お知らせ
発行：令和３年３月２０日
神前地区市民センター
☎ ３２６－２７５１
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団体事務局（１３時～１７時）
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神前地区ホームページ（アドレス

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イ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。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。

kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。
大日 Café サロン
日 時 ４月６日（火）

表彰おめでとうございます！

★毎月第１火曜日

場 所 寺方集会所（大日公園）

１０：００～１２：００

協力金：100 円

カフェ あったかつの
日 時：４月１２日（月）★毎月第２月曜日
3 月 6 日（土）、四日市市総合体育館において開催されました「令和 3 年四日市市消防団表
彰式」にて次の方が表彰されました。

場 所：高角町公会所
より曽井サロン

９：００～１２：００

協力費：100 円
４月のカフェは中止します。

カフェサロン尾平

三重県消防協会表彰（精勤章）
機能別昼間災害対応班

団員

岡本

佐智男さん

団員

平尾

光司さん

団員

岡本

佐智男さん

日 時：４月２０日（火）★毎月第３火曜日
場 所：尾平町集落センター

会

１０：００～１２：００

費：100 円

三重県消防協会表彰（表彰徽章）
神前分団

四日市市長表彰（消防団功労者表彰）
機能別昼間災害対応班

四日市市長感謝状（消防団退職者感謝状）
神前分団
神前分団

部長
団員

戸田 忠志さん
大矢知 智一さん

四日市市長感謝状（消防団家族感謝状）
神前分団

団員

山田

真司さん（香織里さん）

3 月 14 日（日）、三重県総合文化センターにおいて開催されました「第 72 回三重県消防大
会」にて次の方が表彰されました。

日本消防協会長表彰（勤続章）
神前分団

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について
広報よっかいち３月下旬号でも、お知らせさせていただきましたが、4 月に供給される
ワクチンの見込みが少ないことから、まずは効率的に接種を進めるため、高齢者施設の入所
（入居）者から接種を開始できるよう調整しております。
そのため、クーポン券（接種券）の発送時期については、３月中旬以降としておりましたが、
「4 月以降」になる予定ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、詳細については、決まり次第お知らせします。
※「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種」に関する最新情報については、市公式サイ
ト「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について」のページ（下のＱＲコード）を
ご参照ください。

【お問合せ】

団員

山田

真司さん

〒510-8601
四日市市

四日市市諏訪町１番５号

新型コロナウイルス感染症対策室

TEL059-327-5990

FAX059-327-5905

小学生卒業記念植樹を行いました。

神前里山を守る会

3 月 7 日（日）、大日山の一角に、今年度神前小学校、三
重西小学校を卒業する神前地区の 6 年生の卒業記念として、
「八重桜」の木を 2 本植樹しました。
本来なら、卒業生に参加してもらい、直接自分たちの手で
植えてほしかったのですが、新型コロナウイルス感染症がま
だ収束されていない状況なので、昨年度に続いて今年も地域
の方々の手によって植樹しました。
当日は、神前里山の会の会員の方々をはじめ、各町自治会
長さん、地区団体の代表として地区社会福祉協議会の会長さん
や、民生委員児童委員協議会の会長さん、そして学校代表と
して神前小学校の上野校長先生にも参加していただいて植樹し
ました。
神前地区では、地域全体で子どもたちを見守ることをとても
大切にしています。未来の神前を担ってほしいという願いを持
っているからです。そして、この地にいつかふたたびみんなで
集まってほしいという願いがあるからです。
6 年生のみなさん、卒業おめでとうございます。どうぞ、希望をもって未来に向けて進
んでください。君たちの木が、いつも神前の地から君たちを見守っていますよ。

ふれあいサロン合同会議がありました。

社会福祉協議会福祉部

3 月 8 日（月）、曽井町公会所において、神前地区社会福祉協
議会福祉部「ふれあいサロン合同会議」が行われました。
四日市市社会福祉協議会の方をお迎えして、令和 2 年度にお
ける各サロンの活動報告を行いました。しかし、今年度は新型
コロナウイルス感染症の拡大で各サロンが活動を自粛していた
だいており、中止や延期の報告がほとんどでした。
それでも代表者の方々は来年度こそは地域の高齢者の方々の
「健康増進」と「ふれあい」のためにぜひ活動したいと意欲をみ
せていただいておりました。とても頼もしく思いました。大変
ですが、よろしくお願いします。
来年度実施される場合は、感染症対策を万全にしていただき、
みなさんと集える喜びを（無理をしないで）感じながら趣味に
没頭したり、体を動かしたりして明るく元気に過ごしていただ
きたいと思います。神前地区の高齢者の方々が生き生きとお元
気に活動していただけるように地域みんなで応援していきたい
と思います。

第 9 回神前愛さつの日

朝の声掛けが行われました。神前地区連合自治会

3 月 11 日（木）、第 9 回神前地区愛さつの日として朝の声掛
け活動を行いました。この日は東日本大震災からちょうど 10 年目
の日と重なりました。
いつものように、朝子どもたちの登校に合わせ、各町自治会を中心
に「明るく元気な声掛け」を行いました。今年度最後ということもあ
り、多くの方々に参加していただきました。子どもたちもこちらから
寺方町 1 区の声掛け運動
の「おはよう！」に「おはようございます」と元気な声で返してくれ
ました。逆に、子どもたちの方からあいさつしてくれる子もどんどん増
えてきているようです。しかも顔を見て言ってくれます。
6 年生はこれで最後になります。朝の登校では班長さんをしたり、下
級生の面倒を見たりして大変だったと思います。1 年間お疲れ様でし
た。卒業おめでとうございます。
高角町の声掛け活動

本年度、あいさつ運動を実施して、「まちづくり」の基盤作りをめざしてきました。東日本
大震災のような災害を考えてみても、地域の連帯・連携ほど大切なものはないように思います。
連合自治会としても、
「安心安全なまちづくり」の基盤も地域コミュニティーだと考えて、今
後ますます「あいさつ運動」を推進していこうと考えています。令和 3 年度も運動を続けま
すので、ご理解の上、ご協力をお願いいたします。

アイリス研修 たくさんの方に参加していただき行われました。
「家庭の防災 ～家具の固定とガラス飛散防止対策～」
3 月 13 日（土）、神前地区市民センター会議室において、第 2 回
アイリス研修会が行われました。
今回は、2 月に地区内の保幼小ＰＴＡ・保護者会の方対象に行いま
したアイリスアンケート「あなたのお家の家具固定、ガラス飛散防止
対策は？」の質問で、
「重要だと思うがなかなか実際にはできていない。」
という結果を受けて、家具固定やガラス飛散防止の重要性や実際の方
法をみなさんと一緒に学ぼうと計画されました。
当日は 25 名の方々が一緒に、段ボールを家具に見立てて、固定器具をどこにどのように取
り付けたらよいかなど話し合いながら、実際のＬ字金具（固定具）を取り付けてみました。
最後は東京消防庁の防災度チェックを行ってそれぞれの防災意識を確認して終わりました。
【参加者の感想】
・なかなかこのような勉強はできなかったので、良かったと思います。
家族で話し合いたいと思います。
・実際に固定具を使用させてもらえたので、簡単に取り付けができる
ことが分かりとても良かったです。
・防災グッズ（Ｌ字金具や開き戸ロック、ガラス飛散防止シート）を
実際に手に取って、やってみることができたので、よりやり方が分かり易かったです。

「国指定天然記念物御池沼沢植物群落」で

三滝川ハザードマップ改正のためのワークショップ 成果発表会

環境保全のボランティアをしませんか
（１）期間
（２）場所
（３）内容
（４）説明会
（５）申込み

令和３年４月から令和４年３月までの毎月２～３回（午前中）
御池沼沢植物群落（西坂部町）
除草作業や生育している植物に関する学習会
お申込後担当より日程調整させていただきます。
３月３１日（水）までに、応募用紙を社会教育・文化財課へ
メール、ファックス、郵送、あるいはご持参ください。
応募用紙は、ホームページからダウンロードしていただくか
社会教育・文化財課までご連絡ください。
TEL059-354-8238
FAX059-354-8308
E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

【地図】

犬の登録と狂犬病予防注射をお忘れなく！
生後 91 日以上の犬の飼い主は「狂犬病予防注射月間」の４～6 月に狂犬病予防注射を受け
させることが法律で義務付けられています。「動物病院」または市が行う「集合注射会場」で
狂犬病の予防注射を受けさせてください。なお、（該当地区）地区での集合注射は下記の通り
です。
また、犬の生涯に 1 回の登録と、市内で新たに犬をお飼いになる際は転入の届けもお願いし
ます。

☆4 月２０日(火)
☆4 月２１日(水)

１３時００分 ～
１５時１０分 ～

１３時３０分
１５時２５分

3 月 14 日（日）、四日市総合会館において「三滝川水
系ハザードマップ改正のためのワークショップ 成果発表
会」がありました。神前地区から連合自治会会長、地区
社協会長、地区民児協会長、地区自主防代表、アイリス代
表の 5 名が参加しました。12 月、2 月の市民センターで
の 30 名程度によるワークショップ（意見交換会）で、ハ
ザードマップに地域の意見を反映しようと話し合った結果の
集約を聞くために参加しました。

（神前地区市民センター）
（尾平町集落センター）

持ち物 １．市内に登録のある犬‥‥‥‥‥お知らせのハガキ(３月下旬発送予定)と注射費用
２．市外で登録がある犬で市内に転入する犬‥前住地で交付された犬鑑札と注射費用
３．新たに登録する犬‥‥‥‥‥‥登録費用と注射費用

みなさんは、四日市市が避難情報を出したら避難しますか？
このワークショップは、四日市市が、雨の量や地形の状態など数字の計算だけで三滝川の
危険性を表すマップではなく、そこに住む人たちの意見や想いを何とか記載しなければ、実
際に避難しないと考え開催しました。それは、過去に避難情報を出したにもかかわらず、多
くの人が避難しなかったという現実があったからです。
基調講演で東大大学院特任教授の片田先生も、「現在の想定を上回る
自然災害では、行政には限界があり一人ひとりを助けることはできな
い。
」を明言されました。「避難行動の決定は、あくまでも個人の考えで
あり、地域の役割でもあるので行政は如何にしたら住民の方々が命を守
る行動をとることができるかを考え、支援することだ。」と言われまし
た。そこで今までのハザードマップをコミュニケーションツール（災害
の危険を伝える道具）」と位置づけ、「逃げどきマップ」と命名されました。
この住民主体、地域コミュニティの考え方は、現在の神前地区連合自治会の「あいさつ運
動」や自主防災協議会の「地区一斉防災訓練」、神前女性防災の会「アイリス」の「みんなで
学ぶ防災」の考え方が正しい方向を向いていることを証明してくれていると思います。
4 月以降に全戸に配布される予定の「逃げどきマップ」をぜひご覧ください。全戸に配布さ
れたころに自主防災協議会では「逃げどきマップの見方」についての研修会も予定しています。
神前地区の住民の方々全員が、防災力を高めて一人の犠牲者も出さない「安全安心なまちづく
り」を目指したいと思います。
神前地区自主防災協議会

感染症対策へのご協力をお願いします

費 用 ＊集合注射 １頭につき 3,４00 円
(注射料金 2,８50 円＋注射済票交付手数料 550 円)
＊登録
１頭につき 3,000 円
※新型コロナウイルス発生状況によっては、『集合注射』を行わない場合もあります。
詳細については下記にお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。
【お問い合わせ】四日市市保健所 衛生指導課 TEL352－0591

マスクの着用

咳エチケット

手指のアルコール消毒

ソーシャルディスタンスの確保

定期的な換気

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！

あなたのお家では家具を固定していますか？

TEL：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

神前女性防災の会「アイリス」がアンケートを実施しました。
2 月に神前女性防災の会「アイリス」が、子育て世代の意識調査として、地区内の保育園、
幼稚園、小学校のＰＴＡ・保護者を対象に「家庭の防災対策」のアンケートを実施しました。

【主なイベント日時・内容】

4 月 4 日

10：00～11：00

（日）
無回答
1%

固定してい
ない
47%

全て固定
3%

一部固定
49%

初めに「あなたのお家では、家具固定・ガラスの飛散防
止対策をしていますか？」とお聞きしました。
その結果、「している」「一部している」が 52％、「して
いない」が 47％でした。
そこで、
「家具の転倒やガラスの飛散でけがをする心配は
ありますか？」とお聞きすると、「心配ない」が 4％で
「多少心配」「心配」「大いに心配」が 93％でした。

家具が倒れたり、ガラスが割れて飛散すれば、怪我をする
だろうと分かっていても、実際に対策（家具転倒防止、ガ
ラス飛散防止）をしていないことが分かりました。なぜでし
わからない
ょう？
3%
大変心配
心配ない
8%
地震が起これば家具が倒れ、ガラスが割れて飛び散ること
4%
が分かっています。そして、けがをします。誰が怪我をする
のでしょう。自分であり家族です。自分が怪我をする、家族
心配
が怪我をする可能性が多いにもかかわらず何もしていない
多少心配
35%
のは、本当に家族を愛していると言えるでしょうか。
50%
東大の片田先生は、「人は自分の命が危ないときに何を思
うのか。」を調べ、
「その人にとって一番大切な人のことを考
家具が倒れてけがをする心配がありますか？
える。」と結論付けました。それが避難を遅らせているとも
考えました。「人は人として逃げられない。」それが親心で
あり、人間なのでしょう。
家具固定をしていますか？

「自助」とは、自分や家族を愛することではないでしょうか。
「共助」とは、地域や周りの人々を愛
することではないでしょうか。それは思っているだけでは相手に届きません。
実際に行動して、具体的に家庭の防災対策をして、愛を示しましょう。
神前女性防災の会「アイリス」

とこわかダンスを踊ろう

対象/どなたでも

とこわかダンスを踊ろう。みんなの

定員/子ども 30 人

ダンスはプラザの YouTube チャ

その他/お家の人に YouTube に

ンネル「ここプちゃんねる」で発信

出てよいか確認してきてね。

されるよ。

4 月 11 日

10：30～11：00

（日）

えほんのひろば

対象/どなたでも

おはなしとわらべうたであそびまし

定員/先着 10 組

ょう。

4 月 25 日

ドッジボール大会

対象/小学生

ドッジボール大会をしよう！

定員/20 名

10：00～11：30

4 周年記念イベント
めざせ！妖怪マスター

対象/0 歳から 18 歳までの児童

5 月 5 日

12：30～14：00

トリックアートやミニゲーム、宝探

（水）

15：00～17：00

15:15～16:15

（日）

4 月 29 日
（木）～

料金

（未就学児は保護者同伴）
定員/各回 30 名

しなど、プラザにちりばめられたミ
ッションをクリアせよ！

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。

入学式・入園式のお知らせ
４月２日（金）午前

神前保育園

４月６日（火）午前

神前小学校・三重西小学校

４月６日（火）午後

三滝中学校・三重平中学校

４月７日（水）午前

三重西幼稚園・（神前幼稚園は進級式のみ）

４月８日（木）午後

四日市中央工業高校・四日市商業高校

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、新入生とその保護
者、学校関係者等の必要最小限といたします。

