
 
 
 
 
 
 

神前地区ホームページ（アドレス kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。 

 

第１回 神前地区市民センター（入選作品の展示） 

 11 月 20 日（金）～11 月 26 日（木） 11 月 27 日（金）～12 月 3 日（木） 

標語 神前小学校 １Ａ～５Ａ 神前小学校 ５Ｂ，６Ａ 

ポスター 
神前幼稚園、三重西幼稚園、 

神前小学校１，２年 
神前小学校 ３年 

第２回 神前小学校（南校舎廊下） １２月７日（月）～１２月２５日（金） 

  標語・ポスターとも、神前小学校応募者全員の作品展示 

※ 幼稚園応募者は各幼稚園にて展示予定（各幼稚園にお問い合わせください。） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

お知らせ 
発行：令和２年１１月２０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 

 

表彰おめでとうございます！ 
佐藤さん  佐野さん 

11 月 5 日（木）に四日市市文化会館で、令和 2 年度四日市市

自治会長大会が開催され、神前地区からはお二人の自治会長が

表彰されました。 

【永年勤続自治会長表彰】 

平尾 光男 さん           川村 正茂 さん 

尾平町南自治会長           寺方町二区自治会長 

勤続 10 年               勤続 5 年 

各地区カフェのご案内 

各カフェサロンの開催予定です。各カフェサロンとも新型コロナウィルス感染拡大の 

様子を見ながら開催します。 そのため、状況によっては急きょ、当日中止する場合も 

あります。 ご理解の上、ご容赦ください。 

 開催できましても、町内の方対象としますのでご承知おきください。 

大日 Café サロン 

 12 月は中止とさせていただきます。 

カフェ あったかつの 

 日 時：１２月１４日（月）★毎月第２月曜日 ９：００～１２：００ 

場 所：高角町公会所    協力費：100 円 

より曽井サロン 

 日 時：１２月１０日（木）★毎月第２木曜日 １０：００～１５：００ 

 場 所：曽井町公会所     会 費：100 円 

カフェサロン尾平 

 日 時：１２月１５日（火）★毎月第３火曜日 １０：００～１２：００ 

 場 所：尾平町集落センター 会 費：100 円 

神前地区あいさつ運動標語・ポスターコンクール入賞者作品展示会 



10 月 25 日（日）交通安全協会神前支部の委員 24 名が、 

地区内の幹線道路及び国道 477 バイパスを 4 コースに分か 

れて、ごみ拾い、清掃活動及び交通安全啓発活動を行いました。 

空き缶やペットボトル、マスクなど、驚くほどの量が落ちてい  

ました。万が一車がはね上げ 

て人に当たったり、車自体が 

故障したりしたら、大事故に 

なって多くの人が大けがをし 

てしまいます。道路には決してごみを捨てないようにお願いし 

ます。今年度、四日市市では交通死亡事故が多発しており警報 

発令中です。きれいな街にして交通事故を無くしましょう。 

交通安全協会神前支部 支部長 梅田 弘 

 
 

 

 

 

10 月 18 日（日）、コロナ禍の中、令和 2 年度の神前地区 

一斉防災訓練が規模を縮小して実施され、無事各町の安否確 

認情報が、目標時間内に災害対策本部に伝達されました。 

ここ数年、「黄色いタオル大作戦」として取り組んでいただ 

いた町民のみなさんのご協力の賜物だと感謝いたします。 

安否確認が素早くできることで、例えば、被災町（救援救護 

が必要な町）が早く的確に把握でき、四日市市と協力しながら 

素早い救援支援活動を展開することができます。安否確認は災害復旧の基本なのです。 

また今回はいろいろ工夫していただいた町もありました。 

ある町では、一つの組の範囲が広く、組長だけで確認して 

いると時間がかかるため、組ではなく新たに近隣家屋を１グル 

ープとして、17 グループに分け、それぞれに代表者（確認して 

いただく方）を決めて安否確認を行った結果、例年より早く集 

計することができたそうです。町民一体となって取り組んでい 

ただいた結果だと思います。 

さらに、神前消防分団にも活躍いただき、町民の指導に当たっていただきました。とても上手 

に指導してもらったと多くの方々から好評をいただいております。 

各町独自の防災訓練では、このように町民をはじめ町内の各種団体とも絆を深め、住民同士が 

一つにまとまることができます。それこそが神前地区の大きな防災力になります。 

神前地区連合自治会  神前地区自主防災協議会 

 11 月 11 日（水）、神前地区自主防災協議会会員と神前女性防災の会

「アイリス」会員の 30 名が伊勢市防災センターと大紀町津波避難タワ

ーへ防災視察研修に行ってきました。 

 伊勢市防災センターでは、煙の中の脱出

訓練や水没車中からの脱出訓練、水中歩行

訓練、消火器訓練を体験しながら地域独自

の考え方を学びました。 

大紀町では、昭和 19 年の南海トラフ大 

地震の際に津波で多くの方が被害にあわれ 

た経験から、全町民が避難し「命」を守れ  （水中歩行体験訓練） 

るように、高台に避難場所（約 30 か所）を作ったり、高台まで遠い地 

区には避難タワーを 2 棟も設置したりして、全町民が津波被害にあわ 

ないようにすることを全町民の願いとして実施していることを学びま 

した。神前地区とは全く地形が違いますが、「命を守る」ということに 

関しては学ぶところが多かったように思います。 

【参加者の感想】 

・伊勢市防災センター及び大紀町の担当の方が隅々まで案内されていね 

いに分かり易く説明していただいたことがとても印象に残りました。 

過去の災害を教訓として具体的に対策を考え、施設を建設されている 

ことが素晴らしいと感じました。      

・車が浸水した時に車内に水が入ることでドアが開けやすくなること。  

水深 50 ㎝で女性の歩行が限界になると 

のこと。自分が住んでいる地域には水害（大紀町津波第 1 避難タワー） 

はないと思うが、災害はどこで会うかもしれないので、早めの準備や 

避難が大切だと改めて学びました。 

・大紀町の命を守るタワーが心に残りました。「命を守る。」何物にも代  

 えられないと痛感しました。大きな災害を経験された地域は対策がし

（大紀町津波第２避難タワー）  っかりされているし、意識も高くお手本にしたいと思いました。 

・大紀町では、過去の災害の経験を生かした町づくり（避難所が 31 か所もある。）が進んでいると感 

じました。 

・伊勢市防災センターの防災倉庫に備蓄されている物資が、段ボール箱で保管されているのもが多か 

 ったのですが、箱の大きさや形がほとんど同じなので見分けやすいように、箱の前後左右の 4 か所 

にラベルが貼ってありました。神前地区の防災備蓄倉庫でも参考になると思いました。 

・視察を終えて、神前地区にとって何が一番大事であるのか。みんなで考えることが大切だと改めて 

感じました。 

神前地区自主防災協議会 神前女性防災の会「アイリス」 

四日市市交通安全協会神前支部 

交通事故を無くしましょう！ 

令和 2 年度 神前地区一斉防災訓練 

安否情報等無線伝達訓練！無事目標達成！ 

防災視察研修（伊勢市防災センター、大紀町津波避難タワー） 

「命を守ることに全町民が一段となっており

組んでいる町」を見てきました。 

（水没車からの脱出訓練） 

（はしご車先端部体験） 



ノハナショウブ（５月頃） 

 
 

   

≪石油ストーブ・石油ファンヒーターを安全に使用しよう≫ 

なんと石油ストーブ・石油ファンヒーターの事故５年間で 5７人も死亡しています。 

（2014 年度から 2018 年度の 5 年間に NITE(ナイト)に通知のあった製品事故情報） 

これらの事故はこの時期から増え始め、１月頃にピークを迎えます！ 

 

原因としてストーブへの給油時に灯油がこぼれて火災になる。 

間違えて給油したガソリンに引火する。 

使用中に可燃物が接触して発火する等の事故が発生しています！！ 

 

石油ストーブ・石油ファンヒーターによる住宅の全焼や死亡事故の多くは 

使い方が原因で発生しています。 

空気が乾燥して火災になりやすい冬場を迎えている中 

以下のポイトを注意しましょう！！ 

 

■石油ストーブ・石油ファンヒーターの事故を防ぐポイント！     

○給油する前に必ず消火する。 

給油後は、給油口キャップをしっかりと締め 

灯油が漏れないことを確認してから本体にセットする。 

 

○灯油は灯油用ポリエチレンかん（以下、「ポリタンク」という。） 

などの専用容器に入れ、ガソリンと別の場所で保管する、 

ラベル表示で区別するなど、誤給油を防ぐための対策を徹底する。 

 

 

 

 

      

○周囲に可燃物などを置かない。特に衣類などを乾かさない 

 

○就寝する前に必ず消火し、完全に消えたことを確認する。 

 

 

 

 
 

 

 

 

マイナンバーカード 

 ◆コンビニ交付サービスについて 

       市民課（℡ 354-8152  Fax 359-0282） 

コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを使用してコンビニなど 

の店舗内に設置されているマルチコピー機（キオスク端末）を操作すること 

により、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書が取得できるサービス 

です。※サービスを利用するにはマイナンバーカードが必要です。住基カー 

ド・通知カードでは利用できません。 

大変便利なサービスですので、ぜひご活用ください。  

 

 ◆コンビニ交付サービスの一時停止について 

       市民課(℡ 354-8152  Fax 359-0282) 

コンビニ交付のメンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止しま 

す。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

■一時停止日   

１２月２２日（火）終日 

 

 ◆市民窓口サービスセンター臨時休業のお知らせ 

       市民課(℡ 354-8152  Fax 359-0282) 

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、点検作業のため、下記の通り業務を 

停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

■臨時休業    

１２月１２日（土）、１３日（日）終日 

 

 

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか 

（１）日時   12 月６日（日） 午前９時から 1２時※小雨実施 

（２）場所    天然記念物 御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町） 

        大池中学校南東約 350ｍ 

（３）内容    除草および集草 

（４）持ち物等 作業しやすく汚れてもよい服装・マスク・長靴・あれば草刈機 

（５）申し込み 12 月２日までに、名前、参加人数、交通手段、当日の連絡先を、電話か E メールで、 

社会教育・文化財課までお知らせください。 

                自家用車をご利用の方は、８時 30 分までに文化財整理作業所（寺方町字北浦 1506、 

四日市中央工業高校南側）にお越しください。 

     問合せ：四日市市教育員会 社会教育・文化財課 

電 話：059-354-82３８、E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp 

 

 

 

 

必 ず 「 灯 油 」 を  

入れて！！ 

ガソリンはダメ!！ 

中央分署からのお知らせ 

問合せ 

中消防署中央分署 

Tel 059－325－4717 

しっかり締める 

漏れがないか

確認！！ 

ポリタンク（灯油） 

別の場所に保管 

ガソリン用携行缶 

ポリタンク（灯油）へのガソリン

の給油は絶対にダメ！！ 



 11 月 14 日（土）、神前小学校グラウンドにおいて、神前地区 

社会福祉協議会（福祉部）主催「高齢者福祉大会 グランドゴル 

フ大会」が開催されました。100 名近くの方が参加され、晴天の 

もと元気にプレーされて見えました。笑い声も聞こえ、楽しい一日 

となりました。 

結果や詳細については、次回の「社協だより」をご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

11 月 15 日（日）、大日山公園を中心に、神前里山を守る会主 

催神前自然保護活動「大日山・とうりゃんせ整備活動」が行われま 

した。会員や各地区自治会長、各団体の方々総勢 30 名近くの方が 

参加され、大日山公園の散策路の整備（下草がりや伐採）やとう 

りゃんせの竹林の整備などが行われました。 

この日はとても天気が良く、参加 

者は額に汗をして作業に取り組んで 

みえました。終了後は、婦人部の方々手作りの「ぶた汁」と「おに 

ぎり」がふるまわれました。 

一般の方々の参加もお待ちしております。次回は 2 月 14 日（日） 

を予定していますので、ご希望の方は神前地区団体事務局 

（℡ 327-1501）までお問い合わせください。 

 

  

 

 

 

11 月 15 日（日）、神前菊花愛好会の方によって、神前地区 

市民センター玄関付近に、見事に咲いた菊の花を展示していた 

だきました。例年、神前地区文化祭に出展していただき市長賞 

を競っていただくはずでしたが、今

年度は中止のため、地区市民センタ

ー玄関付近への展示だけとなりま

した。 

今年も会員の方々の一年間のお世話のご苦労があって、素晴ら 

しい菊の花の数々が、見事に咲いています。センターにお越しの 

際にはぜひご覧いただきたいと思います。展示は花の寿命の関係 

で 28 日（土）ぐらいまでとなります。 

子育てを地域で支えあう   

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

℡：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 

『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。 

【主なイベント日時・内容】 

12 月

19 日

（土） 

15：30～

16：30 

タスポニーってなんだ？ 

はじめてのスポーツをみんなで楽しも

う！動きやすい服装できてね。 

対象/小学生 

定員/当日先着 12 名 

※15：00～受付開始 

12 月

20 日 

（日） 

10：00～

17：00 

プラザフォトスポット 

家族、友だち同士で写真を撮りにきて

くださいね。 

対象/どなたでも 

※1 回につき 1 グループ

5 名まで 

12 月

25 日

（金） 

15：30～

16：30 

クリスマスパーティー！ 

今まで集めたこここスタンプを使ってゲ

ームに参加しよう。（こここカードは当日

でも作ることができます） 

対象/こここカードを持っ

ている小学生定員/当日先

着 50 名 

※15：00～受付開始 

12 月

28 日

（月） 

9：00～

17：00 

大そうじＤＡＹ 

プラザをみんなの力できれいにしよう！ 

9：30～10：30 おそうじグッズ 

15：30～16：00 ぞうきんレース 

対象/どなたでも 

定員/各回当日先着 10 名 

料金 無料 

※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、電話にてお問合せください。 

 
「令和 2 年度第 3 回 依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ 

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくため
に、平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。 
 新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方で未受講の方

も、受講してください。 

 日  時 12 月 5 日(土) １３：００～１6：００  

＊講習会は 14：30 終了です。その後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたし 

ます。    

場  所 三浜文化会館 

 定  員 保育の都合により、20 名程度といたします。(先着順に受け付けます)    

申込方法 電話にてお申し込みください。   

保  育 有り/無料 ※事前にお申し込みください。 

申込み･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） 

 

神前地区社会福祉協議会 高齢者福祉大会 

グランドゴルフ大会が開催されました！ 

神前里山を守る会  

大日山自然保護整備作業が行われました！ 

神前菊花愛好会 神前地区市民センター玄関前に 

見事に咲いた菊の花が飾られています！ 


