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神前幼稚園

神前保育園

〔ひよこクラブ（木曜日）〕

〔あそぼう会（金曜日）〕

6 月：4 日、11 日、１8 日、25 日

6 月：5 日、12 日、19 日、26 日

１０：００～１１：３０

９：３０～１１：３０

問合せ：℡ 326-4408

問合せ：℡ 326-1177

※コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる

感染症対策へのご協力をお願いします

場合もありますのでご承知おきください。

政府が発出した緊急事態宣言の対象区域が、４月１６日には全国に拡大され、三重県では

※コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる
場合もありますのでご承知おきください。

三重西幼稚園

４月２０日から「三重県緊急事態措置」が実施されました。感染症の猛威は依然衰える兆し
が見えず、市内での感染も広がっています。正確な情報を基に、冷静にそして的確に新型コ

〔なかよし会（月曜日）〕

ロナウイルスの感染症対策に取り組んでください。

6 月：1 日、8 日、15 日、22 日、29 日

〔3 歳児ちゅりっぷ組（水）〕
6 月：24 日

咳エチケットや手洗いの徹底などの感染症対策、「３密」を避ける取り組みに加えて、移
動を控え、他の人との接触機会を減らすことがとても重要です。お一人お一人が「自分が感
染しない」のはもちろん、「自分が感染させない」との強い思いを持って、不要不急の外出

※コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる
場合もありますのでご承知おきください。

１０：００～１１：３０
問合せ：℡ 332-8976

は自粛してください。併せて、他地域に在住するご家族や友人などに対して、帰省や来訪を
控えるよう強く呼びかけてください。

自動車文庫 巡回予定

市としても総力を挙げて対応してまいります。この困難な状況に打ち勝てるよう、市民の
皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

６月 10 日（水）１３：４０～１４：１０
６月 26 日（金）１０：４０～１１：１０
１４：４０～１５：１０

＊この記事は４月２７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 354-8119
健康福祉部健康福祉課 354-8281

※コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる場合もありますのでご承知おきください。

新型コロナウイルス関連の給付金を装った詐欺にご注意ください

「子育て広場」 からのお知らせで～す！!

〇特別定額給付金を装った電話やメール等にご注意を！

★日 時：６月 4 日（木）１０：００～１１：３０

新型コロナウイルスに関連した給付金に便乗した悪質商法の相談が寄せられています。特
別定額給付金の受け取りのために、総務省や市役所の職員が ATM の操作をお願いしたり、

★場

所：神前幼稚園

★対

象：就園前のお子さんと保護者

★内

容：にこにこミュージックボックス

手数料の振り込みを求めたり、口座番号などの個人情報を電話やメール等で問い合わせたり
することは決してありません。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。
＜不審な商法などの事例＞
・「特別定額給付金とマイナンバーカードの申請代行する」との電話。

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

★問合せ：神前地区主任児童委員

川村 まり

杉野

神前地区市民センター

まり
TEL：326-2751

※コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる場合もありますのでご承知おきください。

・「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。
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

5 月 15 日（金）10：30 から「グリーンカーテン講座」を予定して

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

おりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止させ
ていただきます。
神前地区市民センター TEL：３２６－２７５１

グリーンカーテン講座中止のお知らせ

料理教室からのおしらせ

「子育て広場」 からのお知らせ

今年もヘルスメイト主催の料理教室が始まります。

テーマは【地産地消】です。野菜や魚は新鮮なままで、果物は完熟した食べごろ
を利用します。そして、環境にやさしく安全で安心のできる「食」に配慮した地元
産の素材で取り組みます。楽しく料理をしながら、健康な体づくりをしましょう。

料理教室 年間予定
月

日

内

神前地区で子育て真っ最中のみなさん、こんにちは。
「子育て広場」は、神前の民生委員児童委員協議会が主催する子育て支援事業の一つです。
幼稚園・保育園・市民センターのいずれかをお借りして、月に一度開催します。午前 10
時から 11 時 30 分の間、都合のよい時間にいつでも来てください。たくさんのおもちゃや、
園の遊具で、自由に遊ぶことができます。講師の先生に来ていただいて、普段とは違う親子
の触れ合いの時間をもってもらう企画も用意しています。もちろん、育児で困ったことや心

容

６月１９日（金） 初夏のバランスメニュー【中止】

配なことを、気軽に民生委員や園の先生方に相談してもらえる場所でもあります。保健師さ

７月１７日（金） お楽しみメニュー

んに、相談できる月もあります。

１０月１６日（金） 高齢者向けの料理

参加の対象は 0 歳から幼稚園・保育園に入園するまでのお子さんと保護者の方です。

１１月 20 日（金） 生活習慣病予防の料理

（神前地区以外にお住まいの方も、大歓迎です）

１２月１１日（金） 正月料理

同じ世代のお子さんをお持ちのお母さんと、仲良くなってもらえる場所になれば良いと思
っています。まずは、一度参加してみてください。

令和３年 ３月１９日（金） 春のバランス料理

民生委員児童委員一同お待ちしています。
★ ６月 19 日（金）の開催を予定しておりましたがコロナウイルス感染拡大防止のため

皆で一緒に、楽しい時間を過ごしましょう！!

中止させていただきます。
神前地区市民センター TEL：326-2751

2020 年度 神前地区 子育て広場 年間計画
日

四日市市ヘルスリーダーの会による

イ キ イ キ教 室

申込み不要
参加費無料

楽しく、笑って！おしゃべりして！介護予防をめざしましょう！
★日 時：６月 9 日（火）１３：３０～１５：００
★対 象：おおむね 65 歳以上の市民の方
★場 所：神前地区市民センター 2 階 会議室
★持ち物：タオル、飲み物
※動きやすい服装でお越しください
★内 容：ストレッチ体操、レクリエーション、歌など
★問合せ：高齢福祉課 地域支援係 TEL：３５４－８170
※コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる場合もありますのでご承知おきください。

時

内

容

場

所

５月 ８日（金）

ほんわっかさんの読み聞かせ【中止】

神前保育園

６月 4 日（木）

にこにこミュージックボックス

神前幼稚園

７月 ３日（金）

保健師さんの健康相談

神前保育園

８月２1 日（金）

スイカ割り（諏訪太鼓が来ます）

神前地区市民センター

９月 17 日（木）

移動おもちゃ図書館

神前幼稚園

１０月 16 日（金）

でこぼこ冒険隊

神前幼稚園

１１月 12 日（木）

心をほぐして（ハンドケア）

神前幼稚園

１２月 21 日（月）

みんなで楽しいクリスマス会
にこにこミュージックボックス＆サン 神前地区市民センター
タさん

３年１月１5 日（金） 保健師さん＆ほんわっかさん

神前保育園

２月 10 日（水） 杉町先生の〔親子でふれあい体操〕

神前地区市民センター

３月 ４日（木） ほんわっかさんの読み聞かせ

神前幼稚園

☆ 時間は午前 10 時から 11 時 30 分まで
☆ 悪天候の場合（台風・積雪など）、お休みさせて頂くこともあります。
☆ 問合せ：神前地区主任児童委員
川村 まり
杉野 まり
神前地区市民センター
TEL: 326-2751
※コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる場合もありますのでご承知おきください。

新規援助会員講習会延期のお知らせ
神前地区ホームページ運営委員会より

以下の日程で開催を予定しておりましたみだし講習会は、全日程開催を延期する
事になりましたのでお知らせします。

前号で、神前地区ホームページ「かんざき」が公開されたことを
お伝えしました。しかし、新型コロナウイルスの感染防止対策の
ため、地区内の各団体の活動や行事が軒並み中止または延期とな
ってしまいました。そのため「新着情報」として、各団体からの

日時
10:00
～15:30

相互援助活動の趣旨
子どもの世話（あそび）

10:00
～16:00
10:00
～16:00

子どもの病気
子どもの栄養と食生活
子どもの心と身体の発達
小児看護

６/６(土)

10:00
～16:00

子どもの安全と事故・救急法
子どもの心に寄り添う

６/７(日)

10:00
～15:30

発達障害について ～その子どもとの接し方～
援助活動を円滑に進めるために
講習のまとめ

５/２３(土)
５/２４(土)

情報が運営事務局の方へ届いておりません。情報の更新が進んで
おりませんことをご理解賜りたいと思います。
右の「ＱＲコード」を読み取っていただくと、神前地区ホームページ「かんざき」に入るこ
とができます。
イベントカレンダーを見ていただき、その行事や会議等をクリックしていただくと、「中止」
か「開催」かが分かるようになっております。各行事や会議の主催者から「中止」の連絡をい

内容

５/３０(日)

ただき次第、その情報をアップしますので、ご活用いただきたいと思います
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）
TEL：326-2751 担当 吉田（地域マネージャー）

「令和２年度 人権フェスタかんざき」開催中止のお知らせ
６月１４日（日）に開催を予定しておりました「人権フェスタかんざき」ですが、
新型コロナウィルスの感染拡大が収まる見通しが立たないため、神前地区連合自治
会様及び神前地区社会福祉協議会様のご助言を受け、神前地区同和教育推進協議会
役員会で検討した結果、中止させていただくことにいたしました。大変申し訳ござ
いませんが、ご了承いただきますようにお願いいたします。
「人権フェスタかんざき」は中止させていただきますが、日日の同和教育推進活
動には、ますますご尽力賜りますようにお願いいたします。
なお、７，８月に予定しております啓発委員研修も、新型コロナウィルス感染拡
大の様子を見ながら開催を考えたいと思っております。その折はまたご連絡させて
いただきます。
神前地区人権フェスタかんざき実行委員会
神前地区同和教育推進協議会

問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター
TEL／FAX
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

323-0023

