お知らせ
発行：令和 2 年３月５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

神 前幼 稚園

三 重西 幼稚 園

〔ひよこクラブ（木曜日）〕
4 月：16 日、23 日、30 日

〔なかよし会（月曜日）〕
4 月：13 日 親子で遊ぼう。ふれあい遊びをしましょう。
20 日 誕生会をします。身体測定もしましょう。

各日１０：００～１１：３０
問合せ TEL 326-4408

図 書 室 に新 しい本 がはいりました

木曜日に
変わりました
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般》
祝祭と予感
【恩田 陸】
さよならの儀式
【宮部みゆき】
失敗図鑑 すごいひとほどダメだった！
【大野 正人】
決定版 巨大地震から子どもを守る
【国崎 信江】
50 の方法
 これ 1 冊でできる！わが家の防災
【国崎 信江】
マニュアル
 地震の準備帖 時間軸でわかる心得と知恵 【国崎 信江】
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〔3 歳児ちゅうりっぷ組（水曜日）〕
4 月：22 月 何を作ろうかな？
※小さいお友達のご参加大歓迎です。
各日１０：００～11：30
問合せ：TEL 332-8976

神 前保 育園
〔あそぼう会（金曜日）〕
4 月：10 日、17 日、24 日
各日９：３０～１１：３０
問合せ： TEL 326-1177

本》
バムとケロのさむいあさ
【島田 ゆか】
バムとケロのおかいもの
【島田 ゆか】
かばんうりのガラゴ
【島田 ゆか】
うちにかえったガラゴ
【島田 ゆか】
からすのおかしやさん
【かこさとし】
からすのパンやさん
【かこさとし】
からすのやおやさん
【かこさとし】
じしんのえほん こんなときどうするの？【国崎 信江】

お忘れなく！ 犬の登録と狂犬病注射
生後 91 日以上の犬の飼い主は、
「狂犬病予防注射月間」の 4～6 月に狂犬病予防注射を
受けさせることが法律で義務付けられています。
「動物病院」または市が行う「集合注射会場」
で狂犬病予防注射を受けてください。また、犬の生涯に 1 回の登録と、市内で新たに犬をお飼いに
なる際は転入の届けもお願いします。

みんなが気持ちよく利用できるようにルールを守りましょう！!

■持ち物
・市内に登録のある犬・・・・・お知らせのはがき（3 月下旬発送予定）と注射費用
・市外で登録がある犬で市内に転入する犬・・・・・前住地で交付された犬鑑札と注射費用
・新たに登録する犬・・・・・登録費用と注射費用
■費用

「広報よっかいち 3 月上旬号」と同時に

・集合注射・・・1 頭につき 3,400 円（注射料金 2,850 円＋注射済票交付手数料 550 円）
※昨年と注射料金が変更になりましたので、ご注意ください。
・登 録・・・・1 頭につき 3,000 円
※詳細については下記にお問合せください。

「令和２年度 ごみ収集日程表（年間）」が
配布されていますので、ご確認ください。

納税は、便利で安心な

口座振替で‼

■神前地区実施会場日程表

【問合せ】四日市市

収納推進課

Tel 354-8141
Fax 354-8309

月
日
４月２1 日（火）
４月２2 日（水）

時
間
１３：００～１３：３０
１５：１０～１５：２５

場
所
神前地区市民センター
尾平町集落センター

■問合せ：四日市市保健所 衛生指導課 TEL 352-0591 FAX 351-3304

自 動車 文庫 巡回 予定
４月１0 日（金）１３：４０～１４：１０
４月２3 日（木）１０：４０～１１：１０
１４：４０～１５：１０

新型コロナウイルスについて

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
.

「子育て広場」 例年どおり 4 月はお休みです
★問合せ：神前地区主任児童委員
神前地区市民センター

杉野 まり 川村 まり
TEL 326-2751

四日市市内で交通死亡事故 3 件 発生
横断中の

前年比 ＋3 件

事故多発！

昨年、三重県内、四日市市内で発生した人身事故件数、交
通事故死者数は、ともに減少しましたが、今年に入り、市内
の交通事故が多発傾向にあり、２月 1７日現在、四日市市内
で３人（前年比＋3 人）、県下で１3 人（前年比＋5 人）の方
が交通事故により尊い命を落とされています。

交通死亡事故の特徴
★「人×車」の事故が多発
★高齢者
道路横断中

新型コロナウイルス感染症とは、ウイルス性風邪の一種です。
発熱やのどの痛み、咳が長引くことが多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える方が多い
ことが特徴です。
新型コロナウイルスに関しては、令和元年 12 月以降、中国をはじめとした様々な
国で、患者の発生が報告されています。最新情報は、厚生労働省のホームページで確
認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

ご自身の症状に不安がある場合は、下記までご相談ください。
●予防方法
◎こまめに手を洗いましょう。アルコール手指消毒剤の使用も効果的です。
◎十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めましょう。
◎空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下し、さまざまなウイルスに罹患し
やすくなるため、乾燥しやすい室内では、加湿器などを使って加湿（50～60％程
度）しましょう。
◎咳やくしゃみなどの症状があるときは、咳エチケットを守りましょう。

咳エチケット
マスクを着用する

ティッシュやハンカチ
などで、口や鼻を覆う

上着の内側や袖で、
口や鼻を覆う

マスクは、
隙間がないように
着けましょう

夜間に多発
反射材なし

○県下で発生した交通死亡事故１3 件中、
「人×車」の事故は６件で、すべてが夜間に発生し
ており、５件が横断中の事故でした。
〇四日市市内で発生した交通死亡事故 3 件のう 2 件が、夜間に横断中の高齢者が事故に遭っ

帰国者・接触者相談センター

ており、1 件は、高齢者が運転する車両の単独事故でした。

交通事故に遭わないために！
横断歩道

… 横断歩道のあるところでは横断歩道を渡りましょう。

安全確認

… 道路を横断する前に、一旦止まって確実な安全確認を行いましょう。

反 射 材

… 夜間の外出は、明るい服装を心がけ、反射材を着用しましょう。

安全速度

… 運転は、時間に余裕をもって安全速度を心がけましょう。

※相談時間により、連絡先が異なります。
9:00〜21:00

四日市市保健所 保健予防課
TEL︓059-352-0594 FAX︓059-351-3304

21:00〜翌 9:00

三重県救急医療情報センター

TEL︓059－229-1199

内容については 2 月 25 日現在のものであり
今後変更の可能性があります。ご了承ください。

問い合わせ先
四日市市保健所 保健予防課
TEL︓059-352-0594
FAX︓059-351-3304

問合せ：道路管理課交通安全係 TEL 354-8154

第３回

神前女性防災の会

防災研修会開催！

２月 22 日（土）曽井町公会所において、神前女性防
災の会「アイリス」主催の第３回防災研修会が開催さ
れました。
地区内の曽井町や尾平町南、高角町の方々や地区外
から三重地区、小生町にお住いの方々にも参加いただき、
総勢 35 名で、
「災害時でも工夫して温かい食事を食べ
よう」をテーマに、パックク
ッキングによる調理法を学
びました。
メニューは「ホットケーキミックスとジュースを使った蒸しパ
ン」や「焼き鳥缶詰を使った親子丼」
、
「煮込みそうめん」や「アン
パンがゆ」
、おかしのじゃがりこを使って「ポテトサラダ」を作り、
最後に水で「カップラーメン」を
作って試食してみました。
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
学んだパッククッキングの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。
アイリスでは、
「防災の日常化」を合言葉に、
「防災は特別に何か
をするというのではなく、いつも自分たちの身近にあって、すぐに
できることじゃなければいけない。」という想いから、地域の多く
の方々と共に考え、学んでいこうと考えています。だからこそ、たくさんの方々に、気軽に参加して
ほしいと思っています。来年度もまた、新しい研修を考えています。ご期待ください。
会員も募集しています。一緒に活動してみましょう！
問合せ：神前地区市民センター TEL 326-2751 の吉田まで

【参加者の感想より】
・楽しく、おいしく、本当にいつも家にある食品の利用法を教えてもらえてよかった
です。アイリス会員さん（スタッフさん）の失敗談も聞けて良かったです。私も家

自分たちの町「神前」を自分たちで守るために・・・

あいさつ運動を始めます！
神前地区連合自治会
昨年、防災視察研修で訪れた「神戸市 人と防災未来
センター」において、阪神淡路大震災で被災された語り
部の方がおっしゃった言葉。

「近所の人と仲良くしとかなあきまへんで。」
防災セミナーでの国崎先生がおっしゃった言葉。

「防災に関して、地域は運命共同体」
両方とも、地域のコミュニケーションが、災害から
命を守るのに一番大切なことだと教えていただきました。
あらためて神前地区を見ると、普段の何気ないふれあいがもう少し必要だと感じて
しまいます。どうすれば、みんなが普段から普通に言葉を交わせる間柄になれるのでしょうか。
そこで、令和 2 年度は、神前地区において全住民参加の「あ

いさつ運動」をはじめたいと思います。なぜなら、コミュニ
ケーションの第一歩は「あいさつ」だからです。
朝起きたら、まず家族で「おはよう」とあいさつしましょう。
そして、次はお隣さんと。さらに、登校途中の子どもたちと。
学校では、
「知らない大人について行ってはいけません。
」と教
えています。だから、みんなであいさつして、神前地区から「知
らない大人」をなくしてしまいましょう。
世代を超えて、町を超えて、みんなが寄れば「あいさつ」で始まり、
「あいさつ」で終わる。
そうすれば、知らず知らずのうちにみんなが仲間になっていきます。
何かあったときには、すぐにみんなで「近助」
、
「共助」ができる
ようになります。みんなで「あいさつ」すれば、子どもたちもお年
寄りも、支援の必要な方々も、神前の住民というだけで、みんな仲
間になります。助け合える仲間になれます。

でもう一度作ってみようと思います。すべての料理が、思いもかけずおいしかった
です。
・目からうろこ！思いがけないものが、本当においしく食べられ、いろいろ参考にな
りました。

「あいさつ」から広がる地域コミュニティーこそが、

・クッキングの研修会への参加は 3 回目ですが、毎回ワイワイおしゃべりして笑いな
がら楽しく研修できました。友達作りができてよかったです。
・初めて参加させていただきました。知らない方々と気楽にお話させていただき、楽
しく時間を過ご させていただきました。女同士、みんな仲良く勉強できてよかっ

まず、あなたから「おはよう」「こんにちは」の一言を。

たと思いました。

神前地区最大の「防災力」になると信じます。
さあ、「あいさつ」運動を始めましょう。

