お知らせ
発行：令和３年４月５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。

令和３年度の神前地区市民センターの職員を紹介します。
★どうぞよろしくお願いします！
●館
長：宮原 浩二（市民協働安全課より）
●副 館 長：上杉 達也
●地 域 主 任 ：山本 なるみ（窓口担当）
●補 助 員：山口 順子（窓口担当）
●補 助 員：平田 史子（窓口担当）
●補 助 員：堀本 由佳（地域社会づくり）
●地域マネージャー：𠮷田 弘一
●団体事務局：山本 和美
★お世話になりました！
●館 長
：山口 繁樹（四郷地区市民センターへ）

「子育て広場」 からのお知らせで～す！!
★日 時：５月６日（木）１０：００～１１：３０
★場 所：神前地区市民センター 会議室
★対 象：未就園のお子さんと保護者
★内 容：移動おもちゃ図書館 or おもちゃあそび
★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

神前幼稚園

三重西幼稚園
〔なかよし会〕

〔ひよこクラブ（月曜日）〕
５月： １０日（月）
１７日（月）
２４日（月）
３１日（月）

５月： １０日（月）ふれあい遊びをしましょう！
１７日（月）大型絵本の読み聞かせ
２４日（月）誕生会。身体測定もします
２６日（水）何を作ろうかな？
１０：００～11：30
問合せ：TEL 332-8976

１０：００～１１：３０
問合せ：TEL 326-4408

神前保育園
★よろしくお願いします
【三滝中学校校長】
【三滝平中学校教頭】
【三重西小学校教頭】
【三重西幼稚園園長】
【神前幼稚園園長】
★お世話になりました
【三滝中学校校長】
【三重平中学校教頭】
【三重西小学校教頭】
【神前幼稚園園長】
【三重西幼稚園園長】

固定資産税・都市計画税
（第 １期 ）

前田
岡本
酒匂
舘
葛西

匠（四日市市教育委員会より）
章（西笹川中学校より）
秀人（海蔵小学校より）
圭永子（高花台幼稚園より）
明美（神前保育園園長と兼務）

〔あそぼう会（金曜日）〕
５月：７日（金）
、１４日（金）
、２１日（金）
、２８日（金）
９：３０～１１：３０
問合せ：TEL 326-1177
新型コロナウイルスの感染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いたします。

山下 博（退職）
森
達也（四日市市こども未来課へ）
坂下 博夫（川島小学校校長へ）
佐久間節子（ときわ中央幼稚園へ）
森
純子（三重幼稚園へ）

納期限は

４月 ３０日 (金 ) です

自動車文庫

巡回予定

５月１４日（金）１３：４０～１４：１０ 神前地区市民センター
５月２７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

令和 2 年度の「あいさつ運動」をふりかえりました。

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
５月１１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。
問合せ： 高齢福祉課 地域支援係 TEL ３５４－８１７０

かんざき学校「認知症サポーター養成講座」が開かれました。
3 月 23 日（火）、神前地区市民センター会議室において、かん
ざき在宅介護支援センターの保健師宮原由美子氏による、かんざき
学校「認知症サポーター養成講座」が開催されました。当日は 27
名もの参加があり、みなさん熱心に講座を受講してみえました。
自らが認知症になったら…。家族が認知症になったら・・・。
不安がつのります。しかし、認知症は脳の病気ですから、早期発見
早期治療で発症や進行を遅らせることができるそうです。そのためには、相談や診断を早く受
けなければなりません。一人悩まずに、専門家や相談員さんに相談することが必要です。しか
もこの病気は突然なる物ではありません。徐々にゆっくりと進行します。若いからと言って安
心や油断をするのではなく、何かおかしいなとか症状があれば一度
相談してほしいと宮原氏は言ってみえました。
サポーターとしての心構えは、「認知症になっている方は、道に
迷っている子どもさんと同じと考える」ことだそうです。まず、ご
本人が一番不安であるということを分かってあげましょう。次に、
子どもなのだから「優しく声掛けしてあげること」
、「見守ってあげ
ること」が必要です。決して、怒ったりいらだってはいけません。
「3 ない行動」（「驚かせない」「急がせない」
「自尊心を傷つけない」）で、しっかり話を聞いて
あげましょう。ご本人にはご本人の理由があるそうだからです。だれもが、年をとっても一生
神前の地で、ゆったり暮らすことができるために住民の方の「ちょっとしたおせっかい」と地
域の「暖かいつながり」があふれた「神前の町」にしていきたいと思いました。
相談窓口

神前在宅介護支援センター

TEL

327-2223

担当

宮原

令和 2 年度の 7 月より、神前地区では「あいさつ運動」を復活させ取り組んできました。
その様子について、各自治会会長さんや各自治会役員さん方に振り返りをしてもらいました。
左の表は、「あいさつ運動をして地域の様子は変わりましたか。」とお尋ねした結果です。
67％の方が「何かしら変化した。」と答えてくださいました。
それは、子どもたちに少しずつ変化がみられたからだそうです。
子どもが変われば大人は変わります。根気強く続けることが必要
だと思います。
また逆に 25 パーセントの方が「変化していない。」と答えてく
ださいました。それは、自治会役員中心の参加で、一般の方々が
広く参加するまでは浸透しなかったように思われたからだそうです。
「あいさつ運動」は、神前地区全体及び各自治会に積極的に関わってもらい、この運動を通
して地域のコミュニティや絆づくりを促進したり、あいさつの意味や良さを子どもたちに伝え
ることで、年代を超えたつながりを築くために行っています。
来年度（4 月から）は、「愛さつの日」だけでなく様々なイベントで「あいさつ運動」を広め
ていくようにしたいと思います。また、標語ポスターコンクールでは、お子さんだけでなく地
域の方々全員を対象に行っていくことも考えています。
「安心・安全で住みやすい町 神前」を目指して、地域の方々がつながり合うことを目指して、
「あいさつ運動」にさらなるご理解ご協力、ご参加をお願いいたします。
令和 3 年度「第 1 回神前愛さつの日」は、4 月 12 日（月）です。今年度も、明るく元気な大
きな声で、一日が始まるように「朝のあいさつ声掛け活動」をよろしくお願いします。
神前地区連合自治会

まだまだ多い特殊詐欺！不審な電話等にご注意ください
三重県警察によると、市内で市役所職員等を名乗る「還付金詐欺」の電話が相次ぎ、被害が
発生しています。また、令和 2 年中の三重県下における特殊詐欺の被害額は約４億円に上り、
令和元年の被害額（約 1 億円）を大幅に上回りました。
こういった特殊詐欺による被害を事前に防止するには、「自動通話録音警告機」が有効です。
これは、固定電話に接続して使用する機器で、電話の呼び出し音が流れる前に、発信者に対し
て警告メッセージを流したうえで、通話を録音することができます。
自動通話録音警告機は、三重県警察で無料貸し出しを行っていますので、貸出を希望される
方は、お住まいの地域を管轄する警察署の生活安全課にお問い合わせください。
四日市北警察署 TEL ３６６－０１１０
四日市南警察署 TEL ３５５－０１１０
四日市西警察署 TEL ３９４－０１１０
市民生活課 市民・消費生活相談室（市役所１階）TEL ３５４－８２６４
（受付は平日 9:00～12:00,13:00～16:00）

合併処理浄化槽維持管理補助制度改正のお知らせ

アイリス会員募集中！
【女性防災の会「アイリス」基本理念】
１

アイリス会員は、相互の親睦を第一にしな
がら、防災減災活動を通して、地域の住民の
方々と常にふれ合い、地域コミュニティを
築くことを一番の目標にします。

２

アイリス会員は、防災減災について指導す

る立場の者ではなく、常に自ら学ぶ姿勢を持
ち、自ら行動する意欲を持ち、地域の方々と
共に学び考えることを活動の基本とします。

神前女性防災の会「アイリス」

結成 3 年目を迎えた神前女性防災の会「アイリ
ス」では、会員を募集しています。
令和 2 年度は、コロナ禍でほとんど活動できま
せんでしたが、自然災害はいつやってくるかわか
りません。最近も東北地方で震度 5 強の地震が数
度発生しています。
被災時に被害をできるだけ少なくし、自分や家
族の命を守り、けがをさせないようにするには、
女性が防災の知識や活動経験を豊富にすることが
絶対に必要です。

また、女性ならではのコミュニケーション能力
を思う存分発揮して、地域コミュニティづくりや
近所のつながりを築くことも防災減災の重要な基
盤となります。なぜなら、万が一の時に、一番頼
りになるのは近所の方々、地域の方々だからです。
その方々と普段から声を掛け合い、いろいろな話
ができるようになっておくことが防災・防犯にと
ってとても重要なことなのです。
神前地区の女性のみなさん、神前女性防災の会
「アイリス」で一緒に防災のことを考え、学びま
しょう。
入会のお申込み、ご意見ご質問など、なんでも
下記の連絡先までお電話ください。

公共用水域の水質保全のため、合併処理浄化槽を適正に維持管理している方を支援するため、
補助金を交付しており、令和３年度より補助金を増額します。
浄化槽法に基づき行っていただく維持管理

法定検査
法定検査の結果が
「適正」「概ね適正」の場合

変更前

【令和 3 年度 アイリスの主な活動予定】
① アイリス主催研修会

補助金申請

支援しています

変更後

人槽

補助金額

補助金額

５～６人槽

7,000 円

12,000 円

４月１日以降に

７～９人槽

9,000 円

14,000 円

法定検査受検し

10～50 人槽

12,000 円

17,000 円

た人が対象だよ

交付条件

地域の方々と共に、パッククッキングや手作

締め切りは令和



専用住宅または併用住宅（併用住宅には条件あり）であること

りマスク講習会などを通じて、防災のことを

４年３月３１日



補助対象区域（公共下水道等の供用区域外）にお住まいであること等

共に学びます。



※その他、合併処理浄化槽設置補助制度も補助金額を改定しました

② 先進地視察（視察研修）

問合せ先：四日市市上下水道局生活排水課浄化槽指導係

ＴＥＬ

３５４－８４０２

県内外、市内の防災先進地域を視察します。
③ 防災講演会（防災セミナー）
最新の防災情報を講師先生から学びます。
④ 女性のための防災訓練
女性目線を活かした訓練を実施します。
※ その他会員の希望や新たな企画で様々な防

地域での自主防犯活動を支援します！
（令和３年度

四日市市地域防犯活動支援事業補助金）

災活動を行います。

※「アイリス」は、
「あやめ」
「花しょうぶ」「かきつばた」という名前でも呼ばれています。
花言葉は、
「あなたを大切にします」「純粋」
「思いやり」といった意味を持っています。

連絡先 神前女性防災の会「アイリス」事務局（神前地区市民センター内
TEL 326-2751（担当

吉田）

地域で自主防犯パトロールや見守り活動を行う団体を対象に、防犯活動に使用する物品の
購入などに対して予算の範囲内において補助金を交付します。
■補助対象経費 活動に必要となる防犯用具の購入、研修会費等
■補助額
補助対象経費の９／10 以内（上限 10 万円）
※ドライブレコーダーにかかる経費の補助上限額は、1 台につき 1 万円
（ただし、青パト団体に限ります）百円未満の端数は切り捨て
■応募締切
令和３年５月７日（金）
■申請方法
お近くの地区市民センターに所定の申請書類を提出
■その他
補助対象経費など詳しくは、市民協働安全課までお問い合わせください
問合せ先：四日市市 市民協働安全課 TEL 354－8179

第 10 回 全国ファミリー音楽コンクール in よっかいち

第5回
開催日
会場

ボッチャ交流大会

出場ファミリー募集

5 月 23 日（日）

「家族」と「絆」をテーマとした全国に公募を行う音楽コンクールを開催します。
現在、出場いただけるファミリーを募集しています。

四日市市総合体育館多目的室（四日市市日永東 1 丁目３－２１）

受 付
開会式
試合開始
参加資格
参加料

5 月 23 日（日）９：００～
9：30
開会式終了後
市内在住・在勤・在学のボッチャに興味のある方
無料

試合形式

ペア戦のみ

ルール

交流会ルールに基づきます。

表 彰

ブロックごとに 1 位から 3 位までを表彰

持ち物

体育館シューズ

その他

事故の場合、主催者は、保険範囲内及び、応急処置以外の責任は負えません。大

全ての試合形式は、参加人数により主催者側で決定します。

昼食

飲み物

会において申し込みの際に得た個人情報は、本大会を開催する目的以外には、使
用しません。また、本大会で撮影した写真や映像は、主催者に帰属することをご
了承の上、ご参加ください。

申し込み

団体事務局まで電話で申し込みまたはスポーツ推進委員（担当 伊藤）に
申し込みください。
締め切り
４月３０日（金）団体事務局
TEL ３２７-１５０１
5 月 5 日（水）スポーツ推進委員 担当 伊藤
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。

感染症対策へのご協力をお願いします

◇応募資格
・家族による２人以上のアンサンブル（合奏、合唱など）で、年齢制限はありません
・家族とは、代表者の配偶者、代表者からみて祖父母・父母・兄弟・姉妹・子・孫・おじ・
おば・おい・めい・いとこ（すべてその配偶者を含む）まで（ただし、2 人で出場の場合
で別居の時は、おじ、おば、おい、めい、いとこを除く）
・クラシック、ポピュラー、ジャズ、邦楽などジャンルは問いません
・プロ奏者（職業演奏家）は 1 人のみ参加を可とし、家族に限ります
・３人以上の場合は、１人に限り上記家族以外のメンバーでも参加可能
など
◇応募方法
応募期間内に、参加料の入金、必要事項を記入した所定の申込用紙および応募資料を下
記実行委員会まで提出してください。ホームページからも応募できます。
・参加料／１グループにつき 2,000 円
・応募締切／ 7 月 15 日(木)（必着）
◇審査
・予選 8 月 2 日(月)（予定）資料による審査（非公開）
・本選 10 月 17 日（日）（公開） 会場／四日市市文化会館第１ホール
◇賞および副賞
グランプリ・文部科学大臣賞：50 万円＋四日市の地場産品１年分
第２位：25 万円、第３位：15 万円、
奨励賞：10 万円、特別賞：10 万円、市民審査員賞：10 万円、
アイデア賞：5 万円、ユーモア賞：5 万円、アット・ホーム賞：5 万円
サルビア賞：萬古焼（土鍋）
※全応募グループに参加賞と 10 周年記念として青島広志さん直筆サイン色紙、特製トート
バッグをプレゼントします
※応募資格など、詳しくは、募集要項をご確認のうえご応募ください。募集要項は、
市役所文化振興課、文化会館、各地区市民センター等に置いてあります。
◇申し込み先／問い合わせ先
全国ファミリー音楽コンクール実行委員会（四日市市
〒510-8601

四日市市諏訪町 1-5

TEL

354-8239

ホームページ：https://www.city.yokkaichi.mie.jp/music/
メールアドレス：concours@city.yokkaichi.mie.jp
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

文化振興課内）
FAX

354-4873

