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神前地区ホームページ（アドレス

センター講座

Zoom

神前幼稚園

三重西幼稚園

〔ひよこクラブ（月曜日）〕
１月： 17 日（月）
24 日（月）

〔なかよし会〕

１月：１７日（月）親子で遊ぼう
１９日（水）何を作ろうかな？
２４日（月）誕生会をします。

kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。

初心者向け講座

オンライン会議ツール Zoom（ズーム）の基本から学べる初心者向けの講座です。Zoom
は、遠くに住んでいて普段話すことのできない人とパソコン等を介して会話ができる世界中
で使われているアプリです。実際に操作をしながら楽しく使い方を学んでいただく内容にな
っていますのでぜひ、ご参加下さい。
日 時：令和 4 年 1 月 19 日（水）１０：００～１１：３０（予定）
内 容：Zoom を使ってオンライン会話を楽しみましょう
場 所：神前地区市民センター 2 階 大会議室
講 師：特定非営利活動法人 愛マズム IT 倶楽部 さん
対 象：神前地区在住の方
参加費：無料
持ち物：筆記用具、マイク付きイヤホン（センターでもご用意しております）
※講座では、センターが用意するパソコンを使っていただきます。

定 員：１０名（先着順）
申込み：12 月１０日（金）１０：００～（定員になり次第締切ります）
神前地区市民センターTEL 326－2751 へお電話でお申込み下さい。
申込み締切日は 1 月 12 日（水）です。
※新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。参加される際は、ご自
宅での検温とマスクの着用をお願いします。

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

神前保育園
〔あそぼう会（金曜日）
〕
１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

自動車文庫
１月１４日（金）
１月２７日（木）

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

四日市市議会

議会報告会のお知らせ

11月定例月議会の議会報告会を、令和３年12月27日に開催します。今回は、４つの常任委員会

「子育て広場」 からのお知らせで～す！!
★日 時：１月 14 日（金）１０：００～１１：３０
★場 所：神前地区市民センター
★対 象：未就園のお子さんと保護者
★内 容：保健師さん＆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

が合同で一つの会場で議会報告会を行います。定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員
が直接、市民の皆さんにお伝えし、意見交換も行います。市内に在住または通勤・通学する人を対
象とし、事前のお申し込みは不要ですので、どうぞお気軽にお越しください。

第１部：議会報告会
日

時

会

場

シティ・ミーティング

第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）
令和３年１２月２７日（月） １８：３０ ～ ２０：００
総合会館

８階

視聴覚室

四日市市諏訪町２番２号
テーマ

四日市市政全般について

※会場でのやりとりを基本としてご意見をいただきます。

※手話通訳いたします（事前予約は不要です）。

※新型コロナウイルス感染症の状況や天候等により中止や開催内容が変更となる場合があります。

固定資産税・都市計画税
（第３期）

納期限は

12 月 27 日(月)です

※進行状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了承願います。

問合せ

四日市市議会事務局

議事課

TEL ３５４－８３４０ FAX ３５４－８３０４

令和 3 年度

神前地区

あいさつ運動

標語ポスターコンクール

自治会長賞

入賞者決定！

「令和 3 年度神前地区あいさつ運動標語ポスターコンクール」の審査が各自治会で行われ、「自治会

※ 自治会長賞がない自治会は、参加者がいなかった自治会です。

【子ども部門】
小栗珠莉虎

5 年寺方町 2 区

松尾

陽菜

2 年 高角町

上田 莉功

3 年上名ヶ丘

井倉早紗乃

1 年 曽井町

長賞」が決定されました。その「自治会長賞」の作品の中から 11 月 10 日の連合自治会長会議の中で
審査し、
「連合自治会長賞」が決定しました。

標語

連合自治会長賞
あいさつを すればするほど

子ども部門

おはようは 笑顔広がる

大人部門

自治会長賞
部門

大
人
部
門

泉名 伶勇

2年
菅原

朝の道

川村扶美代

曽井

一見

沙世

2 年 尾平町

宮崎

瑠々

2 年美里ヶ丘

※ 自治会長賞がない自治会は、参加者がいなかった自治会です。

自治会

作品

寺方町 1 区
子
ど
も
部
門

つながる輪

あいさつは

寺方町 2 区

あいさつは

高角町

神前は

曽井町

おはようと

尾平町

名前

世界につながる

兼慈

６

おはようと

小栗珠莉虎

５

よい町だ

下村

健太

３

森

大毅

２

中山

結音

５

笑顔だよ

伊藤

颯汰

４

大切だ

小島

鈴加

３

武藤

清

松浦

理恵

お寄せいただいた作品は、年内は各

森

次男

自治会にて展示・公開します。詳しく

元気にみんなで

合言葉

あいさつとびかう
元気に言えた

あいさつで

心と心

ぼくから先に
かよう町

上名ヶ丘

こんにちは

マスクの中は

美里ヶ丘

あいさつは

みんなで言おう

高角町

あいさつで

高角町矢合
美里ヶ丘

ポスター

あいさつで

つながる心

いつもさわやか

あいさつで

広がる笑顔

地域の絆
つながる心
地域の輪

【大人部門】
迫田

陽子

尾平町

下村

美妃

高角町

たくさんの素晴らしい作品をお寄
せいただきありがとうございました。

は自治会長さんにお尋ねください。

連合自治会長賞

来年 1 月には、全参加者の作品を

子ども部門

泉名

下田

学年

伶勇

市民センターに展示・公開します。

大人部門
2年
菅原町

是非ご覧いただきたいと思います。

森

次男

美里ヶ丘
あいさつで、神前を「安全で安心な住みよい町」にしていきましょう。

神前地区連合自治会

【自治会ごとの展示場所・時間等】
自治会

展示場所

展示時間等

自治会

展示場所

展示時間等

菅原町

集会所

外から見える所

曽井町

公会所

行事等開所時

寺方町 1 区

町内掲示板

常時

尾平町

町内掲示板

随時貼り換え

寺方町 2 区

児童集会所

常時

尾平町南

高角町

集会所

外から見える所

上名ヶ丘

集会所 1 階

13:00～16:00

美里ヶ丘

集会所、第２公園掲示板

高角町矢合

資源ごみ集積所の掲示板

常時

常時

第 8 回 神前地区

あいさつ運動

神前地区の防災活動を発表しました

「朝の声掛け活動」が行われました。

11 月 9 日（火）、文化会館第 3 ホールにおいて、四日市市地区防災組織連絡協議会が主催する「事
通勤時、自宅近くに友達を待っている様子の中学生がいました。私が思わず「おはよう」と声をかけると、

例発表会」があり、その場で神前地区が行っている防災活動を発表しました。

びくっと顔をあげ「おはようございます」と反射的に答えて、きょとんとしました。

四日市市内 25 地区の地区防災組織関係者がほとんど参加している会

でも次の瞬間、私も彼も笑顔になって通り過ぎました。それだけのことですが、な

場で、神前地区自主防災協議会会長の佐藤氏と神前女性防災の会「アイ

んだかちょっとうれしい気分になれました。
「あいさつの力」って不思議ですよね。

リス」会員の服部氏が、ここ数年のそれぞれの活動を発表しました。

11 月 11 日（木）
、第 8 回神前地区あいさつ運動「朝の声掛活動」が行われ

神前地区自主防災協議会の活動としては、規約や地区防災計画の改正、

ました。徐々に秋も深まり朝も寒くなってきます。体が縮こ

マニュアルの改正等、また、防災訓練における安否確認訓練「神前式 黄

まってしまいそうなときに、大きな声であいさつすることは、心も体も元気にしてく

色いタオル大作戦」等を中心としましたが、現在四日市市と協議中の「避難行動要支援者への対応」

れると思います。今日もおおきな声であいさつしてくれる元気な子どもたちにたくさ

については、
「本当に支援が必要な人を支援する神前方式」を示して、問題提起をしました。この問題

ん会うことができました。

については、早速様々な地区から大きな反響があり、今後四日市市全体の課題となると思います。

第 9 回は 12 月 13 日（月、11 日が土曜日のため）です。今年最後で、子どもたちにとっては冬休み前

神前女性防災の会「アイリス」の活動は、設立から３年間の活動をまとめた「アイリス誕生・成長

の最後の声掛け活動です。地域の方々全員で子どもたちを応援しましょう。大きな声で「おはよう」と声を

秘話」を発表しました。パッククッキングを行ったアイリス研修や手作りマ

かけてあげてください。それだけでいいんです。

スク講習会、女性のための防災訓練（避難所設営訓練）
、家具固定アンケート

神前地区連合自治会

や研修会等、3 年間の歩みを発表しました。この後早速ある地区から、
「うち

第 2 回大日山整備（環境保全）活動が行われました。
寺方町 1 区と菅原町の間にある大日山の散策路を歩いたことがありますか。散策路自体が地道で、春は桜、
秋は紅葉をめでることができ、栗拾いもできます。自然が自然のままに残されていま
す。でも、放っておくと雑木林になって・・・
11 月 14 日（日）
、大日山整備（環境保全）活動が行われました。本来第 2 回目
の整備活動は 9 月に予定しておりましたが、コロナ感染症による緊急事態宣言が出

の地区でもパッククッキングをしたいから、講師として来てほしい。」という
要望をいただきました。
防災活動は、特定の人がする活動ではありません。神前地区全員がそれぞれの条件の中で個別に行
ってこそ、地区全体が安全で安心な町となります。
「何からしたらよいかわからない。」等、防災についての疑問質問は、自主防災協議会事務局や「ア
イリス」事務局（両方とも TEL 326-2751

担当吉田）へお問合わせください。

「防災・減災活動は、自分が一番愛する人の命を守るために行う活動です。」
神前地区自主防災協議会・神前女性防災の会「アイリス」

ていたために中止としましたので、2 か月遅れで行うこととなりました。
当日は、天候に恵まれ、31 名の方々の参加により行われました。6 月から 5 か月空いているため下草が
大きく伸びているところもあり、みなさん苦労して整備してくださいました。
神前地区の西側にある大日山を含む寺方から曽井、曽井から尾平へと続く里山は、住民にとって、とても
大切な自然の財産です。自然を自然のままに残しておくには、自分たちでできる整備

神前小学校

給食パートを募集

（１月上旬からの勤務です）

活動を続けていくことが必要です。下草を刈り雑木を伐採することで、風どおりも日
当たりもよくなり、林全体が生き生きとしていきます。生き生きした自然に囲まれて
◇募集職種

：小学校給食調理員（給食パート）１名

次回は来年 2 月を予定しております。ぜひ一緒に整備活動に参加してみてください。

◇業務内容

：給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など

詳しくは、団体事務局 TEL 327-1501 （午後のみ開設）までお問い合わせください。

◇勤務日

：給食実施日（春・夏・冬休みは勤務なし）

◇勤務時間

：８：２５～１４：５５（労働時間５時間４５分）

◇時間給

：１０１０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）

◇申込み

：応募を希望される方は、教育総務課 TEL 354－8236 に電話のうえ、

暮らすことができるということは素晴らしいことだと思いませんか。

マイナンバーカード申請の前にご確認を！

履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。

初めてマイナンバーカードの交付を申請する際には、平成 27 年 10 月中旬以降に
世帯ごとに郵送された（紙の）
「通知カード」（※）が入った書類が必要となります。
この「通知カード」等の書類が、お手元に見当たらない場合は、前もって市民課
TEL ３５４－８１５２にご相談ください。
（※）令和２年５月以降は「個人番号通知書」という形式になっています。

◇応募期間

：１２月６日（月）～１２月２０日（月）

市民センター入口に今年も美しく菊の花が咲きました。
例年地区文化祭において、神前菊花愛好会の方々が、丹精込めて
育てられた菊の花を発表されてみえました。そして、文化祭の後、
市民センター入口に並べてもらうのが楽しみでした。
しかし、昨年も今年も文化祭が中止となり、発表の場がなくなっ
たにもかかわらず、菊花愛好会のみなさんは、今年もすばらしい菊
の花をセンター入口に持ってきてくださいました。
今までゴーヤでグリーンカーテンを作っていた場所に、今は満開の
菊の花が咲いています。残念ながら 11 月 23 日ごろまでが見ごろ
ということです。このお知らせが届くころにはもう片付けているか
もしれません。来年こそは、文化祭でみなさんにも素晴らしい菊の
花を愛でていただきたいと思っております。
神前菊花愛好会

２０２２年(令和４年)１月１０日(月・祝)
対象

平成１３年４月２日～平成１４年４月１日生まれの方

開催時間

１３：００～１３：４０ (受付１２：００～)

その他

四日市ドームで開催します。

・式典のオンライン配信も行います。
・マスクを着用してご来場ください。また、当日発熱のある方や、体調不良の方は参加をご遠慮くだ
さい。
・新型コロナウイルス感染症予防のため、入場時に検温と手指消毒を実施します。
・会場では受付を行います。12 月初旬に発送した案内ハガキ又は、参加票に必要事項をご記入のう
えご来場ください。
・車いすをご利用の方、介添えが必要な方は介助者（保護者）と一緒に入場していただけますので、
当日スタッフにお申し出ください。
・駐車場には限りがあります。また、周辺道路の渋滞が予想されますので、できる限り近鉄四日市駅

参加者募集！

及び近鉄富田駅から運行するシャトルバス（無料）をご利用ください。発着場所や時間については、

どんどん応募してください！

市のホームページをご確認ください。また、シャトルバスを利用する場合は、１２月２７日までに
下記 QR コード又は市のホームページから申し込みをしてください。

第 34 回四日市市民タスポニー大会
申込み方法
令和４年 1 月 9 日（日）９：００～
両大会とも神前地区市民センターに申
四日市市総合体育館アリーナ
込用紙が置いてあります。必要事項を
・タスポニーダブルス（女子の部、ミックスの部） 記入して、センターにお出しください。
・ソフトタスポニー（小学生の部、一般の部）
申込み締め切り
第 13 回四日市市民ファミリーバトミントン大会
令和 3 年 12 月 20 日（月）
令和 4 年 1 月 9 日（日）９：００～
四日市市総合体育館アリーナ
その他詳細は、申込時に大会要
・一般の部（中学生以上）
項をお渡ししますので、よく読
・ファミリーの部（小学生を含む）
んで参加してください。
色々なスポーツに参加して楽しみましょう。

・成人式の運営に支障をきたす物及び酒類等の飲食物の持ち込みは絶対にしないでください。
・新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、四日市ドームでの開催を中止し、成人式企画委
員のみで成人式を執り行い、その様子をオンライン配信します。
・四日市ドームでの開催を中止する場合は、市ホームページでお知らせします。

シャトルバス申込フォーム
《申込期限

問合せ

四日市市こども未来部

12 月 27 日(月)》

こども未来課青少年育成室

TEL ３５４－８２４７

神前地区スポーツ推進委員

性の多様性（LGBT）に関する相談が LINE からもできます。

年末年始における市立四日市病院の
救急診療受け入れ停止のお知らせ
電子カルテの更新に伴い、院内の医療情報システムを全て停止し、システムの切り替え等
を行うため、令和３年１２月３１日（金）２１：００～令和４年１月２日（日）１５：００
の間、救急診療の受け入れができない状況になります。
ご迷惑をお掛けしますが、この時間帯につきましては、救急医療情報センター
TEL ０５９－２２９-１１９９へお問い合わせの上、他の救急病院で受診いただきます
ようご理解とご協力をお願いします。
問合せ：市立四日市病院 総務課
TEL ３５４－１１１１

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」が性的少数者（LGBT）ための LINE によ
る SNS 相談窓口を開設しました。
「こころの性とからだの性が一致せずに悩んでいる」、
「同性が好きなことを打ち明けづら
い」など性の多様性に関することで悩まれている方はご相談ください。周囲の方からの相談
もできます。
●LINE による相談 二次元コードを読み取り、「みえにじいろ相談」を友だち登録。
●相談受付時間
毎月第２金曜日 14：00～20：00
問合せ

第４日曜日 13：００～19：００

三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」TEL ０５９－２３３－１１３１

