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とっても便利！！

発行：令和３年７月２０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

休日に地区市民センターで申請すると
マイナンバーカードが郵送でご自宅へ！
マイナンバーカード休日申請受付窓口の開設

kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。

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

各地区カフェのご案内
各カフェサロンの開催予定です。今後の新型コロナウイルス感染拡大状況により急きょ、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、町内の方を対象と
しますのでご承知おきください。当日は、ご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。

ナンバーカード休日申請受付窓口を開設しています。
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(カード到着まで、おおよそ 2 か月程度かかります)。
休日申請受付窓口は事前予約制となりますので、希望される方は、神前地区市民センターへ
電話予約（平日 8：30 ～17：15 ）してください。
1. 申請に必要なもの

大日 Café サロン

8 月のカフェは中止します。

カフェ あったかつの

8 月のカフェは中止します。

より曽井サロン

8 月のカフェは中止します。

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

カフェサロン尾平

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
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

日

時：８月１７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

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

費：100 円

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
(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)

神前地区夏祭り・盆踊り

中止のお知らせ

令和 3 年度の神前地区各自治会の夏祭り・盆踊りは、例年 7、8 月に開催されてきた自治会は
今年度は中止、例年開催していない自治会は例年通り開催しないことといたしました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大はやや収まりつつあり、ワクチン接種も進んでは来て
いますが、変異株の脅威が増し第４波の再来も懸念されております。各自治会の夏祭り・盆踊
りは、どなたでも自由にどこからでも来場していただける楽しいお祭りでなければなりませ
ん。しかし、そのために、感染症防止対策がとても難しい行事となります。また、イベント中
に飲食関係のふるまいや出展は中止せざるを得ず、それによって魅力は半減し、参加者の減少
も見込まれ、規模が自然に小さくなる恐れも充分あります。
様々な状況を考えると、地域の方々がほとんどワクチンを接種し、新型コロナウイルスの感
染が終息される状態でなければ、楽しい夏祭り・盆踊りの開催は難しいと判断しました。
開催を心待ちにされてみえる方々には大変残念なお知らせとなりましたが、ご理解を賜りま
すようにお願いいたします。来年度こそは、各自治会の住民の方々が心から楽しめて、親交が
深まるよう夏祭り・盆踊りにしていきたいと考えております。その折にはよろしくご協力をお
願いいたします。
神前地区連合自治会

(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）
★ 神前地区市民センターの休日申請受付窓口

開設日
８月２８日（土）
【予約申込期限：８月２０（金）
】

場 所
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。
【問合せ】神前地区市民センター

TEL ３２６－２７５１
（平日 8：30 ～17：15 ）

神前女性防災の会「アイリス」神前小学校へ

第 4 回神前愛さつの日

朝の声掛け活動

子ども用手づくりマスクを寄贈
７月８日（木）、神前女性防災の会「アイリス」の有志が手作りした子
ども用マスクを、神前小学校に約 260 枚寄贈しました。この時期です
から、大勢で押しかけるのはやめようと代表一人が校長先生や代表の先
生にお渡ししました。
コロナ感染はなかなかしつこい災害です。今少し沈静化しています
が、
「アイリス」会員が今最も心配しているのは、第 4 波が子ども達を襲うことです。
高齢者から徐々にワクチン接種が進んでいます。神前地区内でも 2 回
接種の方も増えてきました。神前地区は高齢化が進んでいるので周囲に
接種した人がどんどん増えてきます。しかし、子ども達は接種がいつに
なるのか、接種できるのかどうかもまだわかりません。逆に大人がワク
チンを接種して気を緩めると、子ども達に被害（感染）が広がることも
考えられます。
低学年用小さなマスク
今だからこそ、大人は、接種したからと言って絶対に気を緩めてはい
けません。ワクチン接種はコロナに感染しないようにするものではあり
ません。体内に抗体を作って、感染しても重症化しないようにするもの
です。だから感染はします。大人が感染して、その菌を家庭内に持ち込
むと大人自身が重症化しなくても、子どもにうつせば、ワクチン接種し
ていない子どもは重症化するかもしれません。
大人は、せっかく感染が縮小してきている今だからこそ、子どもを守
高学年用大きなマスク
り家族を守るためにも、感染予防対策（マスクの着用、手指消毒、お部
屋の換気、人流を減らす、外食・外飲みの自粛等）を徹底して、家庭にコロナを持ち込まないよ
うに気を付けましょう。
神前女性防災の会「アイリス」は、子どもたちが身につけたくなるように考えて、かわいいは
やりの柄のマスクを作ってくれました。ぜひ、夏休みになったら、お家の方も一緒に大人用マス
クを着用しながら、子ども達とマスクライフを楽しんでほしいと思います。

ヘルスリーダー イキイキ教室

7 月 12 日（月）、朝から大きな声で「おはようございます」の
声が神前に響きました。第 4 回神前愛さつの日「朝の声掛け活動」
でした。
梅雨の合間の蒸し暑い夏の朝。子ども達の中には元気な子、まだ
眠たい子、色々いましたが、声をかけると元気よく「おはようござ
います」と返してくれます。中には、元気に自分からあいさつがで
尾平町自治会の声掛け活動
きる子も増えてきています。今回は、いつもの四日市南交通安全協
会神前支部の方々だけでなく、神前小学校ＰＴＡの方々も見守り
活動をしていただき、その時に朝の声掛けあいさつをしてくれて
いました。たくさんの大人の人からあいさつされて、子ども達もび
っくりした表情でしたが、大人があいさつすることで、子ども達は
自然にあいさつを覚えていくものだと思っています。
8 月 11 日（水）の第 5 回神前愛さつの日は、子ども達が夏休
みのため、神前地区一斉に「家庭愛さつの日」とします。普段お家
上名ヶ丘自治会の声掛け活動
の中で元気に朝のあいさつをしていただいていると思いますが、こ
の日はぜひさらに元気よく朝のあいさつをしてください。また、道行くときも出遭った子ども
達や近所の方々にも元気なあいさつをお願いします。町中に「愛さつの声」が響き渡ったら素
晴らしいと思いますよね。
「あいさつ」は理由もなく、みんなが気持ちよくなるコミュニケ
ーションツールですが、この日は、子ども達にぜひお家の方から「
どうしてあいさつは気持ちよくて、人間関係に必要なのか。」を伝え
てあげてほしいと思います。そのうえで、あいさつ運動の標語やポ
スターをぜひ子ども達に書くように勧めてください。お父さんやお
母さん、おばあちゃんやおじいちゃんも一緒に書いていただけると 安協とＰＴＡの見守り活動
嬉しいです。
地域で「あいさつの輪」を広げて、安心安全で住みよいまちづくりを進めましょう。
神前地区連合自治会

戦没者を追悼し平和を祈念する日
８月１５日に黙とうを

楽しく笑って！おしゃべりして！介護予防！！

8 月はお休みです。
問合せ：

高齢福祉課

地域支援係

TEL

毎年８月１５日は、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」です。市民・事業者の皆さん
も当日正午から１分間の黙とうをお願いします。黙とうの時間にあわせて、市内の寺院
では鐘が鳴らされることがあります。
この機会に、今一度戦争の悲惨さ、平和と命の尊さについて考えてみましょう。

３５４－８１７０
健康福祉課

TEL 354-8109 FAX 359-0288

御池沼沢ザリガニ釣りで植物保護！
令和 3 年度

四日市市文化功労者・市民文化奨励賞候補者を募集します
１．表彰の対象
（１）文化功労者
① 学術、芸術、その他文化の振興に貢献し、その功績が顕著である者
② ①に関係する団体の役員として、その団体の育成強化に貢献し、その功績が顕著で
ある者
③ 文化遺産の研究、調査を重ね、その保護、保存に貢献し、その功績が顕著である者
（２）市民文化奨励賞
① 積極的に文化活動に取り組み、今後の活躍が期待される者
② 全国的な文化活動の実績があり、今後の活躍が期待される者
③ 本市の文化や情報を全国に発信し、今後の活躍が期待される者
※ 上記（１）（２）とも、本市在住、在勤、出身、本市にゆかりがある、または活動
拠点が本市内にある個人または団体。（１）については、概ね 20 年以上の活動歴
および年齢 60 歳以上を経験と実績の目安とします。

（１）日時

８月９日（月・振替休日）
９：30～11：００（受付は９時から）※小雨実施
（２）場所
天然記念物 御池沼沢植物群落東部指定地（西坂部町）
（３）内容
御池沼沢植物群落の説明とザリガニ釣り
（４）対象
３才以上（小学生以下は保護者同伴）
（５）定員
申込み先着順５組程度
（６）持ち物等 長靴・長袖・長ズボン・帽子・水筒・タオル・虫よけ・ザリガニを入れ
る容器
（７）申し込み 参加費無料
７月２６日から８月５日（必着）に、代表者の名前、参加人数（小学生以
下は学年か年齢も）、交通手段、連絡先（電話番号かメールアドレス）を、
電話かファックス、E メールで、または直接、社会教育・文化財課まで
お知らせください。
四日市

問合せ TEL 354-8238 FAX 354-8308
E メール：syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

２．候補者の推薦
表彰の対象に該当すると認められる者があるときは、該当者の所属する団体または
関係機関の長から推薦書を提出してください。
３．審査方法

読書に関するエッセーを募集

（１）、
（２）とも提出書類をもとに選考委員会において審査

４．募集締切り

令和 3 年 8 月 6 日（金）

詳しくは地区市民センター、市役所文化振興課に置いてある募集要項をご確認ください。
問合せ

市民文化部文化振興課

あなたが今まで読んだ本の中で感じたこと、印象に残ったことをエッセー(随筆)に
してください。
対象
テーマ
規定

市内に在住または通勤、通学する小学生以上の人
「無人島に 1 冊持っていくなら？」または、読書法や読書論について
400 字詰め原稿用紙またはワード等（1 列 20 文字×20 列）を使用し、本文
3 枚と表紙 1 枚で未発表のもの(一人 1 編)に限る
申し込み 10 月 20 日(必着)までに、作品表紙に所定の応募用紙を添えて、郵送かＥメー
ルで、または直接、〒510-0821 久保田一丁目 2-42 四日市市立図書館へ
募集要項は、市立図書館で配布するほか、ホームページから入手できます。

TEL 354-8239

感染症対策へのご協力をお願いします

問合せ

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

四日市市立図書館 TEL 352-5108 FAX 352-9897
Mail tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp、月曜日、第２・４火曜日休館、
HP https://www.yokkaichi-lib.jp/

下水道・浄化槽に関する訪問実施のお知らせ
地域の環境改善のため、公共下水道への接続と合併処理浄化槽への転換及び適正な
維持管理を実施していただくよう、対象の方に職員が皆様のご家庭等を訪問させてい
ただいておりますので、ご協力よろしくお願いします。
なお、訪問職員は写真付きの身分証を携帯しております。
お問い
訪問時間帯 月曜日～金曜日
土曜日、日曜日

８：３０～１９：４５
８：３０～１７：１５

こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
TEL 330-5020

FAX 059-334-0606

所在地：四日市市東新町 26 番 32 号

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

橋北交流会館 4 階

こども子育て交流プラザは、年末年始を除き毎日開館しています。

合わせは

主に小学生～高校生を対象にした季節の行事やスポーツ活動、創作活動など、さまざまなイベントを

下記まで

開催しています。また乳幼児と保護者が楽しめる「すくすく広場」や「赤ちゃん広場」も実施してい
ます。
ボール遊びやバドミントン等ができる広い多目的ホール、工作室や図書室などの設備が充実した施設

四日市市上下水道局生活排水課

TEL ３５４－８２２１

３５４－８４０２

で雨の日も遊べます。ぜひ、ご来館ください！！
【開館時間】
＜第 1 部＞9：00～11：30

～熱中症に負けないために～
<熱中症とは>

＜第 2 部＞12：30～14：00

＜第 3 部＞15：00～17：00

各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。
【主なイベント日時・内容】
8 月 8 日（日）

10：30～11：00

気温の高い環境にいることで体温を調節する機能が狂ったり、体内の水分や塩分のバランスが崩れ

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ょう。

定員/当日先着 10 組

卓球大会

対象/小学生

トーナメント戦で卓球のチャンピオンを目指そう！

定員/当日先着 16 人

たりすることで起こる、めまいや頭痛、けいれん、意識障害などの症状のこと。
8 月 14 日（土） 15：30～16：30

熱中症を引き起こす 3 つの要因
① 環境

②からだ

③行動

・気温、湿度が高い

・高齢者、乳幼児、肥満の方

・激しい筋肉運動

・日差しが強い

・糖尿病などの持病

・長時間の屋外作業

・急な猛暑日

・二日酔い、寝不足といった体調不良 ・水分補給できない環境
環境

からだ

持ち物/上ぐつ
8 月 15 日（日）

行動

これらの 3 つが原因

ダンボールハウス

対象/小学生とその家族

12：30～14：00

入ってあそべる大きな家、お人形とあそべる小さな

定員/最大 20 名

15：00～16：30

家など、ダンボールを切ってつなげて、自由に

持ち物/軍手

※入退室自由

「家」をつくろう。

9：30～11：30

※刃物を使用します。心配な人は、保護者同伴で参
加してください。

熱中症を引き起こす可能性があります！

※作った作品は持ち帰ります。
8 月 21 日（土）

汗や皮膚温度で体温が

10：00～11：30

～

熱中症

調節できず体温上昇

8 月 25 日（水）

12：30～14：00

特別企画

プラザの夏休み

対象/0 歳から 18 歳ま

お化け屋敷やヨーヨー釣りなど、夏ならではの遊び

での子ども（未就学児は

を楽しもう！

保護者同伴）

15：00～17：00

定員/各回先着 30 名

熱中症予防について
・暑さを避けましょう。
（日傘、帽子、涼しい服装を心掛ける）

料金

・のどが渇いてなくてもこまめに水分補給をしましょう。

※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

→汗をかいた時は塩分を取りましょう。

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。

・エアコンを使用しましょう。（※コロナ禍なので換気をしてください）
→室内でも熱中症になる可能性は十分あります。
・暑さに備えた体力作り、適度な運動と日頃から体調管理をしましょう。

問合せ

四日市市中消防署中央分署

TEL ３２５－４７１７

無料

