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神前女性防災の会「アイリス」

団体事務局（１３時～１７時）
☎、FAX ３２７－１５０１

大地震だ！大洪水だ！

第1回

みんな避難所へ避難しなくちゃ！

でも、避難所は大丈夫かな？

9 月福祉カフェサロン

中止のお知らせ！

9 月に予定しておりました、各町福祉カフェ（大日カフェサロン、あっ高角カフェサ
ロン、より曽井カフェサロン、尾平カフェサロン）は、四日市市内での新型コロナウィ
ルス感染拡大を受けて、中止することとなりました。大変残念ではありますが、感染拡
大を予防するため決断をいたしました。ご理解をお願いいたします。なお、10 月以降
につきましては、またセンターだよりでご案内させていただく予定です。熱中症にも危
険な時期になってまいりました。どうぞお体にお気をつけてお過ごしください。

各町福祉カフェサロン運営委員会

９月の子育て広場を中止します。
９月 17 日（木）に予定しておりました、子育て広場（移動おもちゃ図書館）は、四
日市市内の新型コロナウィルス感染拡大を受け中止します。楽しみに待っていてくれた
方々にはとても残念ですが、ご理解をお願いします。
10 月の子育て広場は開催したいと考えておりますが、その時の状態によってわかりま
せん。センターだよりでお知らせしますので、ご覧ください。

神前地区民生委員児童委員協議会

女性のための防災訓練

コロナ対策は？

高齢者や子どもたち、女性は安心安全に避難所生活できるかな？
避難所は誰かが、作ってくれるものではないのですよ。
避難してきた、あなたが作るのです。

女性の方ぜひ参加してください。
神前地区は幸いにも大きな災害被害にあいにくいとこ
ろと言えます。そのため、今まで一度も 5 か所ある指定
避難所への避難を経験したことがない人がたくさんみえ
るのではないでしょうか。とても幸せなことです。
でも、南海トラフ地震の発生が確実だと言われ、さらに
避難所での新型コロナウィルス感染拡大が懸念される今、避難所の開設や運営を一度も訓練
しておかなくてよいものでしょうか。特に地域や家庭で被災した場合、多くの場合、女性の
みなさんが行動しなければ、家族の命は守ることができないかもしれません。
一度でいいですから、家族のために避難所というものがどんなところで、誰が何をすると
ころなのか、仮想体験・訓練しておくことがとても大切なことなのです。
今回は、ほんの初歩的な訓練となります。ぜひ、参加してみてください。

＜新型コロナウイルス感染症に伴うこころの傾聴電話のご案内＞
新型コロナウイルス感染症の拡大により、あらゆる世代の方が、健康問題だけでなく生活問題、
経済問題など大きな影響を受けています。

日時

9 月 19 日

場所

神前小学校体育館（指定避難所である神前小学校をモデルにして訓練します。他の

開設日時：令和２年９月１日～ 毎週月曜日、火曜日、金曜日（祝日は除く）
午後１時から５時
電話番号：０５９－３５４－８０９２
問い合わせ先
四日市市保健所 保健予防課

9:00～11:30

指定避難所に行かれる方も、考え方は同じですからその基本を学びましょう。
）

そこで、だれにも話せない不安や心配を少しでも軽減していただけるよう、傾聴ボランティアの
経験者による「こころの傾聴電話」を下記の通り開設します。ぜひご利用ください。

（土曜日）

募集人数 中学生以上の女性約 30 名（先着順です。）
訓練内容

神前小学校を避難所にするとき、どこにだれを避難してもらうかなどの仮想避
難所づくり（設営や運営）をみなさん（班に分かれ）でしてもらいます。

申込み

神前地区市民センター（℡ 326-2751）へ、電話か、直接来所の上申し込んで
ください。先着順に受け付けさせてもらいます。しめきりはありません。

お約束 ① 参加する場合はマスクをしてください。冷房がありません。換気をします。
℡０５９－３５２－０５９６

② 託児をします。必要な方は申し込みの際にお申し出ください。
主催

神前女性防災の会「アイリス」

共催

神前地区連合自治会・自主防災協議会

♪食生活改善推進員 養成講座 「栄養教室」

受講生募集♪

「食」を通じた健康づくりのボランティア『食生活改善推進員』を養成する

☆☆

恒例！

食生活改善推進員は、自分自身や家族、地域の健康づくりのため「日頃

対象者 受講後に四日市市食生活改善推進協議会 定員１５人（４人以上の申し込みで開催。申込
多数の場合は抽選。）

恒例となりました、自主運行バス応援ミニツアー「陶芸教室」を今年も開催したいと思います。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、集中しやすい「陶芸」は、With コロナの新しい生活様式

住する20歳以上の人

料金１,000円

（※過去に受講したことのない人）

申し込み９月９日(必着)までに、

日時①９月2３日、②１０月1４日、③１１月

健康づくり課窓口かはがき、電話、ファクスで、

１８日、④1１月２５日、⑤1２月９日、⑥1月

名前(ふりがな)、年齢、住所、電話番号、「栄

1３日、⑦1月２７日（全７回）

養教室受講希望」と明記の上、お申し込み下さ

いずれも水曜日

い。参加の可否は全員へ通知します。

の中の趣味としてふさわしい一つだと思います。ふるってご参加ください。
但し、新型コロナウィルスの状況によって中止になる場合もありますのでご了承ください。
日時

９月２７日（日）※

日程

最寄りのバス停で乗車

<申し込み先>

内容健康づくりや食生活、調理等に関する講義

〒510-8601 諏訪町 1-5

中止する場合があります。

乗車場所

『こども子育て交流プラザ』は、主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動な

通常作陶教室料金 3,000 円（粘土代・焼成費代）のところ

（月）
9 月 21 日
（月・祝）

10：00
～11：00
10：00
～11：00

となります。

先着２0～30 名程度（作陶する人の人数）

円

持ち物等
作品

マスク

汚れてもよい服装（またはエプロン）

タオル

水筒

作品は、「ばんこの里会館」が、素焼きし、釉薬をかけて本焼きし、1 か月ほどで
仕上げてくれます。完成作品は、市民センター図書室に展示後お返しします。

申込先

神前地区市民センターか団体事務局にお越しの際に申し込んでいただくか、
℡ 327-1501 （13:00 から 17:00 の間でお願いします。）

定員/当日先着 20 名

定員/当日先着 15 組

えんぴつ、絵の具などを使って、ひろばでスケッチをし
よう！

陶芸体験教室に参加

下記の電話でお申し込みください。
対象/妊婦さん

妊婦さん集まれ!

同じ境遇の人が集まって、お話しましょう
プラザでスケッチ

ばんこの里会館

【交通費】行きのバス代と電車代は各自でご負担ください。

無料

〇〇（まんまる）広場

→

※ 2,500 円は、地域社会づくり推進委員会が補助します。

設で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！
9月7日

現地解散

費用

ど、さまざまなイベントを開催しています。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「赤ちゃん
広場」も実施しています。広い多目的ホール、クッキングルーム、工作室や図書室などの設備が充実した施

10:40～12:30

幼児～大人

橋北交流会館 4 階

FAX：059-334-0606 HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

近鉄川原町駅

対象

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号

→

最寄りのバス停（発車時刻は申込時に、必ずお聞きください。）

【特別料金】500

料金

近鉄四日市駅

陶芸体験教室終了後は、

健康づくり課

（※今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防 電話 354-8291 FAX353-6385
※災害・感染症等により、内容の変更や教室を
止のため、調理実習は行いません。）

【主なイベント日時・内容】

→

神前地区市民センター前は 9:48 発のバスです。

（別紙の「時刻表」参照してください。）

場所四日市市総合会館７階

TEL：0593305020

☆☆

自分だけの焼き物を作りに行こう！

の食生活の大切さ」を伝える活動をしています。

９：３0～1２：３0

ミニツアー

路線バスに乗り

ため、栄養教室を開講します。

の会員としてボランティア活動ができ、市内に在

楽しみながら自主運行バス応援

対象/どなたでも

℡ 326-2751 （地区市民センター 担当 吉田）
締め切り

９月 18 日（金）まで

（但し、定員になり次第

締め切ります。）

※ 新型コロナウィルス感染拡大等で中止の場合は、事務局から連絡させていただきます。

開始 15 分前から受付します

※雨天・高温など活動が困難な場合は中止します。

持ち物/汚れてもよい服装、使いたい道具、帽子、水筒

9 月 23 日
（水）
9 月 27 日
（日）

15：30
～16：00
15：30
～16：00

ペットボトルボウリング

定員/当日先着 10 名

対象/小学生

ピンをたおして、点取りゲームをしてあそぼう。

持ち物/動きやすい服装

えほんのひろば

対象/どなたでも

定員/当日先着 10 名

季節のたのしいおはなしをします。

※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、お電話でお問合せください。

令和２年国勢調査お知らせ
１０月１日に、５年に１度の国勢調査が全国一斉に行われます。国勢調査の結果は、
少子高齢化社会への取り組みや、将来のまちづくり・国づくりの基礎資料になります。
今回の調査では、新型コロナウイルス感染予防のため、調査員は訪問せず、郵便受け
に調査書類を投函させていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。

