お知らせ
発行：令和４年３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

kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。

神前里山を守る会から楽しい本をいただきました。
今年度、神前里山を守る会が「四日市市環境活動賞」を受賞し、その副賞として図書券が贈
呈されました。
その図書券を地域の方々に還元したいと、自然がたっぷり感じられる楽しい本を 6 冊も買っ
て、市民センターに寄贈していただきました。早速図書室に配架しましたので、自由に読んで
いただきたいと思います。

里山さんぽ図鑑
おくやまひさし著

森の絵本
長田弘作 荒井良二絵

めぐる森の物語
いまいあやの作

今年度最後の「あいさつ運動 朝の声掛け活動」実施
3 月 11 日（金）、令和 3 年度最後の「神前地区愛さつの日 朝の声掛
け活動」を行いました。
当日は、天気も良く少し寒さも緩んできた感じがしました。
6 年生は最後の月です。最後まで班のみんなをきちんと学校まで引率
してくれました。あいさつも率先して、元気な大きな声でしてくれまし
上名ヶ丘のあいさつ運動 た。やはり大きな子ががんばってくれると、小さな子もがんばれます。
地域の中でも、大人が率先すれば、子ども達
も自然と身についていくのだと思います。
3 月度の自治会長会議で、令和 4 年度もあい
さつ運動を続けていくことが決定されました。
また 4 月から新たな気持ちで取り組んでいきた
いと思います。朝の声掛け活動は、より多くの
尾平町のあいさつ運動
交差点での見守り活動
方々にぜひ参加していただき、子ども達から元
気をもらってほしいと思います。
今年度自治会で担当になられた方、本当にご
苦労様でした。
4 月からも是非子ども達に声を掛けに来てあ
げてください。新しい担当の方、よろしくお願
曽井町のあいさつ運動
い致します。
来年度もあいさつの輪を広げて、神前地区を住みよい安全安心な町にしていきましょう。
来年度第 1 回の朝の声掛け活動は、4 月 11 日（月）です。
神前地区連合自治会

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の状況により急きょ、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

ぼくたちのやま
谷田こうた 絵と文

田んぼの 1 年
瀬長剛 絵と文

森と遊ぶ
稲本正著 斎藤実写真

自然豊かな町は、人の心も豊かな町です。だから、自然が豊かになるように、町のみんなで守っ
ていかなければなりません。自然が豊かになるとはどんなことなのか、寄贈していただいた本の
中に一杯ヒントが隠されています。ぜひ子どもたちと一緒に読んでいただきたいと思います。
神前里山を守る会

入学式・入園式のお知らせ
４月２日（土） 神前こども園
４月６日（水） 神前小学校・三重西小学校
４月６日（水） 三滝中学校・三重平中学校
４月７日（木） 三重西幼稚園
４月８日（金） 四日市中央工業高校・四日市商業高校

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。

大日 Café サロン
4 月は桜の開花状況にあわせて桜見カフェの開催を予定しています。
場 所：大日寺西公園 ※町内の方限定 ※詳細は、町内掲示板をご覧ください。
カフェ あったかつの
日 時：４月１１日（月）

★毎月第２月曜日

場 所：高角町公会所

協力費：100 円

より曽井サロン

９：００～１１：３０

4 月のカフェは中止します。

カフェサロン尾平
日 時：４月１９日（火）

★毎月第３火曜日

場 所：尾平町集落センター

会

費：100 円

１０：００～１２：００

あいさつ運動ポスターカレンダー完成！全戸配布！

子育て支援センターが神前地区に開設されます。
令和 4 年 4 月 1 日より（入園式は 4 月２日）
、「神前こども園」が

令和 3 年度の神前地区あいさつ運動標語ポスターコンクールに入選され
た方々の作品を一堂に会して掲載した「令和 4 年度 愛さつの町 神前カレン

発足します。それに伴い、同園内に「神前こども園子育て支援センター

ダー」が完成しました。

『にじ』
」が開設されます。
そこで、3 月 7 日（月）
、地区市民センターで、四日市市こども未来

現在各自治会長さんに全戸に配布していただけるようにしてもらってお
りお家に届きましたら、ご家族がいつも見ることのできるところに貼ってい

課、神前保育園幼稚園、連合自治会、民生委員児童委員協議会の代表の

ただき、あいさつをご家族から広げていってほしいと自治会では願っており

方に集まっていただき、
「せっかく地域に『子育て支援センター』が開

ます。

設されるのだから、地域の多くの子育て世代の方々に利用していただ

「あいさつ」は人と人とをつなぐ架け橋です。お互いが気軽に「あいさつ」
することができるようになれば、きっと神前地区は、住民のみなさんが「お
互いの顔の見え」、
「安全安心に過ごせる町」になっていくと信じています。

くためにどうしたらよいか。」を話し合いました。
そこで、まず『子育て支援センター』がどのようなところかを知ってもらうことが必要だという意見
が多く出ました。

令和 4 年度も、あいさつで地域を明るくして、「住みよい町 神前」にしていきましょう。ご理解

みなさんは、「子育て支援センター」って何するところか知っていますか？

ご協力をお願いいたします。

お詫びと訂正！

ポスターカレンダー希望者大募集！

充分に気を付け、親御様方にも確認させてい
ただきましたのに、事務局として、印刷業者と
の連絡を徹底しなかったために、大変なミスを
犯してしまいました。
① 尾平町の「一見紗世さん」のお名前を「一見
沙世さん」と表記してしまいました。
② 曽井町の「森大毅さん」のお名前を「森大輝
さん」と表記してしまいました。
本当に申し訳ありませんでした。
お家やお店に掲示する時は、お手数ですが、
訂正していただき掲示するようにお願いいたし
ます。
一見様、森様には本当に申し訳ございません
でした。お詫びして訂正させていただきます。
すみませんでした。

ポスターカレンダーを「一部屋に 1 枚張りた
いからもっと欲しい。
」と言われる方、または、
「お店に貼ってあげよう。」と言われる方はぜ
ひ団体事務局までご連絡ください。予備があり
ますので、ご希望の方にお渡しできると思いま
す。ぜひ、地区内のいろいろな場所に貼ってい
ただきたいと思いますので、よろしくお願い致
します。

連絡先 神前地区団体事務局
神前地区市民センター内
TEL 327-1501（13：00～）
TEL 326-2751（8：30～）

神前地区連合自治会

子育てが孤立化し、子育てに不安や負担感を持っ

給食パートを募集
１名

１ 子育て親子の交流の場の提供

ているお父さんお母さん方にも気軽に集まってもら

２ 子育てなどに関する相談、助言

い、いろいろな方々と交流し合って不安や悩みを相

３ 地域の子育て関連情報の提供

談し合える場です。保育士も常駐します。

４ 子育て及び子育て支援に関する講習

子ども達も一人っ子が多くなり、多様な大人や子
どもとの関わりが減っているので、いろいろなお子

先輩ママの声（子育てガイドブック 四日市市より）

さんや大人の人とつながれる場です。

利用できる人
・主に乳幼児（０歳～３歳）とその保護者（無料で利
用できます。）

利用時間
・月曜日から金曜日（祝日を除く。）
（９：３０～１４：３０）
・コロナ禍では、午前・午後の入替制

四日市市立あけぼの学園

ちょっと難しく言うと・・・目的は、

子育て支援センターとは！

問合せ

神前保育園

TEL 326-1177

神前地区連合自治会では、子育ては地域みんなで取り組むことだと思っております。
子どもは国の宝、地域の宝だからです。
「あいさつ運動」も地域の方々がつながり合い、絆を作るこ

募集職種

あけぼの学園給食調理補助員

勤務場所

四日市市立あけぼの学園（下海老町 185-1、四日市消化器病センターより南へ 150 メートル）

とで「住みよい町

業務内容

給食調理補助、後片付け、調理場清掃など（資格不要）

開設する神前子育て支援センターを充分利用していただき、子育て親子を地域で支えていきたいと

年齢

不問

考えております。

勤務日

週２日程度

勤務時間

９：00～12：00

時間給

９８０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、あけぼの学園（TEL３２５-４１２１）に電話のうえ、履歴

状況により８：３０～１５：００

書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。

神前」になると考え実施しております。特に、子育てはその中心にあります。
神前地区連合自治会・民生委員児童委員協議会

中止した 神前地区防災講演会「アイリス防災セミナー」の概要

「岡本流 家庭の防災対策 ～明日を生き抜く自助の力～」
2 月 20 日（日）に予定しておりました、令和 3 年度神前地区防災講演会「ア
イリス防災セミナー」は、コロナ下で三重県（四日市市）に「まん延防止等重点
措置」が発令されているため中止となりました。
講師をお願いしておりました岡本裕紀子先生（防災士、防災アドバイザー）に

（１）期間
（２）場所

令和４年４月から令和５年３月までの毎月２～３回（午前中）
御池沼沢植物群落（西坂部町）

（３）内容

除草作業や生育している植物に関する学習会

（４）説明会 お申込後担当より日程調整させていただきます。

は、急きょ中止を申し入れましたところ、
「講演していたらこんなお話をしていま
した。」という講演の概要を教えていただきました。せっかくなので紹介したいと

「国指定天然記念物御池沼沢植物群落」で
環境保全のボランティアをしませんか

（５）申込み ４月１５日（金）までに、応募用紙を社会教育・文化財課へ
岡本裕紀子先生

メール、ファックス、郵送、あるいはご持参ください。

思います。それは岡本先生流の「家庭で今すぐできる防災対策」です。それぞれ著書があります。
①

応募用紙は、ホームページからダウンロードしていた

「今すぐできる！岡本流 家族を守る災害備蓄」

【地図】

だくか社会教育・文化財課（4 月１日からはシティプ

防災対策を始める時、身近なところから始めませんか。それには知っておいた方が得する知恵があります。「あ

ロモーション部文化課）までご連絡ください。

なたは災害時にシーチキンの缶詰が強い味方になると知っていますか？」「アルファ化米がどんな飲み物でも戻

TEL 354-8238

ることを知っていますか？」「カップラーメンが常温の飲み物で食べられるようになることを知っていますか？」

TEL 354-4873（４月１日から）

知っていると、備蓄品も変わります。備蓄にもステップがあるのです。「えっ、何それ！これが防災？？」というお話です。

FAX 354-8308（３月 31 日まで）

E メール syakaibunkazai@city.yokkaichi.mie.jp

② 「岡本流 驚きのほぼ 0 円防災術」
「いつ起こるかわからない災害対策にお金をかけるのはちょっと・・」という声をよく聞きます。非常食や非常
持出袋の準備、家具転倒防止対策等、確かに多くの防災対策にはお金が必要です。しかし、考え方次第では 0 円
で実施できる対策もたくさんあります。例えば、普段は捨ててしまうものも災害時に活用する等というお話です。

③ 「岡本流 災害時に食生活を守り抜く方法」
食べることは人間のすべての活動の源です。特に災害後の食生活においては、栄養やエネルギーを補給するだけ
でなく、生き抜く力も手に入れることができます。何かにつけていつも通りとはいかない災害時に、柔軟な発想を
活かして食生活を継続するためのヒント。例えば、自宅にある身近な食品を災害時に活用するというお話です。

その他、
「岡本流 水害サバイバル」や「防災士 岡本裕紀子の防災 11 話」等の著作から、先生の考
える「日常的な防災活動」をお話していただく予定でした。

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！
TEL 330-5020 FAX 334-0606 HP https://cocoplaza-yokkaichi.jp/
所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階
【開館時間】
＜第 1 部＞9：00～11：30
＜第 2 部＞12：30～14：00
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】
4 月 1 日（金） 13：00～14：00

一度講演を聞いたつもりで先生の著作を読んでみたいと思われる方は、神前女性防災の会「アイリス」
事務局（TEL 326-2751 担当 吉田）までご連絡ください。ご紹介させていただきます。令和 4 年

～

15：00～17：00

４月 5 日（火）

4 月 17 日（日） 10：00～11：00

四日市市プレミアム付デジタル商品券「よんデジ券」の申込受付が
４月 4 日から始まります！

4 月 27 日（水） 15：30～16：00

料金

0120-769-603

対象/どなたでも

家族で手形を押して、手の大きさを比べて

定員/各回当日先着 15

みましょう。お子さんの成長記録にもなり

組（1 家族 1 枚まで）

えほんのひろば

対象/どなたでも

新聞紙レクリエーション

対象/小学生
定員/当日先着 12 名

り、いろいろなあそびをやってみよう！

明会は予約制となっております。よんデジ券ホームページから申込をお願いします。

四日市市プレミアム付デジタル商品券コールセンター

手形カードをつくろう

新聞紙をやぶいたり、乗ったり、飛ばした

神前地区市民センターで利用者向け説明会が開催されます。新型コロナ感染症拡大防止のため、説

問合せ

協力/CTY-FM

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

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ地域経済の回復などを図るため、市内の店舗

(https://4digi-ken.jp)

将来の夢、新学期の目標などあなたの夢を

ます。
4 月 24 日（日） 10：30～11：00

よんデジ券ホームページ

対象/4 歳～中学生

FM で放送されます。

15：30～16：30

で利用できる「よんデジ券」が発行されます。4 月 4 日からの市民先行の申込受付が始まるため、

みんなの夢インタビュー

おしえてね。収録した音声は、後日 CTY-

度こそ、神前地区防災活動を充実させていきたいと考えております。ご協力をお願いします。
神前地区連合自治会、自主防災協議会、女性防災の会「アイリス」

＜第 3 部＞15：00～17：00

無料

※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。

