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第８回 神前愛さつの日

防災研修会参加者募集！神前女性防災の会「アイリス」

「わが家の家具固定・ガラス飛散防止対策」

kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。
今、大地震など大きな自然災害が来たらどうしますか？
人間は自然には勝てませんから、必ず被害が出ます。しかし、被害をいかに少なくす
るかを考え、実行することはできます。例えば大地震が来た場合、家で住み続けるた
めには、家の中がある程度整然としていることが必要です。家具が転倒せず、ガラス
が割れても飛散していなければ、備蓄しておいた食糧や水を頼りに生活することはで
きます。ぜひ、家具の固定及びガラス等の飛散防止対策をしていただければと思いま
す。そのための方法などを一緒に学びましょう。

今日も元気にあいさつしました！

２月１２日（金）は「第８回神前愛さつの日」でした。恒例となっ
たこの日も朝から、子どもたちの元気な「おはよう」の声が地区全体
に広がりました。地域の多くの方々が、子どもたちに元気で明るく声
をかけてくださったおかげで、子どもたちの声もどんどん大きくなっ
てきたような気がします。今日集まってくださった方々はもちろん、子
どもたちも笑顔が輝いていました。
子どもから大人まで、神前地区のコミュニケーションづくりのため
上名ヶ丘地区のあいさつ運動 に始めた「あいさつ運動」もその輪がどんどん広がっています。
今回はその様子をＣＴＹが取材してくれました。地域のみなさん
の笑顔が四日市中に届けられると思います。
３月は 11 日（木）が「第 9 回神前愛さつの日」です。今年度最
後で、6 年生は小学校最後の「愛さつの日」になります。6 年生の
多くは、1 年間、班長さんとして登校班を率いてくれました。その
お礼と「卒業おめでとう」の気持ちを込めて、元気に明るく「おは
よう！」と声をかけてあげてください。
神前地区連合自治会

日 時
場 所
参加者
内 容

その他

申込み

令和 3 年３月 13 日（土）9:00～11:30
神前地区市民センター 会議室
申込み先着 20 名様（定員になり次第締め切ります。）
「家具の固定、ガラス等飛散防止対策の講義と実技（ワークショップ）」
実際に固定器具を使って家具を固定する方法を学びます。
実際に飛散防止シートを使って飛散防止方法を学びます。
参加者には、
「家具固定器具」と「飛散防止シート」の見本を贈呈します。
新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては研修会は中止しますが、申込者へは、
家具固定器具（Ｌ字金具）及びガラス飛散防止シート、開き戸ロック（研修会で使用す
る予定の器具）は、贈呈いたします。
神前地区市民センター（TEL 326-2751 担当吉田）までご連絡ください

各地区カフェのご案内
住民票等証明書コンビニ交付サービス一時停止のお知らせ

各カフェサロンの開催予定です。新型コロナウイルスの感染状況により急きょ、当日中止
する場合もあります。開催できましても、しばらくは町内の方対象としますのでご承知おき
ください。当日は、自宅での事前検温とマスクの着用をお願いします。また、体調の優れな
い方の参加はご遠慮ください。

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

令和３年３月１２日（金）、１６日（火）、１７日（水）終日
市民課 TEL 354-8152

FAX 359-0282

大日 Café サロン

3 月のカフェは中止します。

カフェ あったかつの

3 月のカフェは中止します。

より曽井サロン

3 月のカフェは中止します。

カフェサロン尾平

3 月のカフェは中止します。

カナダ体操チーム応援メッセージの募集
卒業式・卒園式のご案内
３月 １日（月）
３月 ８日（月）
３月１９日（金）
３月２２日（月）
３月２２日（月）

四日市中央工業高校
四日市商業高校
三滝中学校
三重平中学校
神前小学校
三重西小学校
神前幼稚園
三重西幼稚園
神前保育園

今年は、コロナウイルス感染防止対策の観点から、式典への参加者は、卒業生とその保護者、学校関
係者等の必要最小限といたします。

今年７月に四日市市で東京 2020 オリンピックの事前キャンプを行うカナダ体操チーム
に向けた「応援メッセージ」を募集します。ご応募いただいた応援メッセージは、カナダ体
操チームが実際に練習する会場に飾るほか、市のホームページなどの広報物に掲載する予定
です。
ご応募いただいた方全員に、「こにゅうどうくんカナダ体操チーム応援グッズ」（1 人 1 回
まで）をお送りします。また、カナダ体操チームメンバーが選んだメッセージの応募者にカ
ナダ体操チームからのプレゼントもあります。
■募集期間：２０２１年５月３１日（月）まで（必着）
応募方法：メールまたは郵送
応募方法等詳しくは、下記のホームページでご確認ください。
お問い合わせ先：〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号
四日市市国体推進課
TEL ３５４－８４６２
FAX ３５４－８３３８
メール：kokutaisuishin@city.yokkaichi.mie.jp ＨＰＩＤ：1608864196356

３．１１（木） 訓練を実施します
午前９時から「津波警報」のサイレンが鳴ります
平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災の発災から、今年で 10 年の節目となることを契機として、
三重県北勢市町において、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いて「津波警報」のサイレンを

３月は自殺対策強化月間です。

約１分間吹鳴します。避難訓練は行いませんが、情報が届いたとき、避難のための行動がすぐにとれ
るか、避難グッズは備わっているか、皆さんも確認しておきましょう

【放

送

内

容】

こちらは広報よっかいちです。只今から、訓練放送を行います。
「サイレン（５秒吹鳴）→休止（６秒）」×２回
津波警報が発令されました。海岸付近の方は高台に避難してください。

×２回

自殺者数はここ数年減少傾向で推移していましたが、令和２年７月以降前年同月比で増加に
転じています。新型コロナの影響により、こころの不調を感じている人もいるのではないでし
ょうか。四日市市保健所では、精神科医師や保健師、精神保健福祉士による「こころの相談（
予約制）」のほか、「新型コロナウイルス感染症に伴うこころの傾聴電話」を行っています。ぜ
ひご利用ください。

これは訓練放送です。

◆こころの相談窓口（保健予防課）平日 8 時 30 分～17 時 15 分
「サイレン（５秒吹鳴）→休止（６秒）」×２回

TEL

津波警報が発令されました。海岸付近の方は高台に避難してください。

×１回

059-352-0596

◆新型コロナウイルスに伴うこころの傾聴電話（傾聴ボランティア）
毎週月曜日、火曜日、金曜日の 13 時～17 時 （祝日を除く）

こちらは広報よっかいちです。これで訓練放送を終わります。
下りチャイム。
【問い合わせ先】危 機 管 理 監 危 機 管 理 室

TEL 059-354-8119

TEL 059-354-8092
問い合わせ先 四日市市保健所保健予防課

TEL

059-352-0596

今年も卒業記念植樹をします。
神前里山を守る会
但し、卒業生及びその保護者の参加は中止します！
神前里山を守る会では、3 月 7 日（日）に、今年小学校（神前
小学校、三重西小学校）を卒業する 6 年生に、卒業記念として植
樹を計画していました。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、卒業生及
びその保護者の方々の参加は中止させていただくことにしました。
昨年も中止しましたので、とても残念です。記念植樹は昨年同様
会員だけで行います。
昨年は紅白のモクレンを一本ずつ植樹しました。今年は、八重
桜を 2 本植樹したいと思い準備をはじめました。大日山を散策す
る時にぜひご覧ください。
大日山や市民緑地「とうりゃんせ」に歴代の卒業記念植樹がさ
れています。樹木は長生きですから、卒業生が大人になってから
昨年の卒業記念植樹の様子 でも元気に成長していると思います。見ることで、いろいろな思
い出がきっとよみがえると思います。
今後も神前地区の里山保全活動・自然環境整備活動にご協力く
ださい。

あいさつ運動 神前地区連合自治会

標語パネルがセンター前に設置されました。
昨年夏の「神前地区あいさつ運動 標語・ポスタ—コンクール」で最優秀
賞に選ばれた 4 つの標語作品がパネルになりました。早速、地区市民セン
ターの周囲に設置されました。センターにお越しの際はぜひご覧ください。
みなさまの町のどこかにもそろそろ設置されると思います。標語を見ながら、
みんなで神前にますます「あいさつの輪」を広げましょう。

神前小学校の子ども達も「あいさつしよう」とがんばってます。
神前小学校の上野校長先生から「神前小学校だより」を見せていただきました。

あいさつする子がふえてきました！
一、二月の生活目標は、「自ら進んであいさつをしよう！」です。
生活・集会委員会で、子どもたちが学校生活をふりかえり決めた目標です。あいさつ
をするとどんないいことがあるかについても、子どもたちは「気持ちがよくなる」
「会
話がはずむ」と経験から学んだことをポスターで伝えています。神前連合自治会主催
の「愛さつ運動」の効果もあり、毎朝の集団登校では進んであいさつする子が増えて
きました。また、昨年子どもたちが取り組んだあいさつ標語で入選したパネラーを神
前自治会よりいただきました。「あいさつで心つながる神前っ子」になるように、一
人ひとりの子どもにあいさつや声掛けをしていきたいと思います。
「神前小学校だより」からの抜粋

そこには、神前小学校の子ども達が、1 月 2 月の生活目標に「自分から進んであいさつを
しよう。」としてくれたことが書いてありました。校長先生から、「地域の大人の方たちが、
声をかけ続けてくれているから、子ども達も少しずつ変わっているようだよ。」とおっしゃっ
てくださいました。「神前愛さつの日」を中心にした取り組みが、少しずつ実を結んでいるよ
うです。今年も大人が率先して「あいさつ運動」に取り組んでいきましょう。
神前地区連合自治会

あいさつ運動 心温まるエピソード

神前地区連合自治会 №2

生まれて初めてのあいさつ
神前地区地域マネージャー 吉田
息子夫婦が隣り町に住んでいる。去年の 1 月に孫が生まれた。今月（1 月）で 1 才にな
る。隣町だが、コロナ禍でなかなか会いに行けない。その代わりに嫁が孫の写真や動画を
メールで送ってくれる。年末に初めて立ち上がった様子が送られてきて、家内と二人で大
喜びした。言葉も言いかけており、クレヨンしんちゃんのひまわりのように「たっ、たっ、
たっ。
」と叫びながらはい回っている。それもまたかわいい。
先日のメールで、孫がいつものように叫びながらはい回っているとき、突然画面に向か
って「じいじ、おはよ。」と言った。確かに言った、と思った。家内に「今、モモちゃんが
「おはよ。」と言ったぞ。」というと、「まだ 1 才になったばかりなんだから、言うわけな
いでしょ。」と鼻で笑われた。確かにそうだが、私にははっきり聞こえた。絶対に言った。
孫が生まれて初めてあいさつしてくれたのが私だということが、なんだかとてもうれし
くて、思わず一人で喜んでいる。
※あいさつに関わる「心温まるエピソード」や「エッセイ」をどしどしお寄せください。
メール、ＦＡＸ、お手紙何でも構いません。400 字程度でお願いします。
神前地区市民センター TEL059-326-2751
FAX 059-325-2070
Mail kanzaki-mgr@city.yokkaichi.mie.jp

《四日市市消防本部からのお知らせ》
春の火災予防運動

３月１日～７日

その火事を

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
防ぐあなたに

金メダル
TEL

●火災の発生状況
令和２年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は 90 件です。このうち建物火災
が 50 件で、主な出火原因は、放火（疑い含む）、たき火、たばこになります。

0593305020

（土）～
26 日（金）

●四日市市消防本部公式チャンネル
当消防本部ではホームページ内に YouTube チャンネルを開設し、様々な広報用動画を配
信しています。現在、消火器の取扱いをはじめ、消防用設備の取扱い動画を配信しておりま
す。コロナ禍で集まっての訓練が困難であるため、広報用動画を参考にして下さい。

HP: http://cocoplaza-yokkaichi.jp/

【主なイベント日時・内容】

3 月 13 日

≪4 つの対策≫
① 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
② 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
③ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
④ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

059-334-0606

所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階

3 月 13 日 15:30～16:30
（土）

●住宅防火 いのちを守る 7 つのポイント
≪3 つの習慣≫
① 寝たばこは、絶対やめる。
② ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

FAX

3 月 20 日

9:00～11:30
12:30～14:00
15:00～17:00

9:30～11:00

（土）

プラザおんがくかい～橋北中学校音楽部

対象/どなたでも

～

定員/当日先着 50 名

いろいろな楽器のアンサンブルを楽しみ

協力/四日市市立橋北中

ましょう♪

学校音楽部

お手紙を書こう。

対象/どなたでも

おじいちゃんや、おばあちゃん、お友だ

定員/先着 50 名

ちなどにお手紙を書こう。プラザで撮影

持ち物/手紙を出したい

した写真も印刷できるよ。
（1 人 2 枚ま

人の住所と郵便番号を書

でＯＫ）

いたもの

イライラしない子育て教えて！

対象/保護者

イライラしてしまう…上手くいかない…

定員/15 組※申込制

子どもとどうやって関わればいいんだろ

2 月 24 日（水）9 時～

う？心理カウンセラーの水野優子さんが

来館・電話にて受付開始

子育てのちょっとした疑問や悩みにお答

（定員に達し次第終了）

えします。※託児はありませんが、お子

協力/オフィス優

さんと参加いただけます。
3 月 27 日 12:45～13:45
（土）

フィンランド発祥のスポーツ
モルックをやってみよう
モルックと呼ばれる木製の棒を投げて、

対象/小学生
定員/当日先着 12 名

スキットルと呼ばれる木製のピンを倒し

四日市市消防本部公式チャンネル
【https://www.youtube.com/channel/UCamPmftadFCPlONeodrqJmw】
■お問い合わせ

四日市市消防本部予防保安課

TEL356-2010

FAX 356-2041

点数を競います。
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。

