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神前分団による

救命講習

団体事務局（１３時～１７時）
☎、FAX ３２７－１５０１

8 月の子ども広場

(救命入門コース)を

民生委員児童委員協議会

受講しよう

スイカ割り大会！（状況により中止あり）
夏です！ 子育て広場恒例の「スイカ割り大会」です。
今年は、残念ながら「諏訪太鼓」は中止ですが、何とかスイカ割
りは開催したいと思っております。夏のひと時、お子様と夏気分
を満喫してほしいと思います。
日時 8 月 21 日（金）10：00～11：30 分ぐらいまで
場所 神前地区市民センター 会議室・料理室
申込み制 未就園のお子様と親
20 名程度 部屋の関係で、人数制限させていただき
ます。
スイカ 今年はお持ち帰りしていただいて、お家で
召し上がっていただいてもかまいません。
申込み締め切り 8 月 7 日（金）
申込み先 神前地区市民センター ℡ 326-2751

開催日時

2 年 8 月 28 日 (金)

18:30 から
20:00 まで

開催場所 神前地区市民センター１階和室
大切な人のために応急手当を覚えましょう！目の前で大切な人が倒れたら、あなたは救うこと
ができますか? 居合わせた人が応急手当をすることができたら命を救える可能性が高くなります。
そのためにもぜひ救命講習を受講しましょう。
受講料は無料です。神前の消防団がわかりやすく指導します。
救命入門コースにも｢AED の使用方法｣のカリキュラムが含まれています。
サークルや各種団体のメンバー対象に、個別開催することも可能です。
申し込みは｢団体事務局 327-1501｣または｢神前分団:坂下(090-4798-9718)｣まで
申込締切日は準備の都合上１週間前の金曜日となります

表彰おめでとうございます
7 月 15 日（水）「四日市市民生委員児童委員大会」が開催され
次の方々が表彰されました。おめでとうございます。
日頃から身近な福祉の相談役として、地域社会づくりのために活動頂き
ありがとうございます。
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勇喜夫

松田
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さん

(美里ケ丘)

神前地区市民センターで活動しているサークルのご紹介
「ひまわり社交ダンス」 会員募集のお知らせ
◆練習日：毎週水曜日 １０：００～１２：００
◆場 所：神前地区市民センター2 階 会議室
◆講 師： 深谷 淳 さん
◆問合せ：中山 TEL 326-3834

四日市ヘルスリーダーの会によるイキイキ教室
楽しく、笑って！おしゃべりして！介護予防を目指しましょう！

★日 時：8 月 4 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：イスに座ってのストレッチ、筋力トレーニング
★問合せ：高齢福祉課
TEL：３５４－8455

申込み不要
参加費無料

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
TEL：0593305020
FAX：059-334-0606
HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
【主なイベント日時・内容】料金
8 月 1 日（土）
16 日（日）
10：00～
11：30

よかパパひろば
お子さんと一緒にあそんだり、み
なさんと一緒に子育ての話をしま
せんか？
よかパパ相談員（父親の子育てマ
イスター）が、みなさんの子育て
を応援します。

対象/どなたでも
定員/先着 10 組
＊当日 9：00 より受付開始

8 月 3 日（月）
～7 日（金）
9：00～
11：30

夏休み宿題応援企画
朝は頭を動かそう！
ワーク、工作、書道、絵画などな
んでも OK。
夏休みの宿題にいち早く取り組も
う！

対象/小中高生
定員/最大 15 名
持ち物/宿題に必要なもの
※職員は常駐しません。
定員があるため保護者の入室は
ご遠慮ください

特別番組「家で祭りを楽しもう～大四日市まつり～」
今年はおうちで祭り気分を味わいませんか？
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今年は大四日市まつりが中止となりました。
番組では、２０１９年の大四日市まつり２日目「郷土の文化財と伝統芸能」に出演した団体の演
技を各団体の思いと共に振り返ります。是非ご覧下さい。
《放送チャンネル》12ch
《放送日時》8 月 11 日～16 日
火・木 19:00～/水 23:00～/金・日 17:00～/土 19:00～
問合せ：

シ—・ティ—・ワイ地域情報部

TEL：359-2925

御池沼沢ザリガニ釣りで植物保護！
日 時：８月１０日（月・祝）９：30～11：00（受付は９：00 から）※小雨実施
場 所：天然記念物 御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町）
内 容：御池沼沢植物群落の説明とザリガニ釣り
対 象：３才以上（小学生以下は保護者同伴）
定 員：申込み先着順１０組程度
持ち物：長靴・長袖・長ズボン・帽子・水筒・タオル・虫よけ・ザリガニを入れる容器
申込み：参加費無料
７月２０日から８月５日（必着）に、代表者の名前、
参加人数（小学生以下は学年か年齢も）交通手段、連絡先
（電話番号かメールアドレス）を、電話かファックス、E メールで、
または直接、社会教育・文化財課までお知らせください。
TEL：354-8240、FAX：354-8308
E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

無料

8 月 16 日（日） プラザフォトスポット
10：00～
友だち同士、家族で写真をとりに
17：00
きてね

対象/どなたでも
定員/1 回につき
1 グループ 5 人まで

8 月 22 日（土）
23 日（日）
16：00～
17：00

対象/18 歳までの子どもと保護者
定員/各日子ども 100 人
※当日 15：00 から整理券配布
※天候により変更する場合があり
ます
※詳しくは HP もしくはメインチラ
シをご確認ください

プラザ納涼祭
大きなプールで「なんでもすくい」
に挑戦！なにがすくえるかな？
ひろばの東屋はフォトスポットに
変身！
風鈴の音色で暑い夏の夕涼みをし
よう。

※新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。
開館状況、イベント実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、
お電話でお問い合わせください。

戦没者を追悼し平和を祈念する日 ８月１５日に黙とうを
８月１５日の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に、市民・事業者の皆さんも
当日正午から１分間の黙とうをお願いします。黙とうの時間にあわせて、
市内の寺院では正午に鐘が鳴らされることがあります。
この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみましょう。
健康福祉課 TEL：354-8109、FAX 359-0288

「令和２年度

神前地区文化祭」開催中止のお知らせ

１１月１日（日）に開催を予定しておりました「神前地区文化祭」ですが、新型コロナウィ
ルスの感染拡大防止を最優先に考え、神前地区社会福祉協議会役員会で十分検討し、神前地
区文化祭実行委員会の神前地区連合自治会様及び神前地区同和教育推進協議会様のご助言を
受け、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。
「神前地区文化祭」は神前地区全員のみなさんが交流し、親睦を深める大切な機会ですが、
新型コロナウィルス感染防止が昨今の最優先課題だと判断させていただきました。来年度は、
みなさまのご協力を得て、さらに盛大に文化祭が開催されますように期待し、今年度は中止さ
せていただきます。ご理解をよろしくお願い致します。
神前地区文化祭実行委員会
神前地区社会福祉協議会

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の
試験放送を実施します
（１）実施日時
８月５日（水）午前１１時００分ころから数分程度
（２）試験放送内容
放送機器

放送・吹鳴内容
市内全て（※）の防災行政無線（固定系）屋外拡声
子局およびＣＴＹ－ＦＭラジオ放送から一斉に次の
ように放送されます。

防災行政無線
（固定系）

【放送内容】
上りチャイム音(♪ピンポンパンポン )
「これは、J アラートのテストです。」×３
「こちらは、こうほうよっかいちです。」
下りチャイム音(♪ピンポンパンポン )

地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。
●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。

「令和２年度

各町夏祭り（盆踊り）」開催中止のお知らせ

毎年各町で開催を予定しております「夏祭り（盆踊り）」ですが、新型コロナウィルスの
感染拡大防止を最優先に考え、開催各町自治会様から神前地区連合自治会に対して「中止」
のご連絡がありました。
曽井町 夏祭り、
上名ヶ丘 夏祭り、
美里ヶ丘 夏祭り
寺方町 1 区 盆踊り、 尾平町（共催）盆踊り、 高角町（西）（中）盆踊り
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。
「夏祭り（盆踊り）」は、神前地区各町のみなさま全員がそれぞれ交流し、親睦を深める
大切な機会ですが、新型コロナウィルス感染防止が、現在の最優先課題だと判断させていた
だきました。来年度は、みなさまのご協力を得て、さらに盛大に夏祭り（盆踊り）が開催さ
れますように期待し、今年度は中止させていただきます。ご理解をよろしくお願い致します。
神前地区夏祭り（盆踊り）開催各町自治会
神前地区連合自治会

●059-351-4004（自動電話応答機能）に TEL していただくと放送内容が確認できます。

※

屋外拡声子局

市内 119 箇所

●

以降の試験については以下のとおり予定しています。
令和２年１０月 ７日（水）１１：００から
令和３年 ２月１７日（水）１１：００から

● 気象状況その他の理由により中止する場合があります。

【お問い合わせ先】
四日市市 危機管理室
電話 059-354-8119

