４０～１４：１０
３月 19 日（木）１０：４０～１１：１０
１４：４０～１５：１０

（第４期）

納期限は 3

中央分署管内（三重、県、神前、川島地区）
火災・・・15 件
（昨年 16 件）
救急・・・1,592 件 (昨年 1,602 件)
救助・・・14 件
(昨年 13 件）

２０１９年中での救急車の出動件数は過去 2 番目に多い
15,585 件となりました。四日市消防本部では、近年出動件数が
増加しています。１１９番通報の際には、直ちに一番近くの救急車
が管内の消防署から出動しますが、近くの救急車が出動している場合、他の消防署から出動
するため、病院への到着時間が遅くなる恐れがあるので、救急車の適正利用をお願いします。
また、自動車等を運転中に救急車が接近してきた場合は、周囲の状況に注意しながら進路
を譲っていただき、救急車が一刻も早く病院に到着できるよう、ご協力をお願いします。
四日市市中消防署 中央分署 TEL 325－4717

●火災の発生状況
平成 31 年/令和元年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は 92 件（前年比－18 件）
で、このうち建物火災が 60 件で全体の約 65％を占めています。また、主な出火原因は、放火（疑
い含む）
、たばこ、たき火です。死者数は 2 名（前年比－3 名）です。
●住宅防火

固定資産税・都市計画税

2019 年中の

救 急 の 概 要

神 前保 育園
〔あそぼう会（金曜日）〕
3 月：6 日、13 日

2019 年中の
四日市市消防本部管内火災・救急・救助件数
火災・・・92 件
（昨年 110 件）
救急・・・15,585 件 (昨年 15,910 件)
救助・・・131 件
（昨年 121 件）

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

月 2 日(月)です

いのちを守る

7 つのポイント

≪3 つの習慣≫
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
≪4 つの対策≫
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
② 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
●もしものときに備えて
住宅用火災警報器が適切に作動するか点検ボタンを押すなどして確認し、定期的にほこりなどを
ふき取りましょう。住宅用火災警報器本体の交換目安は 10 年です。
問合せ：四日市市消防本部予防保安課 TEL 356-2010 FAX 356-2041

