お知らせ
発行：令和３年７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。

「子育て広場」 からのお知らせで～す！!

８月の子育て広場は中止します。
神前幼稚園

８月： ６日（金）親子で遊ぼう
２０日（金）何を作ろうかな？
良いお天気の日には、水筒・帽子・着替え

8 月はお休みです

タオルをご持参ください。

１０：００～11：30
問合せ：TEL 332-8976

問合せ：TEL 326-4408

神前保育園
〔あそぼう会（金曜日）
〕
８月：６日（金）、２０日（金）、２７日（金）
９：３０～１１：３０
問合せ：TEL 326-1177

身体測定
子育て広場
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
8 月の巡回はお休みです
固定資産税・都市計画税
（第 ２期 ）

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
申込み不要
神前地区市民センター 2 階 会議室
参加費無料
７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。

問合せ：

高齢福祉課 地域支援係 TEL ３５４－８１７０
新型コロナウイルスの感染状況により急きょ中止となる場合もあります。

三重西幼稚園
〔なかよし会（金曜日）
〕

〔ひよこクラブ（月曜日）〕

ヘルスリーダー イキイキ教室

納期限は

８月 ２日 (月 ) です

6 月 11 日（金） 第 3 回神前愛さつの日
朝の声掛け活動が行われました。
梅雨なのに、良い天気が続いていた金曜日の朝、神前の町に子
ども達やそれを見守る大人たちのあいさつの声が響き渡りました。
6 月 11 日は、今年度 3 回目の神前愛さつの日「朝の声掛け活
動」でした。子ども達もコロナ禍で、いろいろストレスが溜まって
いるかと思われましたが、いつもと変わら
ず元気に明るくあいさつしてくれていまし
菅原町の朝のあいさつ
た。中には、集まってくださった大人の方
と何か冗談を言い合いながら笑いあっている姿を見せてもらうと、
神前って本当に良い町なんだなあと思いました。やはり「あいさつ
」は人と人とを結ぶ大切な「ツール（道具）」なんだと実感します。
子ども達もこの町で大きくなっていくとき
高角町の朝のあいさつ
に、周りの人たちとしっかりつながってい
ってほしいと思いました。
第 4 回の神前愛さつの日は、7 月 12 日（月）です。夏休み前の
「朝の声掛け活動」です。朝も早くから明るくなってきています。
早起きして、家の窓からでもよいので、子ども達に元気な朝のあい
さつをお願いします。
高角町の朝のあいさつ
神前地区連合自治会

避難行動要支援者名簿に係る協定が締結されました。
6 月 16 日（水）、四日市市（危機管理室 伊藤室長）と、
神前地区連合自治会（佐藤会長）及び神前地区民生委員児童
委員協議会（生川会長）との間で、避難行動要支援者名簿に
係る協定が締結されました。四日市市 29 地区中 25 番目と
なります。
避難行動要支援者名簿とは、災害時に避難しなければなら
ない場合、避難に近隣者の支援が必要とされると思われる方
で、なおかつ名簿記載に同意をいただいた方が記載されている名簿のことです。
今まで、この名簿は民生委員さんが地域を回って
お一人お一人から確認をとって作ってきました。し
かし、実際に災害時に活用しようと思うと、自治会
の方々の協力が必要です。そこで、この名簿を自治
会（管理責任者は自治会長）にも公開し、きちんと
守秘義務を守った上で、災害時に役立つようにして
いこうとするものです。
今後は、自治会の方々と民生委員さんと協議しな
がら、災害時において地域の中から一人も犠牲を出さない、全員が災害から命を守れるよ
うに、名簿を活用していきたいと考えております。
ところで、この名簿のことは知らなくても、ご近所に災害の
時に支援が必要だなあと思われる方をご存じですか。
災害時では、だれしも支援が必要となる可能性があります。
そんな時に一番頼りになるのは、なんといっても「ご近所さん」
です。でも、その時だけ助けてとは言えません。普段からのお
付き合いがあってこそ、万が一の時にお互いが頼りになると思
います。普段のお付き合いこそが「防災」の基本になるというの
は、そういうことなのです。
全員が、支援者であり、要支援者であるような地域づくりをしていきましょう。
神前地区連合自治会・神前地区民生委員児童委員協議会

神前女性防災の会「アイリス」神前保育園・神前幼稚園へ

子ども用手づくりマスクを寄贈
6 月 24 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、神前保育園と神前
幼稚園に約 100 枚寄贈しました。大勢で押しかけるの
はやめようと代表一人が園長先生にお渡ししました。
コロナ感染は災害です。「アイリス」会員がいま最も
心配しているのは、子ども達へのコロナ感染なのです。
高齢者から徐々にワクチン接種が進んでいますが、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）が広がることが考えられます。
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。大人が感染して、
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ないのです。
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してください。
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、かわいいマスクを作ってくれました。ぜ
ひ、大人も一緒に大人用マスクを着用しながら、つけ方を教え
てあげてほしいと思います。

ご利用ください！

『かんざき文庫』

神前地区市民センター2 階に、図書室『かんざき文庫』があり
ます。
ご自由に利用いただける閲覧スペースのほか、図書の貸し出し
も行っております。最新のベストセラーや児童書のほか、神前地
区出身の直木賞作家である伊藤桂一氏のコーナーもあります。ぜ
ひ、お立ち寄りください。

再掲

神前地区あいさつ運動

再掲

神前地区あいさつ運動

標語・ポスターコンクール 参加者募集！
今年は、どなたでも参加できます。
昨年度は、神前地区の全幼稚園、保育園、小学校の児童園児に参加してもらって「神前地区あ
いさつ運動 標語・ポスターコンクール」を開催しました。
今年は、児童園児に限らず、神前地区全住民の方々に参加していただきたいと考えています。
中学生も高校生も、大人の人も誰でも参加できます。そこで、
「〇〇自治会会長賞」を設定しま
した。みなさん是非参加してください。

心温まるエピソード

大募集！

あいさつは、人の心と心をつなぎます。つながることで、信じ合い、愛し合い、頼り合い、
励まし合
い、喜び合い、悲しみ合うことができます。町中がつながることで、安心安全な町が出来上
がるのです。そんなきっかけになるような「心温まるエピソード」をぜひお聞かせください。
【応募の仕方】

【参加の仕方】
参 加 者
幼稚園・保育園のお子さんから、小学生、中学生、高校生、大学生、お父さ
ん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんまで、どなたでも参加できま
す。
参加方法
参加ご希望の方は、まず申込みをお願いします。
お申込みいただいた方に、標語用紙又はポスター用画用紙をお送りします。
申込み先
神前地区市民センター（TEL 326-2751 担当吉田）まで、お電話でお申
込みいただくか、お立ち寄りの際に直接窓口にお申込みください。
締め切り
作品の締め切りは、9 月 30 日とします。それまでに申込みください。申込
んでも、作品が仕上がらなければ出品できなくてもかまいません。とりあえ
ず申込みいただき、チャレンジしてください。
参 加 賞
申込んでいただいた方にはもれなく参加賞を贈呈します。
賞
品
入賞者に賞状と賞品を贈呈します。
自治会会長賞（優秀賞）及び連合自治会会長賞（最優秀賞）には別途賞状と
賞品を贈呈し、オリジナルポスターカレンダーに印刷して各戸に配布する予
定です。
みなさま方の参加をお待ちしています。

神前地区連合自治会

応 募 者

小学生、中学生、高校生、おにいさん、おねえさん、お父さん、お母さん、お
じいちゃんおばあちゃん。どなたでも応募できます。

応募方法

応募ご希望の方は、どんな用紙でも構いませんので、エピソードを書いて応募
してください。
その用紙に必ず氏名、住所、連絡先（電話番号）をお書きください。

申込み先

神前地区市民センター（TEL 326-2751

担当吉田）まで、お越しいただき

直接応募していただくか、下記アドレスまでメールでお寄せいただきたいと思
います。
（平日は 8:30～17:15 の時間に窓口へ。夜間、休館日は市民センター
ポストに投函しておいてください。）
maili：kanzaki-mgr@city.yokkaichi.mie.jp
締め切り

作品の締め切りは、9 月 30 日とします。それまでに何回でも応募できます。
なお、応募作品はセンター広報（センターだより）で公開させていただきます
ので、あらかじめご了承ください。

参 加 賞

申込んでいただいた方には、その都度もれなく参加賞を贈呈します。

賞

自治会長会議にて選考し、大賞 1 名を決定します。大賞の方には、賞品と賞状

品

を贈呈します。
みなさま方の応募をお待ちしています。

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

神前地区連合自治会

令和３年度 第１回 神前里山を守る会 環境保全活動

大日山公園及び市民緑地「とおりゃんせ」の
環境整備活動が行われました。
６月 20 日（日）、神前里山を守る会主催の環境
保全活動、大日山公園及び市民緑地「とおりゃんせ」の
環境整備活動が行われました。
雨上がりの蒸し暑い晴天の中 31 名の方に参加して
いただき、下草がりや枝はらい、樹木や竹の間引き作業
を行いました。さすがに、春の芽吹きの時期と新緑の時
期を通り過ぎてきた山は、背丈ほどに延びた下草がぎっ
しり生えていました。木々の枝や竹の一本一本も思う存
分伸び伸び成長していました。
参加してもらった方々には、電動草刈機やチェンソ
ー、鎌を手に茂みに分け入り、草や樹木、竹を相手に
奮闘していただきました。
2 時間半余りの作業時間で、散髪した後（男子だけ
の感覚？）のようにすっきりした山の様子になってい
ました。
お昼はお待ちかねの「里山名物豚汁」のふるまいで
す。いつもはご飯はおにぎりでしたが、今回は防災食
（α米のわかめご飯）を作ってみて、味わってみまし
た。思いのほかおいしかったです。
今年も年 4 回の環境整備を予定しております。次
回は、9 月 12 日（日）の予定です。
誰でも自由に参加できますので、日曜日の午前中、
自然の中で思いっきり作業してやろうという有志
（勇士？）はぜひ参加してください。
昼食（ふるまい）の準備がありますので、1 週間
前までには下記事務局にご連絡ください。

新型コロナウイルスワクチン接種に関連した
人権侵害について
現在、さまざまなところで新型コロナウイルスワクチンの接種が急速に進んでいま
す。
ワクチンの接種は強制ではなく、健康上の理由やその他の事情で接種を受けること
ができない人もいます。
ワクチン接種に関する差別・偏見・いやがらせ等は、決して許されるものではあり
ません。
市民のみなさまにおかれましては、職場や周りの人などに接種を強要したり、接種
を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることがないようお互いの人権を尊重
した行動をお願いします。
四日市市 人権・同和政策課 TEL ３５４－８１５６
人権センター
TEL ３５４－８６０９
FAX ３５４－８６１１

「こどもをまもるいえ」についてのお願い
四日市市では、各地域でＰＴＡや青少年育成関係団体等の推進団体が「こどもをまもる
いえ」の設置を推進しています。これは、子どもの登下校時や放課後において「痴漢」、
「連
れ去り」、「付きまとい」などの行為による被害を未然に防ぎ、子どもを一時的に保護し、
警察や学校などへ通報していただくことを目的としています。また、ステッカーを家の前
に貼っていただくことで、地域の犯罪を未然に防ぐという抑止効果も考えられます。
現在多くのご家庭にご協力いただいておりますが、新たにご協力いただける方、事情に
よりご協力いただけなくなった方がございましたら、各地域の設置推進団体までご連絡願
います。

神前里山を守る会 事務局
TEL 327－1501

神前地区の設置推進団体
神前地区団体事務局

神前小学校ＰＴＡ

13:00～17:00
四日市市ＰＴＡ連絡協議会
四日市市・四日市市教育委員会

青少年育成室 TEL 354-8247

