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第 4 回 里山整備作業を行いました。

２月 14 日（日）、神前里山を守る会は、今年度 4 回目の大
日山整備作業、市民緑地「とおりゃんせ」整備活動を行いま
した。当日は各自治会や団体、会員の方々28 名が集まり、
卒業記念植樹の場所の整備と「とおりゃんせ」の区域を示す
杭やロープが老朽化したので張替え作業を全員で分担して行
いました。
今年は前号でお知らせした通り、卒業記念植樹を新型コロ
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

kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。

センター図書室に新しい本が入りました
【一般】

【児童書】

【絵本】

●家族のトリセツ
●クスノキの番人
●ライオンのおやつ
●ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
●推し 燃ゆ
●心淋し川
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宇佐見 りん
西條 奈加
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●おにぎりにはいりたいやつよっといで
●おばけになりたいなす
●でんにゃ
●しりとり
●おもちのおふろ
●おべんとうバス

神前里山を守る会

方々に代わり会員が行います。植樹した樹木が元気に勢いよ
く成長するようにと、参加者全員が願いを込めて整備しまし
た。3 月 7 日（日）には、八重桜 2 本を植樹できるように準
備できました。
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。卒業する子どもたちには樹木の生長に合わ
せどんどん大きな人になっていってほしいと願っています。
里山整備活動に興味のある方の参加もお待ちしております。
連絡先
団体事務局
TEL３２７－１５０１
神前里山を守る会は、自然を守っていくことが、地域の歴史を継承し、さらに現在の人たち
のつながりを強くする場を作ることだと思って活動しています。
今後も神前地区の里山保全活動・自然環境整備活動にご理解ご協力をお願いします。

ヘルスリーダー イキイキ教室
あいさつ運動 心温まるエピソード

神前地区連合自治会 №３

「ありがとうの言葉」
矢合自治会 川村一朗（神前地区同和教育推進協議会会長）
神前小学校近くのコンビニで、小学校の 3，4 年生くらいの子どもたち 3 人が、お菓
子や好きなものを手に持ってレジの前に並んでいました。私も支払いするために、子ども
たちの後ろに並びました。
子どもたちはお金を払って、お菓子やお釣りをもらっていましたが、その後一人ひとり
がそれぞれ「ありがとうございます。」と店員さんに声をかけていました。そのやり取り
がとてもすがすがしく感じました。大人たちは（自分も含めて）コンビニやほかのお店で
お礼の言葉「ありがとう」が少ないように思われます。
子どもたちの「ありがとうございます」の言葉に心温まる想いがしました。
※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 FAX059-325-207 Mail

kanzaki-mgr@city.yokkaichi.mie.jp

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
４月１３日（火）13：30～15：00
ストレッチ体操、レクリエーション等
マスク、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、マスクの着用や手指の消毒をお願いします。
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。

「子育て広場」 からのお知らせで～す！!
4 月はお休みです
★問合せ：神前地区主任児童委員
神前地区市民センター

杉野 まり 川村 まり
TEL 326-2751

神前幼稚園

三重西幼稚園

〔ひよこクラブ（月曜日）〕
４月： １２日（月）
１９日（月）
２６日（月）

〔なかよし会〕

４月： １９日（月）親子で遊ぼう！
２６日（月）親子で遊ぼう
２８日（水）何を作ろうかな？

１０：００～１１：３０
問合せ：TEL 326-4408

市議会

議会報告会

動画配信のお知らせ

２月定例月議会の議会報告会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、会
場での開催に代えて、４つの常任委員会（総務、教育民生、産業生活、都市・環境）がYou
Tube（ユーチューブ）による動画配信を行います。令和３年４月６日（火）午後から市議会
ホームページでご覧いただけます。ぜひご視聴ください。
また、動画配信に先立って、３月10日（水）から24日（水）午後５時まで、２月定例月議
会における常任委員会での議論の内容や議案等に関するご質問やご意見をお受けいたします。
いただいたご質問等は、各常任委員会委員に伝え、議会報告の際の参考にさせていただきます。
※「四日市市議会 議会報告会」と検索してください。
※ＤＶＤの貸出も行っています。ご希望の方は、議会事務局までご連絡ください。
お問い合わせ

四日市市議会事務局

議事課

TEL

０５９－３５４－８３４０

１０：００～11：30
問合せ：TEL 332-8976

シティプロモーションマンガ動画が完成しました！
神前保育園
〔あそぼう会（金曜日）〕
４月： ９日（金）１６日（金）２３日（金）３０日（金）
９：３０～１１：３０
問合せ：TEL 326-1177
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。参加される際は、密を避け、
マスクの着用、検温、手指の消毒などご協力をお願いします。

自動車文庫

巡回予定

４月 ９日（金）１３：４０～１４：１０ 神前地区市民センター
４月２３日（金）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

令和２・３年度の開催が見合わせられた「２０２０東海・北陸Ｂ-１グランプリ in
四日市」と本市プロモーション映像「必見 四日市」をコラボレーションさせた漫画
動画（※ボイスコミック）を制作しました。※漫画一コマずつをつなげて動画にし、
効果音やセリフ音などを取り入れたもの
◇タイトル
「必見 四日市×東海・北陸Ｂ-１グランプリ
そこはかとなく味わい深いＢ～さすらいの翔～」
◇公開日 ３月１日（月）
四日市市公式 YouTube チャンネルにて
動画はこちらか
◇声の出演 四日市の翔役：京本政樹さん（俳優）
町娘ナユ役：中村静香さん（タレント） ほか
◇あらすじ
四日市の翔と町娘ナユ、こにゅうどうくんが、東海・北陸
Ｂ－１グランプリに出展予定だった１６団体のまちを訪れる
と、そこにはさまざまな人物やご当地グルメがあって…？
問い合わせ

観光交流課

TEL

３５４－８２８６

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）

令和 3 年

第２回ワークショップが開催されました！
2 月 13 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）改正のための第 2 回ワーク
ショップ」が開催され、神前地区の代表として、前回と同じく各町自
治会長、地区社協代表、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 25 名に集まっていただき
話し合いました。
今回は、前回の「ワークショップ」で意見を出した防災マップの素
案が提示されました。情報取得の方法は、できるだけシンプルに分か
り易くし、既存の「家族防災手帳」等と連動させることでその他の余
分なことは記載せず、逆に「書いてないから危なくないんだと」安心
させるようなことはちゃんと「危ない」と明記するようにしたこと等
が説明されました。
次は「防災カルテ」の作成です。防災マップが個人の災害対応の資料なら、防災カルテは地域
や自治会単位での防災対応の資料です。地域で必要な防災の取り組みの仕方やその元となる資料
（地形や過去の災害等）をまとめたものです。その案にも、参加者から「もっとこうしたらよい。」
とか「この部分はいらない。」などの意見をたくさん出していただき
ました。
今回の意見も踏まえ、さらに三滝川水系他の９地区の意見もまと
めて、総合的に判断して成果をまとめるそうです。その成果発表会
が第 3 回目に行われます。第 3 回は、地区内の各団体の代表者が加
して行われます。代表の方々本当にお疲れ様でした。
神前地区自主防災協議

電話による「もの忘れ相談会」
相談：TEL

354－8162

四日市市と近隣市町（桑名市、鈴鹿市、亀山市、東員町、菰野町、
津市、松阪市）の６市２町が同じ日に

日曜窓口を開設します
◎四日市市役所の開設場所と内容
階

対象：市内に在住し認知症のことが気になる高齢者やその家族
日時：３月１３日（土）・２７日（土）１０：００～１４：００
料金：無料
問合せ先

高齢福祉課

TEL354-8170

FAX354-8280

窓口

取

扱

業

務

転入・転出などの手続き（継続転入・継続転出は除く）、戸籍の届
市民課
出、
１階
TEL354-8152 住民票の写し（広域交付住民票は除く）
・戸籍の証明書の交付、印
鑑登録・証明書の交付、各種市税証明の交付
２階

３階

９階
総合
会館
3 階

もの忘れや認知症のことが気になる高齢者や家族のため、四日市市中地域包括支援セ
ンターの「認知症初期集中支援チーム」による電話相談会を開催します。
「認知症初期集中支援チーム」は、市内３カ所の地域包括支援センターに設置されており、
福祉・医療の専門スタッフにより、認知症が疑われる人や初期段階にある人の相談・支援
を行っている機関です。気軽にご相談ください。

3 月 28 日（日）

市民税課
原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更など
TEL354-8133
（四日市市発行のナンバープレートのみ）
保険年金課
TEL354-8159 国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の手続き
354-8161
介護保険課
TEL354-8427 要介護認定申請の受付、介護保険料の相談・収納など
354-8190
学校教育課
市立小・中学校の転校、新入学手続きなど
TEL354-8250
こども保健福祉課

TEL354-8083

児童手当、子ども医療費助成の手続き

※各階とも、開設時間は 8 時 30 分～１７時 15 分です。
※外国人市民向けの生活オリエンテーション（生活情報案内）も本庁１階ロビーに開設します
（１０：００～１２：００、１３：００～１５：００）。
※地区市民センターは開設していませんのでご注意ください。

納税は、便利で安心な

口座振替で

【お問合せ先】四日市市

収納推進課

TEL 059-354-8141
FAX 059-354-8309

土砂災害特別警戒区域等の指定について
神前地区では、令和2年3月27日に土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域（通称：レッド
ゾーン）の指定が、三重県によって行われました。
四日市市は、がけ崩れ等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、市民の生
命・財産を守るため、危険住宅を除却し、安全な住宅への移転（建て替え）を促進することを目的
とした事業を行っています。詳しくは、下記までお問い合わせください。
土砂災害特別警戒区域
（通称：レッドゾーン）
に指定された区域

問
い
合
わ
せ
先

①

規制
新築・増築などの工事を行う場合に建築物が構造規制を受けます

接近してきていませんか！？緊急車両

消防自動車や救急自動車は、一刻も早く火災などの災害現場に急行して消防活動を行い、被害
を最小限に食い止めたり、また、応急処置を行い、急病人などを速やかに病院へ搬送しなければ
なりません。このため、消防自動車等は、緊急時に迅速に通行するため、道路交通法では「緊急
自動車」として、一般の車両よりも優先して走行することが認められています。消防自動車等の
円滑な緊急走行のために市民の皆さん一人ひとりのご理解とご協力をお願いします。

②

補助
住宅の除却、建て替え費用の一部が助成されます
(1)除却等費
最大９７．５万円
(2)建設助成費（一般地域）
最大４２１万円

指定区域に関すること

三重県 四日市建設事務所 総務・管理室 管理課 TEL

059-352-0667

支援措置に関すること

四日市市 都市整備部 建築指導課 建築調整係

TEL

059-354-8206

構造規制に関すること

四日市市 都市整備部 建築指導課 建築確認係

TEL

059-354-8208

令和 3 年度 第 10 回 四日市市市民交流

グランドゴルフ大会参加者募集！

四日市市民の交流を目的に、第 10 回のグランドゴルフ大会を開催します。参加ご希望の方
は期日までに申し込みをお願いします。
主
催 四日市市スポーツ推進委員協議会
日
時 4 月 11 日（日曜日） 8:30 受付
場
所 四日市ドームアリーナ
参加資格 中学生以上（小学校校区で代表者がまとめて選手登録をします。）定員 400 名
試合方法 24 ホール（3 試合）を回り、個人戦とします。
競技規則 （社）日本グランドゴルフ協会 2018 年のルールによります。
申込方法 申込み 神前地区市民センター（担当吉田）まで電話（TEL 326-2751）
または直接来館の上申し込んでください。
締切り 3 月 12 日（金）
参 加 費 1 人 1,000 円（当日、受付に納めてください。）
そ の 他 ① 事故の場合、主催者は、市民活動総合保険の範囲内及び応急処置以外の責任
は負えません。
② 新型コロナ感染症対策を万全にしてください。手洗い消毒、参加時のマスク
着用、発熱や咳症状がみられる方の参加自粛などをお願いします。
③ 参加される方は各自で昼食や飲み物をご用意ください。
④ 参加される方には、詳しい大会要項や連絡事項をお渡しします。

緊急自動車の優先（道路交通法第 40 条）
■交差点では…
交差点付近では、交差点を避け道路の左側に寄って一時停止して下さい。
■高速道路などでは…
本線車線に入ろうとしているときは、これを妨げないようにして下さい。
■狭い道路では…
狭い道路などで停車をする場合は、消防車等が横を通過できる場所まで移動してください。
<道路交通法第４０条>
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、
車両（緊急自動車を除く。以下この条において同じ。）は交差点を避け、かつ、道路の左側（一
方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる
場合にあっては、道路の右側。次項において同じ。）に寄って一時停止しなければならない。
２

前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄って、
これに進路を譲らなければならない。
※緊急車両は 1 台とは限りません。何台か続けて
走行していることもあります。緊急走行している後続車両にもご注意下さい

感染症対策へのご協力をお願いします

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

