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神前地区ホームページ（アドレス

kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。

◆市民窓口サービスセンター臨時休業のお知らせ
市民課 TEL 354-8152 FAX 359-0282

市民窓口サービスセンター（近鉄四日市駅高架下）では、点検作業のため、下記の通り
業務を停止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

■臨時休業

12 月は子育て広場

１１月１３日（土）

１１月１４日（日）終日

をします
◆コンビニ交付サービスの一時停止について

新型コロナウイルス感染症拡大で中止しておりました「子育て広場」を 12 月は「クリスマス
会」として再開したいと予定しております。
但し、昨年同様定員制としましたので、お申し込みをお願いいたします。
参加希望者の方全員とはいかないかもしれませんがご容赦いただきたいと思います。
下記の要領に従ってお申し込みください。
日
時 12 月 20 日（月） 10：００～11：30 まで
場
所 神前地区市民センター 2 階
対象定員 未就園児のお子さんと保護者の方 合わせて 30 名（神前地区住民の方限定）
参 加 費 保護者の方のみ 100 円（当日受付にて）（お子さんは無料）
内
容

市民課 TEL 354-8152 FAX 359-0282)

メンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービス業務を停止します。ご迷惑
をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

■一時停止日時①

サンタさんやトナカイさんからのプレゼント

１１月１４日（日）終日

１１月３０日（火）１９時以降
停止するサービス

■一時停止日②
ニコニコミュージックさんによるコンサート

１１月１３日（土）

・戸籍証明書（戸籍謄本・抄本） ・戸籍の附票の写し
※住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書は交付可能。

１２月２３日(木)終日

停止するサービス

・すべての証明書

他にも楽しいイベントをたくさん考えています。
神前地区市民センターへお電話か、直接お越しいただいてお申し込みください。
申込みの開始は 11 月 22 日（月）からです。（12 月 3 日（金）まで）
そ の 他 参加される方は感染症対策をお願いいたします。
（当日検温、手指消毒、大人の方はマスク着用、室内換気）

ヘルスリーダー イキイキ教室

申込方法

神前地区民生委員児童委員協議会

納 税 は、便 利 で安 心 な

口座振替で‼

お申込み・お問合せ先
神前地区市民センター
主任児童委員 杉野まり
川村まり

TEL 326-2751
TEL 326-5512
TEL 326-2531

【問合せ】四日市市 収納推進課
TEL 354-8141
FAX 354-8309

楽しく笑って！おしゃべりして！介護予防！！
対

象：

おおむね 65 歳以上の市民の方

会

場：

神前地区市民センター

日

時：

12 月 14 日（火）13：30～15：00

内

容：

ストレッチ体操、レクリエーション等

2階

会議室

持ち物：

マスク、タオル、飲み物

その他：

申込み、参加費は不要です。

お願い：

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。

申込み不要
参加費無料

（動きやすい服装でお越しください）

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

神前幼稚園

三重西幼稚園

〔ひよこクラブ（月曜日）〕
１２月： ６日（月）
１３日（月）
２０日（月）

〔なかよし会〕

もうすぐクリスマス

１２月：６日（月）クリスマスブーツを作りましょう
８日（水）クリスマスブーツを作りましょう
１３日（月）クリスマス会をしましょう
２０日（月）誕生会をします。身体測定もしましょう
２２日（水）大型絵本の読み聞かせ

１０：００～１１：３０
問合せ：TEL 326-4408

10 月 14 日（木）、三滝中学校コミュニテ
ィー運営協議会において、生徒会本部との懇談
会があり、その場で感謝状をいただきました。
日ごろの通学路整備と通学途中の見守りに対し
て、神前地区連合自治会への感謝状です。
「子どもたちは地域の宝物」とはいえ、「神

１０：００～11：30
問合せ：TEL 332-8976

神前保育園
〔あそぼう会（金曜日）
〕
１２月：３日（金）
、１０日（金）
、１７日（金）
、２４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
１２月 ８日（水）
１２月１７日（金）

三滝中生徒会より感謝状をいただきました

巡回予定

１３：４０～１４：１０ 神前地区市民センター
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

救命講習

前地区全体が自分たち（子どもたち）の安全安心を見守り
続けてくれるのは大変なことなんだ。」と、子どもたちに分
かってもらえていることが、とてもうれしく思います。
神前地区連合自治会としましては、「あいさつ運動」を地
区全体に展開しております。これも「顔の見える地区」「顔
見知りの多い地区」になって、小さいお子さんから小学生、
中学生、高校生まで、すべての子どもたちを住民みんなで
見守れる地区を目指していきたいと思うからです。「あいさつ」から「ふれあい」へ、「ふ
れあい」から「絆」へ。そして、いつか「絆」
によって地域全体が結ばれた
「安全安心な町」ができると
確信しております。
感謝状をいただいたことを
きっかけに、さらに子どもた
ちの安全安心を見守る活動に
力を入れていきたいと思います。
これからもみなさまには「あいさつ運動」「子ども見守り活動」など、連合自治会及び各
自治会の活動に、ご理解ご協力をお願いいたします。
神前地区連合自治会

(救命入門コース)を受講しよう

開催日時：11 月 26 日（金）１８：３０～２０：００
開催場所：神前地区市民センター 2 階 会議室
大切な人のために応急手当を覚えましょう！目の前で大切な人が倒れたら、あなたは救うことがで

感染症対策にご協力をお願いします。

きますか? 居合わせた人が応急手当をすることができたら命を救える可能性が高くなります。そのた
めにもぜひ救命講習を受講しましょう。受講料は無料です。神前の消防団がわかりやすく指導します。
救命入門コースにも｢AED の使用方法｣のカリキュラムが含まれています。新型コロナウイルス感染
症の感染予防に対応したカリキュラムです。

申込みは

マスクの着用

団体事務局（３２７－１５０１）または神前分団：坂下（０９０－４７９８－９７１８まで）
申込締切日は準備の都合上 11 月 19 日の金曜日となります。

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

飛沫防止シートの設置

着衣着火にご注意を！

○子どもへの体罰は法律で禁止されています○

着衣着火とは？
調理中、ガスこんろの火が袖口に燃え移るなど、何らかの原因で着ている服に火が付くことを「着衣着火」
といいます。

～これらは全て体罰です～
・言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた
・宿題をしなかったので、夕ご飯を食べさせなかった

特に、綿、レーヨンなどで生地の表面が起毛されている毛羽立ちの多い素材の衣服では、
「表面フラッシュ」

体罰は子どもの心身を傷つけます。

と呼ばれる、着火から瞬時に完全燃焼する現象が起こる可能性があります。炎は透明に近いので明るいところ
では、ほとんど目立たず、気付くのが遅れると地組織にまで延焼し、思わぬ事故を招くことになります。

体罰が繰り返されると子どもの成長発達に悪影響が生じます。

児童虐待かもと思ったら・・・まずは、連絡・相談を！

着衣着火を防ぐためには？


調理の際は、袖が広がっている衣服を避ける

●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談



エプロンやアームカバーを着用する（防炎品がオススメ）



ガスコンロの奥に物を置かない

３５４－８２７６
●児童相談所虐待対応ダイヤル（２４時間ＯＫ）１８９



コンロ越しの作業をするときは、必ず火を消してから行う

四日市市こども家庭課 :

い ち は や く

もしも着衣着火したときは？

上下水道局生活排水課では職員を募集しています



大きな炎を手で叩いて消すのは困難です。素早く服を脱げる場合は着火した服を脱ぎ捨ててください。



脱げない場合は、近くに水道水や、浴槽の水などがある場合は水を火にかけてください。



服が脱げず、身近に水がなかったら、慌てて走り回ったりせず、
「ストップ、ドロップ＆ロール」
（止ま
って、倒れて、転がって）を行ってください。

◇業務内容

＝

◇勤 務 日
◇勤務時間

＝
＝

◇時 間 給
＝
◇加入保険 ＝
◇応募用件 ＝
◇応募期間 ＝
◇問合せ
＝

下水道未接続家屋の接続促進
合併処理浄化槽への転換促進及び法定検査受検の啓発・指導
平日（遅番あり）及び土・日曜日
シフト制（月 17 日程度）
平日、土・日曜日 午前８：３０～午後５：１５
平日遅番 午前 11：００～午後 7：４５ ※1 時間休憩あり
９２０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
雇用、労災、健康、厚生
ワード、エクセルの操作ができる方、普通自動車免許所有
１１月５日（金）～ ＊定員（2 名）になり次第、募集を終了します
生活排水課 TEL ３５４－８４０２（必要書類等を説明）

子育てを地域で支えあう

四日市市ファミリー･サポート・センターからのお知らせ
「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ

※発行：日本消防検定

ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、良く理解をしていただくために、
平成２８年度より依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される方はもちろん、すでにご利用されている方も、受講してください。
日時
１２月４日(土) １３：００～１6：0０(講習会のみの方は 14：30 終了)
＊講習会終了後、希望される方は依頼会員の登録手続きをいたします。
場所
三浜文化会館 ２階 視聴覚室
定員
会場の都合により、20 名程度といたします。(先着順に受け付けます)
申込方法 電話にてお申し込みください。
保育
あり/無料 ※事前にお申し込みください。
申込み･問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター
TEL 323—0023
（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

