お知らせ
発行：令和３年１月 1０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

神前地区ホームページ（アドレス

kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。

神前幼稚園

三重西幼稚園

〔ひよこクラブ（月曜日）〕
２月： １日、８日、２２日

〔なかよし会〕
２月：

ひよこクラブの開催場所が
1 月から神前保育園に変わります

８日（月）

親子で遊ぼう

１５日（月）

親子で遊ぼう

１７日（水）

何を作ろうかな？

２２日（月）

親子で遊ぼう

２４日（水）

何を作ろうかな？

１０：００～11：30
問合せ：TEL332-8976

１０：００～１１：３０
問合せ：TEL

326-4408

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
神前地区市民センター・団体事務局

神前保育園
〔あそぼう会（金曜日）〕
２月： ５日、１２日、１９日、２６日
９：３０～１１：３０
問合せ：TEL

ヘルスリーダー イキイキ教室
楽しく笑って！おしゃべりして！介護予防！！
対 象：
会 場：
日 時：
内 容：
持ち物：
その他：
お願い：

おおむね 65 歳以上の市民の方
神前地区市民センター 2 階 会議室
令和３年 2 月９日（火）13：30～15：00
ストレッチ体操、レクリエーション等
タオル、飲み物 （動きやすい服装でお越しください）
申込み、参加費は不要です。
①参加される方は、マスクの着用をお願いします。
②発熱や咳等の風邪症状がみられる方・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いただくようお願いします。
問合せ： 高齢福祉課 地域支援係 TEL ３５４－８１７０

市民税・県民税
（第 4 期）

納期限は 2 月 1 日(月)です

自動車文庫

326-1177

巡回予定

２月１２日（金）１３：４０～１４：１０ 神前地区市民センター
２月２５日（木）１０：４０～１１：１０ 尾平町集落センター
１４：４０～１５：１０ 美里ケ丘 2 号公園

「子育て広場」 からのお知らせで～す！!
★日 時：２月１０日（水）１０：００～１１：３０
★場 所：神前地区市民センター 和室
★対 象：未就園のお子さんと保護者
★内 容：杉町先生の〔親子でふれあい体操〕
★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
TEL 326-2751
1 月 15 日（金）の子育て広場の会場が
神前保育園から神前地区市民センター会議室に変更になりました。

水防法改正に伴う三滝川水系ハザードマップ（洪水マップ）

神前地区連合自治会 あいさつ運動 標語ポスターコンクール

第 1 回ワークショップが開催されました！

入賞者表彰式が行われました。

12 月 19 日（土）、四日市市危機管理室主催で「水防法改正
に伴う三滝川水系ハザードマップ（洪水マップ）改定のための
第 1 回ワークショップ」が開催され、神前地区の代表として、
各町自治会長、民児協代表、自主防代表、神前女性の会アイリス
代表、四日市消防団神前分団代表など 28 名が集まり話し合いま
した。
今回の「ワークショップ」とは、
大雨が降ったとき、もし三滝川
や矢合川が氾濫して洪水になったら、「どこへどのぐらいの水が
あふれ出るか」が分かるようにするための地図（ハザードマップ）
を分かり易く、しかも使いやす
く、詳しくするために、地区の
代表の方々に意見を聞く会のことです。
集まってくださった地域の代表の方々は熱心に討議して、
「三滝川や矢合川からの洪水災害が、地域の人々にとって
『我が事』となり『自分の命は自分で守る。家族の命は家族で守
る。』ために、どうしたらハザードマップを活用してもらえるか。
」
を真剣に考えてくださいました。
今回の意見を一度四日市市がまとめ、第 2 回目に、その意見を参考にして素案を作成して協議
する予定です。代表の方々本当にお疲れ様でした。次回もよろしくお願いします。
神前地区自主防災協議会

子育て広場

クリスマス会開催される！
12 月 21 日（月）、毎年恒例の「子育て広場 クリスマス会」が
開催されました。新型コロナウイルス感染拡大のために参加人数が
限られてしまい、事前に申込みいただいた 29 名（13 組）の親子
さんに集まっていただいて行いました。
おもちゃで遊んだり、「にこにこ
ミュージック」の方々と歌やダンス
（体操）をしたり、お話をしてもら

ったりして楽しみました。
最後には、民生委員のおじさんがふん装したサンタさんもやっ
てきて、みんなに一人一個ずつプレゼントもありました。
今年は、新型コロナウイルス感染拡大のために、毎年行っていた
ケーキ作りはできませんでしたが、小さなケーキをおみやげにもらって帰りました。
来年はみんなでケーキを作りながらもっと楽しく遊びたいなあと思いました。
神前地区民生委員児童委員協議会

年末に、神前地区連合自治会が中心となって行われている
「神前地区あいさつ運動」の「標語ポスターコンクール 入賞
者表彰式」が行われました。
昨年 12 月 3 日に三重西幼稚園でポスター部門佳作に入賞し
た 1 名が表彰され、12 月 23 日には、神前幼稚園でポスター
部門最優秀賞に入賞した 1 名が表彰されました。
12 月 25 日には、神前小学校の 2 学期終業式で標語部門 61
名、ポスター部門 18 名が表彰されました。標語の最優秀作品は、啓発用パネルにして地区
内に掲示される予定です。
たくさんの子ども達が、
「どんな標語を作ったらみんなに「あ
いさつ」の大切さが伝わるのかな。」とか、「どんなポスターを
描いたらみんなに「あいさつ」の素晴らしさが伝わるかのかな。」
と真剣に考えて、作品を仕上げてくれました。
子ども達の想いを実現させていくためには、大人たちが見本
を示すことだと思います。
今年も神前地区が「あいさつ」であふれ、笑顔の輝く明るい町になるようにみんなで、元気
にあいさつをしていきましょう。

地域子ども教室の学習支援ボランティアを募集しています。
「地域子ども教室」は、三重平中学校の生徒さんの自主学習を手助けす
る活動をしています。
毎月数回、学習する場を設けて、
「家では勉強の
意欲がわかない。
」、
「基礎的なところがよくわから
ない。」といった生徒さんたちの助けになりたいと
願って学習支援をしています。
この活動に関心のある方、ご協力・ご参加いただける方は、下記まで
ご連絡ください。
【連絡先】※ 下記のいずれかへお電話ください。
三重平中学校
教頭 森
TEL 059-330-0030
三重平中学校区地域子ども教室 伊藤 TEL 090-3388-4404

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
「令和 2 年度第 4 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

場
所
定
員
申込方法
保
育

2 月 20 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。
三浜文化会館
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)
電話にてお申し込みください。
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）

四日市市立博物館

企画展「昭和のくらし

昭和の風景」

博物館では令和 3 年 1 月 2 日（土）から 2 月 28
日（日）まで、市制 123 周年記念 企画展「昭和
のくらし 昭和の風景」を開催中です。
令和の時代となり、昭和の時代がまた一歩遠くな
りました。私たちのくらしを大きく変え、現代に通
じる多くのものを残した昭和という時代。くらしの
道具を視点にしながら、昭和の四日市の発展を振り
返ります。
昭和の道具を見直すことで「心の豊かさやくらし
の便利さとは何か」を問い直し、
「いまのくらし」を
見つめなおしてみませんか。
★会

期

展示風景（イメージ）

令和 3 年 1 月 2 日（土）～2 月 28 日（日）

★お問い合わせ

９：３０～１７：００

四日市市立博物館・プラネタリウム

（展覧会の入場は 16：30 分まで）

〒510-0075

★休 館 日

月曜日（祝休日の場合は翌平日）

TEL

★観 覧 料

一般 400 円、高・大生 300 円、

メール hakubutsukan@city.yokkaichi.mie.jp

★開館時間

中学生以下無料
★会

場

そらんぽ四日市（四日市市立博物館）
4階

特別展示室

四日市市安島一丁目 3 番 16 号

059-355-2700（代）

