お知らせ
発行：令和３年５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。

3. センター開設日一覧表
開設時間 8：３０～12：30、13：30～17：30
実施日

センター名

電話番号

海蔵

３３１－３２８４

三重

３３１－３２７６

川島

３２１－３０２０

富田

３６５－１１４１

羽津

３３１－４４６５

大矢知

３６４－８７０４

県

３２６－０００１

桜

３２６－２０５１

橋北

３３１－３７８７

保々

３３９－０００１

内部

３４５－３９５１

日永

３４５－３１９７

小山田

３２８－１００１

富洲原

３６５－１１３６

常磐

３５１－１７５１

中部

３５４－８１５２（市民課）

八郷

３６５－０２５９

神前

３２６－２７５１

６月２６日(土)

塩浜

３４５－２４０３

申込期限 6 月 18 日（金）

楠

３９８－３１１１

河原田

３４５－５０２０

水沢

３２９－２００１

６月２７日(日)

下野

３３７－０００１

申込期限 6 月 18 日（金）

四郷

３２１－２０２１

６月１２日(土)
申込期限 6 月 4 日（金）

マイナンバーカード休日申請受付窓口の開設
四日市市では、平日に市役所へお越しいただくことが困難な方のために、下記のとおりマイナンバーカード休日
申請受付窓口を開設いたします。

６月１３日(日)

この窓口で申請していただいた場合、カードが出来次第、市職員が暗証番号の設定を行い、ご自宅宛てに郵送(本
人限定郵便・特例型)させていただきますので、受け取りのために再度お越しいただく必要はありません(カード到

申込期限 6 月 4 日（金）

着まで、おおよそ 2 か月程度かかります)。また、事前予約制となりますので、申請を希望される方は、各窓口へ
電話予約（平日 8：30～17：15）してください。予約受付は５月２０日（木）より開始します。
1. 申請に必要なもの
申請の際には、以下の書類を持参してください。
(1)本人確認書類(A を 1 点、または B を 2 点)
運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真入り)、運転経歴証明書(交付
A

年月日が平成 24 年 4 月 1 日以降のものに限る)、身体障害者手帳、在留カ

６月１９日(土)
申込期限 6 月 11 日（金）

ード、特別永住者証明書など、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類
健康保険・介護保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証、社員証、学生
B

6月

証など、
「氏名＋住所」か「氏名＋生年月日」が記載されたもので、組み合わ
せで「氏名・住所・生年月日」が確認できるもの

６月２０日(日)

(2)通知カード、または個人番号通知書
(3)顔写真(縦 4.5cm×横 3.5cm、6 か月以内に撮影、正面、無帽、無背景のもの)

申込期限 6 月 11 日（金）

(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(5)認印(本人署名の場合は不要)
※申請時に、通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を回収します。
※15 歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は、法定代理人の同行と別途書類が必要となります。
（詳細はご予約時にご説明します）
2.開設窓口・開設時間

8：30～12：30、13：30～17：30

（事前予約制、先着 48 人まで、1 人あたり 20 分）

開設日

場 所

６月２６日（土） 【申込期限：６月１８日（金）】

神前地区市民センター
事務室

※事前に予約が必要です。予約が無い方は、受付をお断りさせていただきます。
※他の地区市民センターでも休日申請受付窓口を開設しています。お申し込みは、各センターへお願いします。
問合せ

神前地区市民センター

TEL ３２６－２７５１（平日 8：30～17：15）

市民窓口サービスセンターの開設時間

10：00～14：00、15：00～19：00

「子育て広場」 からのお知らせで～す！!
★日 時：６月１４日（月）１０：００～１１：３０
★場 所：神前保育園
★対 象：未就園のお子さんと保護者
★内 容：ほんわっかさんの読み聞かせ
★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

ヘルスリーダー イキイキ教室
５月 1１日（火）は中止します。
５月 1１日（火）イキイキ教室の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感
染症防止のため中止させていただきます
問合せ：

高齢福祉課

地域支援係

TEL

３５４－８１７０

三重西幼稚園

神前幼稚園

ヘルスメイト
料理教室からのお知らせ

〔なかよし会〕

〔ひよこクラブ（月曜日）〕
６月：
７日（月）
１４日（月）子育て広場
２１日（月）
２８日（月）

６月： ９日（水）何をつくろうかな？
１４日（月）親子で遊ぼう
２１日（月）むすび座さんがやってくる
人数に制限がありますので「なかよし」に見えた時申し込んでください。

２３日（水）親子で遊ぼう
２８日（月）誕生会。身体測定もしましょう。

１０：００～１１：３０
問合せ：TEL 326-4408

１０：００～11：30
問合せ：TEL 332-8976

料理教室の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症防止のため
しばらくの間、中止させていただきます。

神前地区市民センターにレシピが置いてありますので
ご利用ください。

神前保育園
〔あそぼう会（金曜日）〕
６月：４日（金）
、１１日（金）
、１８日（金）身体測定、２５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。

自動車文庫

ＳＴＯＰ！コロナ差別
３月中旬以降、全国的に新型コロナウイルス感染者数が増加傾向を示し、変異株の感染
者も多数発生するなど、予断を許さない状況となっています。新型コロナウイルス感染症
に関連して、誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。
公的機関が提供する正確な情報を入手し冷静な行動に努めるとともに、誰もが感染しう
ることを受け止めてお互いを思いやる気持ちを持った行動をとることが重要です。
私たち一人ひとりがお互いの立場に立ち、思いやりの心を持って支えあいましょう。

巡回予定

６月１０日（木）１３：４０～１４：１０ 神前地区市民センター
６月２４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

人権・同和政策課
人権センター
FAX（２課共通）

TEL ３５４－８２９３
TEL ３５４－８６０９
３５４－８６１１

jinkendouwa@city.yokkaichi.mie.jp
jinkencenter@city.yokkaichi.mie.jp

神前地区愛さつ運動

心温まるエピソード募集中！

今年度も、神前地区あいさつ運動では、「心温まるエピソード」を募
集しています。
この企画は、多くの方々に「あいさつのすばらしさや楽しさ」を分か
っていただきたいと思い始めました。
「あいさつをしてもらってほっとした。」とか「あいさつをしたことで
なんだか楽しくなった。」「うれしくなった。」など、あいさつに関わるお
話をぜひ聞かせてください。
楽しく微笑ましい雰囲気のある町になって、人と人との心の距離が近く
なり、結びつきが強くなってほしいと願っています。どんどんあいさつを
していただいて、心温まるエピソードをたくさん応募してください。お待ちしております。
【応募の仕方】
心温まるエピソードをメモ用紙に書いていただいて、神前地区団体事務局（TEL 327-150
1 担当 山本）又は神前地区市民センター（TEL 326-2751 担当 吉田）までお持ちください。
メモ用紙も、字数も自由です。何をどれだけ書いていただいてもかまいません。
又は、下記メールアドレスまでメールでお寄せいただいてもかまいません。
Mail：kanzaki-mgr@city.yokkaichi.mie.jp
両方ともお名前と連絡先（住所と電話番号）を必ず書いておいてくだ
さい。エピソードはセンターだよりに掲載させていただきます。匿名を
ご希望の方は作品応募の際にお知らせください。 神前地区連合自治会

オオキンケイギクは「特定外来生物」です

子育て広場 からのお知らせ
神前地区で子育て真っ最中のみなさん、こんにちは。
子育て広場は、神前の民生委員児童委員協議会が主催する子育て支援事業の一つです。
保育園・神前地区市民センターのいずれかをお借りして、月に一度開催します。
午前 10 時～11 時 30 分の間、都合のよい時間に来てください。沢山のおもちゃや、園の
遊具で、自由に遊ぶことができます。講師の先生に来ていただいて、普段とは違う親子の触
れ合いの時間をもってもらう企画もあります。もちろん、育児で困った事や心配な事を、気
軽に民生委員や園の先生方に相談してもらえる場所でもあります。保健師さんに、相談でき
る月もあります。
参加の対象は 0 歳～幼稚園・保育園に入園するまでのお子さんと保護者の方です。
同じ世代のお子さんをお持ちの保護者様と、仲良くなってもらえる場所にしていただければ
良いと思っています。まずは、一度参加してみてください。
民生委員児童委員一同お待ちしています。

202１年度
日

時

神前地区
内

子育て広場
容

場

所

６月１４日（月） ほんわっかさんの読み聞かせ

神前保育園

７月

９日（金） 保健師さんの健康相談

神前保育園

８月

４日（水） スイカ割り

神前地区市民センター

９月

６日（月） おもちゃあそび

神前保育園

１０月

1 日（金） 大型紙芝居

神前保育園

１１月

1 日（月） おもちゃあそび

神前保育園

１２月 20 日（月）

みんなで楽しいクリスマス会
にこにこミュージックボックス＆サンタさん

４年
１月 14 日（金） 保健師さん＆ほんわっかさんの読み聞かせ
北米原産のオオキンケイギクは、繁殖力が強く、日本の生態系に重大な影響を及ぼす植物と
して、外来生物法により「特定外来生物」に指定されています。この植物を植えたり、拡げた
りすることは法律で禁止されています。自宅でオオキンケイギクを見かけた際は、普通の雑草
と同じように駆除・処分して頂くよう、ご協力をお願いします。
① 花が咲く 5 月～7 月頃に、根から抜き取る。スコップ等を用いると駆除しやすいです。
② 2 日～3 日、種子が飛散しないように、ビニール袋に入れた状態で天日にさらし、枯死さ
せる。
③ 燃やすごみに出す。
【特徴】オオキンケイギクの花は、直径 5～7cm 程で、黄橙色の花びらの先端が不規則に分か
れています。草丈は 50～70cn で、葉は細長い楕円形で両面に毛があります。
問合せ 環境保全課 環境調整係 TEL 354-8188

年間計画

神前地区市民センター

神前保育園

２月

９日（水） 杉町先生の〔親子でふれあい体操〕

神前地区市民センター

３月

７日（月） ほんわっかさんの読み聞かせ

神前保育園

時間は午前 10：００～11：30 まで 検温してお越しください。
悪天候の場合（台風・積雪など）、お休みさせて頂くこともあります。
コロナウイルス感染拡大予防の為、お休みになることもあります。
問合せ 神前地区主任児童委員
川村 まり
杉野 まり
神前地区市民センター
TEL 326-2751

軽 自 動 車 税 (種 別 割 )
（全期）

納期限は

コロナ差別
５ 月 ３ １ 日 (月
)で す

在宅医療市民啓発活動事業を補助します

「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会
など）にかかる経費の一部を補助します。

市内に設置されている防災行政無線（固定系）の
試験放送を実施します
（１）実施日時

５月１９日（水）午前１１：００分ころから数分程度

（２）試験放送内容
１．対象事業
７月１日（木）～ 令和４年 3 月 31 日（木）に実施される事業
（※同一申請者(団体)による申請は、一年度 2 回までとします）
２．応募資格
市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など
３．補助限度額
活動に直接必要な経費の 2 分の１（講師料については全額補助）
ただし、補助金額には上限があります
４．募集スケジュール
４月９日（金）～ ６月１８日（金）健康福祉課 必着
必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へご提出ください。申請の
内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいたします。
５．応募書類
募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにあります。
また、市のホームページからもダウンロードできます。
問合せ

放送機器

放送・吹鳴内容
市内全て（※）の防災行政無線（固定系）屋外拡声子局および
ＣＴＹ－ＦＭラジオ放送から一斉に次のように放送されます。

防災行政無線
（固定系）

【放送内容】
上りチャイム音(♪ピンポンパンポン )
「こちらは、こうほうよっかいちです。」
「これは、J アラートのテストです。」×３
下りチャイム音(♪ピンポンパンポン )

地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。
●音声試験放送のため、サイレンは吹鳴しません。
●059-351-4004（自動電話応答機能）に電話をしていただくと放送内容が確認できます。

四日市市役所 健康福祉課 TEL 354-8281

※ 屋外拡声子局 市内 1２２箇所
以降の試験については以下のとおり予定しています。
令和３年１０月 ６日（水）１１：００から
令和４年 ２月１６日（水）１１：００から
気象状況その他の理由により中止する場合があります。
問合せ

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

四日市市 危機管理室電話 354-8119

