お知らせ
発行：令和２年９月５日
神前地区市民センター
☎３２６－２７５１
FAX ３２５－２０７０
団体事務局（１３時～１７時）
☎、FAX ３２７－１５０１

第 3 回神前愛さつの日
8 月 11 日（火）第 2 回神前愛さつの日は「家庭愛さつデー」でし
たが、みなさん元気に明るく、大きな声であいさつしていただきまし
たか。子どもたちも夏休みが短くて、何だか物足りなかったでしょう。
9 月 11 日（金）は、「第 3 回神前愛さつの日」です。子どもた
ちが、朝学校へ登校する時に、子どもたちの集団登校集合場所や通
学路に出ていただき、明るく元気に、やさしく大きな声で「おはよ
う」とあいさつしてあげてください。

日時

10 月 17 日（土）14:00～15:00

場所

神前地区市民センター

演目

てんぐとかっぱとかみなりどん

２階会議室

原作

かこさとし

併演

ブーブークタクタウマイウマイ

無料

定員

１５名（保護者の方も一緒に鑑賞していただけます。）

持ち物

飲み物、マスク、タオル

申込み

神前地区市民センターにお越しいただくか電話（☎326-2751）
で事前に申し込んでください。

その他

町になっていくと信じています。
さあ、元気に「おはよう！」と声掛けあいましましょう。

神前地区連合自治会

「かっぱとてんぐとかみなりどん」復刊ドットコムより

入場

申込み締め切り

地区全体で取り組むことで、神前地区が、明るく楽しい、元気な

10 月 9 日（金）17:00

新型コロナウィルスの関係で中止する場合がありますので、その場

合は、ご了承ください。申し込みされた方には連絡します。

三重西幼稚園

神前幼稚園
〔ひよこクラブ〕
10 月： １日（木）
16 日（金）（子育て広場）
22 日（木）
29 日（木）
１０：００～１１：３０
問合せ：326-4408
⽔分補給のために、お茶や
⽩湯などをお持ちください

〔なかよし会〕 １０：００～１１：３０
10 月： ５日（月）「親子で遊ぼう」
１２日（月）「親子で遊ぼう」
１９日（月）「親子で遊ぼう」
21 日（水）「親子で遊ぼう」
26 日（月）「親子で遊ぼう」
28 日（水）「親子で遊ぼう」
今後の予定につきましては、状況により中止となる場
合もあります。なかよし会へ参加される際は、密を避
け、マスクの着用・検温・手指の消毒などにご協力を
お願いいたします。

秋の運動会のお知らせ
☆神 前 小 学 校
１０月３日（土）午前９時から（午前開催）
☆三重西小学校
１０月３日（土）午前 8 時 45 分から（午前開催）
【今年度は両校とも、三密を避けるため、ご家族以外のご参加は
ご遠慮いただきますようお願いいたします。】
☆神前幼稚園・神前保育園 １０月１０日（土）
【今年度は、幼稚園、保育園が合同で運動会を行います。
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、園児、
保護者、職員で行います。】

神前保育園
〔あそぼう会（金曜日）〕 ９：３０～１１：３０
10 月： 2 日、9 日、16 日、23 日、30 日
保育園改築工事のため、神前幼稚園ホールで行います。
（9 月のあそぼう会も神前幼稚園ホールで行いまず。）
問合せ：326-1177

問合せ：☎332-8976

「子育て広場」 からのお知らせで～す！!
★日 時：１０月 16 日（金）１０：００～１１：３０
★場 所：神前幼稚園
★対 象：未就園のお子さんと保護者
★内 容：でこぼこ冒険隊
★問合せ：神前地区主任児童委員
杉野 まり・川村 まり
神前地区市民センター ℡326-2751

自動車文庫 巡回予定

「食と運動の輪★すこやか倶楽部」のご案内
“元気印”で過ごすための食生活の話や楽しい運動を紹介します。
食生活については「食生活改善推進員」が、
運動については「ヘルスリーダー」が担当します。
日 に ち：令和２年１０月１９日（月曜日）

認知症予防のための運動と食
生活について学びましょう♪

時

間：１０:００ ～ １１:３０

会

場：神前地区市民センター

対

象：おおむね６５歳以上の市民

定

員：２０名程度（申込必要・応募者多数の場合は抽選）
※結果は参加できない方のみお知らせします。

１０月１４日（水）１３：４０～１４：１０
１０月２３日（金）１０：４０～１１：１０
１０月２３日（金）１４：４０～１５：１０

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

参 加 料：無料
持 ち 物：マスク、タオル、飲み物、筆記用具、運動しやすい服装でお越し下さい。
そ の 他：発熱や咳症状などの風邪症状がある方、基礎疾患をお持ちの方で感染リ
スクを心配される方は、参加を控えてください。
申し込み：１０月４日（必着）までに、講座名、郵便番号、住所、名前（ふりがな）、
年齢、電話番号を、はがきか電話、ファクス、または直接高齢福祉課（市
役所３階）へお知らせください。

四日市市ヘルスリーダーの会による

※新型コロナウイルスの影響で中止とさせていただく場合がございます。詳しくは、下記

イ キ イ キ 教 室
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！

にご確認ください。
【申し込み・問い合わせ先】

★日 時：１０月１３日（火）１３：３０～１４：３０

四日市市 高齢福祉課 〒５１０－０８６１ 四日市市諏訪町１－５

★対 象：おおむね 65 歳以上の市民の方

ＴＥＬ：３５４－８１７０ FAX：３５４－８２８０

★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

申込み不要
参加費無料

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。

令和３年度一般財団法人自治総合センターによるコミュニティ助成事業の募集
一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ収入を財源に、コミュニティ活動に対し助成を行って
います。令和３年度の助成を希望するコミュニティ組織は、地区市民センターまでご連絡ください。
●助成対象団体 コミュニティ組織（自治会、町内会など地域に密着して活動する団体）・自主防
災組織
●募集する事業 ①一般コミュニティ助成事業
②コミュニティセンター助成事業
③青少年健全育成助成事業
④地域防災組織育成助成事業
●書類提出期限 ①②③については、令和２年９月３０日（水）までに 市民生活課へ
④については、
令和２年１０月９日（金）までに 危機管理室へ
※制度の詳細は、一般財団法人自治総合センターのホームページをご覧ください。
Ｅ‐mail：http://www.jichi-sogo.jp/

マイナンバーカードを作りませんか？

令和２年度

看護職向け在宅看護研修（初級コース）受講生募集！！

潜在看護師などが、訪問看護に必要な基本的な知識・技術を習得し、訪問看護を提供できるよう

（休日申請受付窓口の開設）

に、または現役の看護師さんで訪問看護に興味があり、知識を得てスキルアップされたい方に対
四日市市では、平日に市役所へお越しいただくのが困難な方のために、下記のとおりマイナ
ンバーカード休日申請受付窓口を開設いたします。
この受付窓口で申請していただいた場合、受付時にお申し出いただいたカードの暗証番号を
市役所で入力させていただいたうえで、ご自宅宛てにマイナンバーカードを郵送（本人限定郵
便・特例型）させていただきますので、カードの受け取りのために再度お越しいただく必要は
ありません。なお、カード到着まで、おおよそ 2 か月程度かかります。
受付は事前予約制となりますので、申請を希望される方は、希望される窓口及び時間を市民
課（℡ 059-354-8415、平日 8 時 30 分～17 時 15 分）まで電話予約してください。

して研修を開催いたします。
○

開催期間・受付期間

（開催場所：WEB 開催）

令和２年１１月７日～１２月１２日の毎週土曜日

〇開催日

１１月３０日（月）～１２月１８日（金）のうちで、訪問看護ステーションでの
同行訪問実修を１日予定しています。
〇受付期間

令和２年１０月９日（金）まで
新型コロナウィルス感染症の影響により、今年度は Zoom 配信による WEB 開

1. 申請に必要なもの

催となります。Zoom 視聴環境の無い方は健康福祉課までご相談ください。

申請の際には、以下の書類を持参してください。
(1)本人確認書類(A を 1 点、または B を 2 点)
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真入り)、運転経歴証明書(交付年月日
A

が平成 24 年 4 月 1 日以降のものに限る)、身体障害者手帳、在留カード、特別永
住者証明書など、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類
健康保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学生証など、

B

「氏名＋住所」か「氏名＋生年月日」が記載されたもので、組み合わせで「氏名・
住所・生年月日」が確認できるもの

○募集人数
１０名程度
※ 全日程参加可能な方、先着順を優先とし、
１０月１２日以降に参加可否を通知します。
○研修プログラム
受講ご希望の方は係までお尋ねください。
○受講資格
以下の要件を満たす方を対象とします。

(2)通知カード、または個人番号通知書

① 再就業を希望する潜在看護師

(3)顔写真(縦 4.5cm×横 3.5cm、6 か月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの)

② 訪問看護に興味のある現役看護師

(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

③ 訪問看護師になりたい方

※申請時に、通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を回収します。
※15 歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と別途書類が

昨年度の受講風景

④ 全日程参加できる方
○受講料

無料

必要となります。
○問い合せ先

【四日市市 健康福祉課 企画係（０５９－３５４－８２８１） 山口】

2. 開設窓口・開設時間【8 時 30 分～12 時 30 分、13 時 30 分～17 時 30 分】
開設窓口(各会場、先着 48 名まで)
【事前予約制】1 人あたり 30 分
9 月 20 日(日)：桜地区市民センター
10 月 17 日(土)：河原田地区市民センター

9 月 22 日(火)：四郷地区市民センター
10 月 18 日(日)：中部地区市民センター

※事前に予約が必要です。予約が無い方は、受付をお断りさせていただきます。
【お問い合わせ先】四日市市役所 市民課
（平日 8 時 30 分～17 時 15 分）
予約専用 ℡ 059-354-8415

には
が満載！ぜひご覧ください！
神前地区のホームページ「かんざき」をご覧になってくださっていますか。地域のニュースが盛
りだくさん掲載されています。さらに、神前地区のハザードマップやふるさとマップ、バス時刻表も
見ることができます。地区内の町の情報や各サークル団体の情報も、いろいろな行事の日程もご覧い
ただけます。載せたい地区の情報があれば、ご連絡ください。みんなでホームページを作っていきま
しょう。
神前地区ホームページ運営委員会（神前地区団体事務局内 ℡ 327-1501）

再掲
毎年のように日本列島に甚大な被害をもたらす台風や大雨。本年も台風のシーズンがやってきま
した。しかし、本年は例年と違い「with コロナ」として台風＆大雨対策が必要となっています。
ではコロナ禍の災害時どのように備えて、どのような行動をすればよいのか紹介していきます。
新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも災害時には、危険な場所にいる人は避難すること
が原則です。事前にハザードマップを確認し、自宅での安全が確保されているかを確認しましょう。
以下に皆さんが避難しようとする際に知っておいて頂きたいポイントを 5 つ挙げます。
① 安全な場所にいる場合は避難場所に行く必要はありません。
② 避難先は小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避難することも考え
てみましょう。
③ マスク・消毒液・体温計が不足しているので、自ら携行しましょう。
④ 市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設されている可能性があります。災害時のた
めに市町村ホームページ等で確認しましょう。
⑤ 豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊をする場合は、浸水しないよう
周囲の状況等を十分確認して下さい。
出典：内閣府「新型コロナウイルス感染症が収束しない中における災害時の避難について」

神前女性防災の会「アイリス」主催

第1回

日時

9 月 19 日

（土曜日）

場所

神前小学校体育館

9:00～11:30

（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。他の指定避
難所に行かれる方も、考え方は同じです。基本を訓練しましょう。）

募集人数

中学生以上の女性約 30 名（先着順にしめきります。）

訓練内容 女性の方々が避難所運営で声を出していただくこと
が目的です。そのために知っておいていただきたいことの基礎
基本を訓練します。主な内容は、
① 避難所レイアウト訓練
学校などを避難所にするとき、どこにどのような場所（トイ
レや介護室、授乳室や女性相談室、女性用の物干し場など）
を設定すれば避難者全員が安心安全でいられるのか、みなさ
んで（班に分かれ）に考えてもらいます。
② スクリーニング基礎訓練
感染症対策として、体育館（避難所）に入れる人と、別の保護室に避難してもらう人を
選別する訓練をします。
③ ゾーニング基礎訓練
避難所内のどこに何人の家族をどのように配置するかを考えてもらいます。

お約束

① 参加する場合はマスクを着用してください。
② 冷房がありません。換気をしますが、熱中症対策をお願いします。

本年度、新型コロナウイルス疑いや熱中症での救急出動が増加

③ 託児・手話通訳をします。必要な方は申し込みの際にお申し出ください。

しています。新型コロナウイルス疑いでの救急出動では、隊員の
感染防止対策や救急車出動後の消毒作業などのために

（託児・手話通訳のお申し込みは 9 月 11 日（金）までにお願いします。）

一度出動すると一般的な救急よりも多くの時間が必要とな

申込み 神前地区市民 センターへ直接来ていただいてお申込みいただくか、または、電話

ります。一人一人の方の感染症対策が限られた救急車の有

（℡ 326-2751）でお申し込みください。先着順に受け付けさせてもらいます。

効活用につながります。

共催
連絡先

四日市市中消防署中央分署

TEL325-4717

神前地区連合自治会・自主防災協議会

