お知らせ
発行：令和 2 年 4 月 20 日
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TEL３２６－２７５１ FAX ３２５－２０７０
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令和 2 年度 神前地区連合自治会各自治会長が決まりました （敬称略）
★会長：佐藤 房雄 ★副会長兼書記：平尾 光男 ★副会長兼会計：江村
自治会名

氏

名

自治会名

氏

吉男

名

菅 原 町

松野

賢司

曽 井 町

小柴

正美

寺方町一区

小林

隆雄

尾 平 町

横山

善彦

寺方町二区

川村

正茂

尾平町南

平尾

光男

高 角 町

江村

吉男

上名ヶ丘

佐藤

房雄

高角町矢合

近藤

静夫

美里ヶ丘

佐野 しのぶ

◆今年、退任されました
谷村 和宏さん（高角町矢合自治会長）
坂倉 純孝さん（曽井町自治会長）
江川
泰さん（尾平町自治会長）

神前地区で行う集団検診のお知らせ
程

9 月 15 日（火）
9 月 16 日（水）

場

所

神前地区市民センター

尾平町集落センター
7月

2 日（木）

寺方一区公会所
神前地区市民センター

〇便乗商法にご注意を！
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法の相談が寄せられています。少しでもおかしいと思
ったら、下記の問い合わせ先にご相談ください。
〈不審な商法などの例〉
・公的機関をかたり、「コロナ対策で助成金が出ている。口座の登録を」と電話。
ATM に振込指示。
・「コロナ関連で補助金が出る。カードと印鑑を用意して」と電話。
・注文していないマスクが代金引換で送り付けられたり、
「マスク無料配布」とだまし、金融
機関の口座番号や暗証番号を聞き出す。
参考：国民生活センターホームページ（新型コロナウイルス感染症関連）
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html
ご相談は電話または来所で
・市役所 1 階 市民・消費生活相談室 電話３５４－８２６４
平日 9：00～12：00、13：00～16：00

感染症対策へのご協力をお願いします

神前地区発展のためご尽力いただき、ありがとうございました。

日

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法などにご注意ください

時

間

胃がん／午前
子宮頸がん／午後
大腸がん／午前午後
乳がん／午前午後

検診内容
胃がん検診
子宮頸がん検診
大腸がん検診
乳がん検診
(マンモグラフィ)

後日送付する受診券
肺がん・
に記載
結核検診

申込締切
8/19
（水）

6/9
（火）

※検診を受診するためには申込みが必要です。詳細は、広報よっかいち 4 月下旬号別冊
【令和 2 年度がん検診のお知らせ＜保存版＞】でご案内しています。
問合せ 健康づくり課 成人健診係まで
ＴＥＬ354-8282 Fax 353-6385

新型コロナウイルス感染症対策には、市民の皆様お一人お一人が相談・受診の目安等の正確
な情報を基に、冷静にそして的確な感染対策に取り組むことが重要です。今一度、咳エチケッ
トや手洗いとともに、①換気の悪い密閉空間、②多数が集まる密集場所、③間近で会話や発声
をする密接場面という、３つの「密」をできる限り避ける取り組みを徹底してください。
４月７日に７都府県（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県）に対
して緊急事態宣言が出されました。また、愛知県、岐阜県、三重県も県独自に宣言を出しまし
た。これらの地域を含め、感染の拡大がみられる地域への不要不急の出張や訪問等を自粛して
いただくようお願いします。
＊この記事は４月１０日時点の内容によるものです
四日市市健康危機管理対策本部

【問い合わせ先】危機管理監危機管理室
059-354-8119
健康福祉部健康福祉課
059-354-8281

各地区カフェサロンからのお知らせ
5 月のカフェサロン開催は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止させてい
ただきます。

第９回

全国ファミリー音楽コンクール in よっかいち

出場ファミリー募集

新規援助会員講習会のお知らせ

「家族」と「絆」をテーマとした全国に公募を行う音楽コンクールを開催します。

本 選
：10 月 18 日（日） 文化会館第１ホール
司会・進行：青島広志さん
応募資格 ：家族による２人以上のアンサンブル（合奏・合唱）で、ジャンルは問いません
参加料
：１グループにつき 2,000 円
応募方法 ：応募期間内に、参加料の入金、必要事項を記入した所定の申込用紙および応募資
料を下記実行委員会まで送付してください。
ホームページからも応募できます。締切…7 月 16 日（木）（必着）
※詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、市役所文化振興課、
文化会館、各地区市民センター等に置いてあり、ホームページでもご覧いただけます。
◇申し込み先／問い合わせ先
全国ファミリー音楽コンクール実行委員会
（四日市市 文化振興課内）
〒510-8601 四日市市諏訪町 1-5
TEL：354-8239 FAX：354-4873
ホームページ：https://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/
メールアドレス：concours@city.yokkaichi.mie.jp
グリーンカーテン講座実施内容の変更について
新型コロナウイルスの感染拡大の状況に鑑みまして、講座の代わりに「温暖化対策の啓発資料」
「グリーンカーテン設置に関する資料」を参加者の皆さまに配付し、その上でゴーヤの苗をお
一人様２本ずつお渡しする形に実施方法を変更します。
なお、今後の情勢によっては中止になる可能性もございますので、その際はご容赦くださいま
すようよろしくお願いいたします。
実施日等：5 月 15 日（金）10：30 から（事前申し込み要 5 月 12 日締切）
神前地区市民センター TEL：３２６－２７５１

「令和 2 年度小さな運動会及び神前地区運動会」開催中止のお知らせ
5 月 16 日（土）に計画しております「小さな運動会」及び 5 月 31 日（日）に計画し
ております「神前地区運動会」の開催に関しまして社協役員及び実行委員会の 3 役員で協
議した結果，新型コロナウイルスの国内感染が拡大し収まる見通しが立たない状況から中
止させていただくことになりました。
楽しみにされていた方には、大変申し訳ございませんがご了承いただきますようお願い
申し上げます。
神前地区社会福祉協議会
神前地区運動会実行委員会

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ

子育てを地域で支えあう

ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域
で支えあう会員組織です。
あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？
１講座からでも受講できます。受講開始から 1 年以
内に受講を完了すれば、援助会員として登録できます。

場 所：三浜文化会館
申込み：電話にて 5 月１6 日（土）までに、下記問い合わせ先までお申し込みください。
テキスト代：2,0５3 円
その他：託児あり（無料）※事前にお申し込みください。
問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター
TEL／FAX 323-0023
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）
日

時

内

容

５月 23 日（土） 10:00～15:30

相互援助活動の趣旨・子どもの世話（あそび）

５月 24 日（日） 10:00～16:00

子どもの病気・子どもの栄養と食生活

5 月 30 日（土） 10:00～16:00

子どもの心と身体の発達・小児看護

６月

6 日（土） 10:00～16:00

６月

7 日（日） 10:00～15:30

子どもの安全と事故・救急法
子どもの心に寄り添う
発達障害について～その子供との接し方～
援助活動を円滑に進めるために 講習のまとめ

～皆さんの健康づくりをお手伝いします～

プロが教えるカラダスッキリ塾
対象者：市内在住の 20 歳以上の人
※心臓病・不整脈のある人、運動制限のある人は事前にご相談ください。
主治医が運動不可と判断された場合は参加できません。
定 員：50 人 ※応募多数の場合は抽選。締切後、お申し込みいただいた人全員に、結
果をご連絡します。
日 程：6 月 5 日、12 日、19 日、26 日、7 月 3 日
（全 5 回、毎週金曜日）午前 10 時～12 時まで
場 所：四日市市勤労者・市民交流センター 本館 1 階 多目的ホール
内 容：スロー筋トレ・有酸素運動（屋外でのウオーキング、屋内でのエアロビクス等）
、
講義、保健師や管理栄養士との個別相談「スッキリ☆ライフ相談」など
参加料：無料
申込み：電話、または健康づくり課窓口に直接お越しいただき、お申し込みください。
締 切：5 月 2０日（水）【必着】
問合せ：健康づくり課 ＴＥＬ：３５４－８２９１

「あいさつ運動」が始まりました！

おまたせしました！

神前地区ホームページ

「かんざき」再始動！

令和２年度は、神前地区全町で「あいさつ運動」を始めました。
あいさつ運動
がんばるぞ！

「住民の顔が見える町づくり」

を推進することで、神前地区が安心で安全な「まち」になっていくと
確信しているからです。
黙っていてはだれとも親しくはなれません。誰かと言葉を
交わすことで、町に明るさが広がります。
いつでも、どこでも、
まず「あいさつ」から始めましょう。
誰にでも おはよう！
朝は元気に「おはよう」。出会ったら
「こんにちは」。「こんばんは。」寝る前に「おやすみなさい」
あいさつが飛びかう町。そんな「まち」こそ、安心安全で住みよい
「まち」だと思います。
あいさつからいろいろな絆が生まれます。
あいさつできたら、お話ししましょう。
子育ての事。お年寄りのこと。家事のこと。仕事のこと。勉強のこと。地域のこと。地区のこと。
行事のこと。防犯のこと。防災のこと。それから、それから・・・
話すことはいっぱいあります。
話せばその人が分かります。人が分かれば安心感が生まれます。それが「あいさつ運動」の目的
です。全員参加で、盛り上げていきましょう。
神前地区連合自治会

おまたせしました！一昨年から使えなくなっていました
「神前地区ホームページ」が、装いも新たに、4 月 1 日
より再始動しました。
地域の話題や最新の情
報、ちょっと前の情報な
ど、いろいろな情報で満
載にしたいと思います。
また、地域のたより（セ
ンターだより、社協だより、同推協だよりなど）も随時掲載します。イベントカレンダーには、
地域で行われる主な行事も掲載されます。カレンダーをクリックしてもらうと詳細が分かりま
す。ごみ収集カレンダーや神前地区防災計画、神前地区のハザードマップも常時掲載しており
ます。
下のアドレスから入っていただくとみることができます。たくさんの方々に見ていただきた
いと思っております。情報やご意見等がありましたら、下記の連絡先までご連絡ください。
ホームページアドレス
http://kanzaki-yokkaichi.com/
連絡先 神前地区ホームページ運営事務局（神前地区市民センター内）
℡ 326-2751 担当 吉田（地域マネージャー）

「あいさつ運動」が始まりました！
令和２年度は、神前地区全町で「あいさつ運動」を始めました。

「住民の顔が見える町づくり」 を推進することで、
神前地区が安心で安全な「まち」になっていくと確信しているからで
す。黙っていてはだれとも親しくはなれません。誰かと言葉を交わす
ことで、町に明るさが広がります。
まず「あいさつ」から始めましょう。
朝は元気に「おはよう」。出会ったら
「こんにちは」「こんばんは」寝る前に「おやすみなさい」
あいさつが飛びかう町。そんな「まち」こそ、安心安全で住
よい「まち」だと思います。あいさつからいろいろな絆が生
まれます。あいさつできたら、お話ししましょう。
子育ての事。お年寄りのこと。家事のこと。仕事のこと。
勉強のこと。地域のこと。地区のこと。行事のこと。防犯のこと。防災のこと。
それから、それから・・・
話すことはいっぱいあります。話せばその人が分かります。
人が分かれば安心感が生まれます。それが「あいさつ運動」の目的です。
全員参加で、盛り上げていきましょう。
神前地区連合自治会

おまたせしました！

神前地区ホームページ

「かんざき」再始動！
おまたせしました！一昨年から使えなくなっていました
「神前地区ホームページ」が、装いも新たに、4 月 1 日
より再始動しました。
地域の話題や最新の情報など、
ちょっと前の情報など、いろいろ
な情報で満載にしたいと思います。
また、地域のたより（センターだより、
社協だより、同推協だよりなど）も随時掲載します。イベントカレンダーには、地域で行われる
主な行事も掲載されます。カレンダーをクリックしてもらうと詳細が分かります。ごみ収集カレ
ンダーや神前地区防災計画、神前地区のハザードマップも常時掲載しております。
下のアドレスから入っていただくとみることができます。たくさんの方々に見ていただきたい
と思っております。情報やご意見等がありましたら、下記の連絡先までご連絡ください。
ホームページアドレス
http://kanzaki-yokkaichi.com/
連絡先 神前地区ホームページ運営事務局（神前地区市民センター内）
℡：326-2751 担当 吉田（地域マネージャー）

