お知らせ
発行：令和４年４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）
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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。

「子育て広場」 からのお知らせで～す！!
★日 時：５月１１日（水）
１０：００～１１：３０
★場 所：神前地区市民センター 2 階会議室
★対 象：未就園のお子さんと保護者
★内 容：おもちゃあそび
★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

神前こども園
令和４年度の神前地区市民センターの職員を紹介します。
★どうぞよろしくお願いします！
●館
長：杉本 和功（農水振興課より）
●副 館 長：上杉 達也
●地 域 主 任 ：田中 美佳（日永地区市民センターより）
●地域マネージャー：𠮷田 弘一
●補 助 員：山口 順子（窓口担当）
●補 助 員：足立 彩乃（窓口担当）
●補 助 員：堀本 由佳（地域社会づくり）
●団体事務局：山本 和美
★お世話になりました！
●館
長：宮原 浩二 （四日市港管理組合へ）
●地域主任 ：山本 なるみ（退職）

子育て支援センターにじ

5 月
： 月曜日～金曜日 （祝日を除く）
対 象 ： 主に乳幼児（０歳～３歳）とその保護者
利用時間 ： ９：３０～１４：３０
コロナ禍では、午前・午後の入替制
問合せ：TEL 326-4408

三重西幼稚園
〔なかよし会〕

5 月： ２日（月）ふれあい遊びをしましょう！
９日（月）大型絵本の読み聞かせ
１６日（月）ふれあい遊びをしましょう！！
１８日（水）何を作ろうかな？
２３日（月）ふれあい遊びをしましょう！
３０日（月）誕生会をします。身体測定もしましょう。
１０：００～１１：３０
問合せ：TEL 332-8976
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。

★お世話になりました
【三滝中学校教頭】
【三重平中学校校長】
【三重西小学校教頭】
【神前小学校校長】
【三重西幼稚園園長】

後藤
寺脇
酒匂
上野
舘

大介（大池中学校校長へ）
法夫（退職）
秀人（県小学校校長へ）
裕久（退職）
圭永子（桜幼稚園園長へ）

自動車文庫
５月 17 日（火）
５月 27 日（金）

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

固定資産税・都市計画税
（第１期）

巡回予定

納期限は

５ 月 ２ 日 (月 ) で す

「ＫＪ１」「ＫＪ２」「ＫＪサポーター」募集！
「ＫＪ」は、神前女性防災の会「アイリス」の愛称です。

ヘルスリーダー イキイキ教室
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
５月１０日（火）１３：３０～１５：００
ストレッチ体操、ベルを使った合奏、合唱等
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

大日山公園横に外トイレが完成しました。
今まで大日山公園で、自然保護活動や里山保全活動、地区社会福祉協議会主
催「ふれあい活動」を行う時に、四日市市文化財整理作業所の建物内のトイレ

神前女性防災の会「アイリス」では、防災活動に
「ＫＪ」とは「神
興味のある女性会員の募集を一年中行っています。
前（Kannzaki）」
4 月から、会員を「ＫＪ１」「ＫＪ２」「ＫＪサポ
の「Ｋ」と「女
ーター」と分けて募集します。
性（Josei）」の
３月１６日深夜、宮城福島県沖でマグニチュード
「Ｊ」を合わせ
７．４、宮城県で震度 6 強の地震がありました。災害はいつやってくるか
た「アイリス」
わかりません。だから、防災について不安なことや心配なこと、悩んでい
の愛称です。
（事
ることなど、いろいろ話せる仲間を作りたいのです。
務局がサッカー
神前女性防災の会「アイリス」は、「防災活動を通
好きで思いつき
じて、地域の方々同志のつながりを作り、いざとい
ました。すみま
う時に顔の見える近所（近助）活動ができるように
せん。）
したい。」という願いを持っています。だからこそ、
神前地区内で多くの方々、特に女性と結びつきたいのです。
【応募してほしい方】 神前地区にお住いで、12 歳(中学生)以上の女性の方
【応募する方法】
下記の連絡先に、
「電話」か「ＦＡＸ」、又はＥmail、もしくは直接「神
前地区市民センター窓口」に来て申し込んでいただければ会員になれ
ます。その時に「ＫＪ１」「ＫＪ２」「ＫＪサポーター」のどの会員を
ご希望か、お知らせください。
【会員の種類】

をお借りしておりました。
しかし、作業所には普段は作業される方も見えず、薄暗い建物内にトイレを
お借りしていくのは、子ども達や女性にとってとても使いにくく、何とかトイ

会員の呼び方・愛称

役割、内容

ＫＪ１

「アイリス」の「活動を企画し、活動に参加して運営していただく」方になっ

（ケージェー ワン）

レを設置してほしいという要望が多くありました。

「アイリス」の活動（防災活動）に興味はありますが、時間的になかなか余裕

そこで、里山を守る会が四日市市にお願いしましたところ、作業所駐車場に外トイ
レを設置してもらえることとなりました。これも神前地区のみなさんが熱心に環境保
護、自然保護活動に取り組んでいただいた成果の一つだと思います。

ていただく会員です。

ＫＪ２
（ケージェー ツウ）

がないので、常時は活動に参加できません。
しかし、「年に１，２回なら何かの活動に参加できるかもしれないので、活

当分は、一般に開放するのではなく、神前里山を守る会や地区の行事の時に開放し

動への申込書や活動の時に使う防災の研修資料、アイリスの活動報告、アイリ

ます。もちろん管理は神前里山を守る会でしていくことになると思いますので、使用

ス通信などは送ってほしい。」と思ってみえる方になっていただく会員です。

される方はエチケットやマナーを守ってご利用ください。お願いします。

「アイリス」の活動（防災活動）に興味はありますが、時間に余裕がほとんど

神前里山を守る会

ＫＪサポーター
（ケージェー

なく活動には参加できません。
しかし、「防災についていろいろ学んだり考えたりしたいので、「アイリス」

サポーター） が活動の時に使う防災の研修資料やアイリスの活動報告、アイリス通信などを
送ってほしい。」と思ってみえる方になっていただく会員です。

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

【連絡先】 神前地区女性防災の会「アイリス」事務局 担当 吉田
神前地区市民センター内 TEL 326-2751 FAX 325-2070
Ｅmail：kanzaki-mgr@city.yokkaichi.mie.jp
飛沫防止シートの設置

令和 3 年度 地区内小学校

三滝中学校

6 年生卒業記念植樹をしました。

3 月 13 日（日）、地区内の小学校（神前小学校、三重西小
学校）の 6 年生、卒業生に参加してもらい、卒業記念植樹を
行いました。当日はとても暖かく良い天気で、作業していると
汗ばむぐらいでした。
神前小学校からは校長先生、教頭先生、担任の先生や特別支
援学級の先生方にも参加していただき、コロナ対策を含めて子
どもたちを見守ってもらいました。
この記念植樹は毎年行っておりましたが、ここ 2 年間はコ
ロナの影響で子ども達に参加してもらえず、里山を守る会の会
員だけで植樹してきました。ですから、子ども達が自分の手で
植樹するのは 2 年ぶりということになりました。
八重桜を 2 本植樹しましたので、子どもたちを２つに分け
て、里山を守る会会員や地域の方々の協力で無事植樹することができました。子ども達は、
木の根元に土をかけ埋め戻したり、支柱の柱を打ち込む作業をさせてもらったりして、全
員何かしら手を使って植樹に関わってもらいました。その後、昨年度植樹した先輩方の記
念樹の根元に追肥もしました
先輩方の「記念樹」への追肥作業は、この記念植樹が次の世
代へと途切れなく続いていくという「引き継ぐ心」を子ども達
に持ってもらい、神前は続いていると分かってほしいという願
いが込められています。
卒業する子ども達はこれから未来に向かってしっかり歩んで
いってくれると思います。成長した子どもたちがどこにいても、
ここ神前が「自分の生まれ育った場所」として、「心のルーツ
（ふるさと）」としていつも心にあり、楽しいときはもちろん
何か悩んだりつらかったりしたときに、この「記念樹」を思い
出して心を癒してほしいと思います。
また、地元の私たちは子ども達が植えていってくれた「記念
樹」をしっかり守り、子ども達がいつ帰って来て見に来てくれ
たとしても、しっかり根を張った「記念樹」にしてあげておかなければなりません。
地域の自然「里山を守る」ということは、
「人々の思い出を守る。」、
「人々のつながりを
守り強める。」ということだと思います。
「記念樹」だけでなく、神前にある里山の自然は、私たちが守らなければならない「自
然」であり、「思い出」であり、「ふるさと」なのです。
令和 4 年度も引き続き神前の自然保護活動に取り組んでいきます。ご理解ご協力をよ
ろしくお願い致します。
神前里山を守る会

新入生予備登校が実施されました。

去る３月２３日（水）に三滝中学校体育館で予備登校が実施され、
今春、神前小学校、川島小学校などを卒業したこどもたち（１３７
名）が、期待に胸を膨らませながら出席しました。
予備登校では、担当の先生から中学校生活の話を聞いたり、四日
市南警察署員の方から自転車講習をはじめとする登下校での交通安
全についての講話を聞きました。新しい中学
校生活への期待に胸をわくわく躍らせた１日でした。
４月からは、新しい制服に身を包み、元気に登校する姿を楽しみ
にしています。

地域のみなさんが取り組む自主防犯活動を応援します！
～令和４年度

四日市市地域防犯活動支援事業補助金について（ご案内）～

地域のみなさんが取り組む防犯パトロールや子どもの見守り活動などを対象に、その活動に使
用する物品の購入に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
■補助対象経費 活動に必要となる防犯用具の購入や、研修会の開催にかかる経費
■補助額

補助対象経費（税込）の９／10 以内（上限１０万円）
※ただし、青色回転灯を用いた防犯パトロールに限り、ドライブレコーダーに
かかる経費の補助上限額は、1 台につき 1 万円

■応募締切

５月９日（月）

■申請方法

お近くの地区市民センターに、所定の申請書類を提出

■その他

詳細は市民協働安全課まで、お気軽にお問い合わせください
問合せ

四日市市

市民協働安全課

TEL 354-8179

親子で楽しむ「はじめてコンサート」
幼少期から質の高い芸術・文化に触れる機会を提供することで、こどもたちの可能性を引き出
し、豊かな感性を育むことを目的に開催する、親子で一緒に生の音楽に触れることができるコン
サートです。体を動かしたり、一緒に口ずさんだりして、自由に音楽を楽しみましょう。
日

程：４月 18 日（月） 10：30～11：10（10：15 開場）

場

所：四日市市総合会館（諏訪町２−２）８階

視聴覚室

対 象：市内在住の乳幼児（0～3 歳）とその保護者（※兄弟姉妹の同伴も可）
出演者：音楽のアトリエ MUSICANO（ムジカーノ）
（杉本佳代（ソプラノ）
、荒木弓佳（ヴァイオリン）
、大喜多里枝（ピアノ）
）
申込み：4 月 5 日～15 日の間に、専用申し込みフォームからお申し込みください。
専用申し込みフォーム

問合せ

文化課 文化振興グループ

TEL ３５４－８２３９

