お知らせ
発行：令和４年４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。

神前地区

令和４年度

集団がん検診のお知らせ

集団検診は、会場の広さによって５つの検診（胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳がん）を別
日に分けて実施しております。検診日・会場により、受けられる検診種類や実施時間が異なりますのでご
注意ください。下表以外の会場でも検診を受けることができます。
日程

検 診 種 類

令和４年度 神前地区連合自治会各自治会長が決まりました （敬称略）
★会長：佐藤

房雄

★副会長兼書記：平尾

自治会名

氏

名

光男

★副会長兼会計：岡本

自 治 会 名

氏

史生

名

菅 原 町

増田

孝幸

曽 井 町

山田

典雄

寺方町一区

秋葉

稔男

尾 平 町

猪子

和行

寺方町二区

川村

正茂

尾平町南

平尾

光男

高 角 町

岡本

史生

上名ヶ丘

高角町矢合

清水

浩己

美里ヶ丘

佐藤 房雄
佐野 しのぶ

◆今年、退任されました

子宮

会場名
月

日

胃

大腸

がん

がん

乳がん

申込み

乳がん

肺

曜日

頸

マンモ

エコー

締切日

がん
がん

※どちらかひとつ

肺

7

5

火

神前地区市民センター

6 月 1 日(水)
1日

9

14

水

胃

大腸

子宮

AM

AM

AM

神前地区市民センター

8 月 15 日(月)
ﾏﾝﾓ

9

15

木

神前地区市民センター

8 月 15 日(月)
1日

各日・各種類の検診について、定員に達した時点で申込みを締切りとさせていただきます。

近藤 静夫さん（高角町矢合自治会長）
小柴 正美さん（曽井町自治会長）
横山 善彦さん（尾平町自治会長）
神前地区発展のためご尽力いただき、ありがとうございました。

詳細は、広報よっかいち４月下旬号別冊『令和４年度

問合せ

健康づくり課

がん検診のお知らせ（保存版）』でご案内します。

成人検診係

TEL 354-8282

各地区カフェのご案内
★よろしくお願いします
【神前こども園園長】
【三重西幼稚園園長】
【神前小学校校長】
【三重西小学校教頭】
【三滝中学校教頭】
【三重平中学校校長】

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

葛西
村田
山中
西尾
岡田
井上

明美（神前保育園より）
美幸（笹川中央幼稚園より）
誠（常磐小学校より）
雅紀（富田中学校より）
圭司（中部中学校より）
勝史（川越中学校より）

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
※5 月のカフェは開催します。詳細は、町内掲示板をご覧ください。
カフェ あったかつの

毎年 5 月 12 日は「民生委員・児童委員の日」です。
本市では 609 人（定数）の民生委員・児童委員と主任児童委員が活動しています。
民生委員は、住民の中から選ばれたボランティアで、厚生労働大臣から委嘱されています。また、児童委
員は、児童福祉法によって民生委員が兼ねており、主に児童福祉問題を担当する主任児童委員がいます。
民生委員・児童委員、主任児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域で、住民
の生活上のさまざまな相談に応じています。行政をはじめ、適切な支援やサービスへの「つなぎ役」とし
て、さまざまな活動に取り組んでいます。福祉に関する悩みがある人は気軽にご相談ください。

健康福祉課

TEL 354-8109

FAX 359-0288

日

時：５月９日（月）

場

所：高角町公会所

★毎月第２月曜日

９：００～１１：３０

協力費：100 円

より曽井サロン
日

時：５月１２日（木）

場

所：曽井町公会所

★毎月第２木曜日
会

１０：００～１２：００

費：100 円

カフェサロン尾平
日

時：５月１７日（火）

場

所：尾平町集落センター

★毎月第３火曜日
会

費：100 円

１０：００～１２：００

神前地区運動会 中止のお知らせ

子育て広場 からのお知らせ

毎年５月に開催してまいりました、神前地区運動会を今年度も中止することといたしました。四日市市内で
は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まらず、新規感染者が 100 名を上回る所で高止まりしている状

神前地区で子育て真っ最中のみなさん、こんにちは。

況です。
地区運動会は、神前地区 10 町のみなさんが全員集まって、町対抗戦をしながらも楽しく参加者同士の親睦を

子育て広場は、神前の民生委員児童委員協議会が主催する子育て支援事業の一つです。神前地区市民
センターをお借りして、月に一度開催しています。

図り、お互いがつながって住民交流の大切な場として受け継がれてきています。
しかし、競技は体を寄せ合って競い合うことが多く、どうしても密になってしまいます。また、昼食時に大勢
の方々と食事をすることも楽しみの一つですが、大人数での会食は感染リスクが高まることになります。
実行委員会も開催に向けて様々な方法を考えてはみましたが、やはりこの時期に開催することは難しいと判断
し、断腸の思いで中止を決定いたしました。楽しみにされていたみなさまには本当に申し訳ありません。何とぞ

午前 10 時～11 時 30 分の間、都合のよい時間に来てください。沢山のおもちゃで自由に遊ぶことが
できます。講師の先生に来ていただいて、普段とは違う親子の触れ合いの時間をもってもらう企画もあ
ります。もちろん、育児で困った事や心配な事を、気軽に民生委員に相談してもらえる場所でもありま
す。保健師さんに、相談できる月もあります。

ご理解くださいますようにお願いいたします。
これで 3 年連続での中止となってしまいました。地域のみなさまにはぜひ運動会の楽しさを忘れていただか

参加の対象は 0 歳～幼稚園・保育園に入園するまでのお子さんと保護者の方です。

ないようにお願いしたいと思います。コロナ対策が万全になりましたら、又神前の地に住民のみなさまの歓声が

同じ世代のお子さんをお持ちの保護者様と、仲良くなれる場所にしていただければ良いと思っていま

沸き起こる運動会の開催を願ってやみません。今後もご協力をよろしくお願い致します。

す。まずは、一度参加してみてください。

神前地区運動会実行委員会 （神前地区社会福祉協議会・神前地区連合自治会・神前地区同和教育推進協議会）

講座開催のお知らせ

民生委員児童委員一同お待ちしています。

やってみよう！ みどりのカーテン

202２年度
日

♣日 時 ：５月２６日（木）１３：３０～１４：３０
♣場 所 ：神前地区市民センター 2 階会議室
♣内 容 ：省エネ講座（20 分）グリーンカーテンの説明（20 分）ゴーヤ苗の配布（2 苗／1 人）
♣費 用 ：無料
♣申込期間：5 月２日（月）～5 月２３日（月）
♣定 員 ：２３名（定員になり次第、締切らせていただきます）
♣申込先 ：神前地区市民センターへ電話もしくは直接窓口へ申し込みください
TEL ３２６-２７５１
※新型コロナウイルス感染状況によっては中止する場合がありますのでご了承下さい。
（申込者に中
止の連絡をします。
）

神前地区

時

子育て広場

内

年間計画

容

６月 ８日（水）

杉町先生の〔親子でふれあい体操〕

７月 ４日（月）

ほんわっかさんの読み聞かせ

８月 ４日（木）

スイカ割り・諏訪太鼓・保健師さんと相談

９月

おもちゃあそび（おもちゃ移動図書館） 日程未定

１０月 ５日（水）

大型紙芝居

１１月 ７日（月）

おもちゃあそび

１２月１５日（木）

場

所

神前地区市民センター

みんなで楽しいクリスマス会
にこにこミュージックボックスさん＆サンタさん

５年１月１１日（水） ほんわっかさんの読み聞かせ

四日市市プレミアム付デジタル商品券

「よんデジ券」の説明会が開催されます！
５月９日（月）から利用開始になる「よんデジ券」について、市民先行販売申込み後の
購入方法、使い方などを説明します。新型コロナ感染症拡大防止のため、説明会は予約制
となっておりますので、よんデジ券ホームページから申込みをお願いします。
日

時：５月 12 日（木）

9：30～11：00（90 分間）
、定員 20 名

場

所：神前地区市民センター

2 階会議室

よんデジ券ホームページ

持ち物：通知はがき、スマートフォン等
(https://4digi-ken.jp)

問合せ

四日市市プレミアム付デジタル商品券コールセンター

TEL 0120-769-603

２月 ８日（水）

杉町先生の〔親子でふれあい体操〕

３月 ２日（木）

ほんわっかさんの読み聞かせ

☆時間は 10：００～11：30 まで

検温してお越しください。☆悪天候の場合（台風・積雪など）
、お休みさせて

頂くこともあります。☆コロナウイルス感染拡大予防の為、お休みになることもあります。

問合せ 神前地区主任児童委員
神前地区市民センター

川村まり
杉野まり
TEL 326-2751

『ゆったりヨガ教室』

人権プラザ神前教養講座

誰でも参加できる、ゆったりとしたヨガ教室です。ヨガマットは講師にご用意いただきますので、ヨガをした
ことがないという人もお気軽にご参加ください。
対

象

：神前地区に住んでいる人

日

程

： 令和 4 年 5 月～令和 5 年 3 月

第 1 回 神前地区 愛さつの日 朝の声掛け活動 開始です！
4 月 11 日（月）、暖かくなってきた春の朝、子ども達の元気な声が地

第 1・第 3 木曜日 全 22 回

区内に響きました。今年度も「神前地区 愛さつの日 朝の声掛け活動」が

※5 月・11 月・1 月～3 月は第 2・第 3 木曜日

行われたからです。

時

間

：10：00～（1 時間程度）

講

師

：ヨガインストラクター 伊藤寛恵さん

場

所

：寺方児童集会所 ホール

今年度も毎月 11 日（土日祝日は、子ども達の翌登校日）の朝の登校前

受講料 ：無料

に、登校班の集合場所で自治会を中心に「朝の声掛け活動」を実施しま

持ち物 ：動きやすい服装、飲み物、（持っている人は）ヨガマット、（必要な人は）ヨガマットに敷くバスタオル
募集人数：10 人程度（先着順）
募集期間：5 月 6 日(金)

17:15 まで

す。
菅原町の朝の声掛け活動

申し込み：人権プラザ神前 TEL 326-0840 へ

子ども達の中に 1 年生が加わった班もあって、お互い新たな気持ちで新

※「リラックスしたい」や「体を動かしたい」など受講目的を教えてください。

年度の活動に参加していただきました。

※毎回参加できない人も、お気軽にお申し込みください。
その他

指導していただく自治会のメンバーが変わられた地区もありますし、

朝の声掛け活動は 3 年目を迎えます

：駐車場は神前地区市民センターの北にある神前公共駐車場をご利用ください。参加者はマスクの着用
をお願いします。当日体調のすぐれない方（発熱、咳・くしゃみ、風邪症状のある場合等）は、無理を

が、地域の方々の取り組みの成果で、子

なさらず、参加をお控えください。※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止となる場合

どもたちは自分から大きな声であいさつ

があります。その際は申込者に中止の連絡をしますので、ご了承ください。

してくれる子が増えてきました。特に大
きな学年の子どもたちは、ほとんどの子
寺方町 1 区の朝の声掛け活動 があいさつしてくれます。ニコッと笑っ

春です！神前に春が来ています。

た顔で「おはようございます」とあいさ

寺方町 2 区の朝の声掛け活動

つしてくれると、本当に気持が良くて、こちらも笑顔になってしまいま
4 月 2 日（土）、春霞がかかったような穏やかな日差しのもと、大日寺西公園の満開の桜の
下で、大日カフェが行われました。13 か月ぶりの福祉カフェでした。今もコロナが微妙に増
大日寺西公園の桜

減している状況で、室内で行うことがはばかられたので、お花見を兼ねて室外で行ったそうで
す。とっても良いアイデアだと思います。これからは「ウィズコロナ」での活動を考えていか
なければならないようです。

子でしたが、徐々に慣れていってくれると思います。
あいさつは人と人とを結ぶ大切なツールです。子どもの時からあいさ
つすることが普通になることで、地域のコミュニティが自然に出来上が
り、安全安心で住みよい神前の町づくりができていくと思っています。

この日は、大正琴を練習している寺方町の有志の方々による初めての演

大人の方々は、ぜひ子どもたちの見本になるように、普段からご家庭

奏会も行われました。満開の桜の下で、大正琴の優美な音色をきかせても
寺方町 2 区
大正琴の演奏

す。1 年生の子は、ちょっとまだ慣れていないようで、緊張している様

の中や地域の中で、出会った方々にあいさつするように心がけていただ

らい、心豊かな気分にさせていただきました。演奏する祖母の応援にご家
族の方やお孫さんも参加されて、地域のつながりの深さが分かります。地

高角町の朝の声掛け活動

きたいと願っております。
曽井町保曽井神社の桜

域での交流の場はとても大切です。お世話いただく方々にはご苦労をおか

「地域づくり」は、まず「地域の雰囲気づくり」から。みんなが気軽にあいさつし合える雰囲気の良
い神前地区にしていってほしいと思い、活動を続けたいと思います。

けしますが、ぜひ工夫して、無理のないように、いろいろな行事を行って

ご協力をお願いします。

神前地区連合自治会

ほしいと思っています。同じ日に曽井町の保曽井神社境内では、やはり満
開の桜のもとで町内有志の方々によるお花見会が行われようとしていまし
寺方町有志による
花いっぱい花壇横の桜

た。みなさん地域の方々との結びつきを大事にしてみえるなあと思いまし
尾平町大溜池ほとりの桜

た。

感染症対策へのご協力をお願いします

寺方町 2 区の花いっぱい花壇の隣の桜も満開。尾平町の大溜池・小溜池
ほとりの桜も満開でした。尾平町南の「夫婦桜」も花をいっぱい咲かせて
、夫婦仲の良く咲き誇っていました。いよいよ神前にも春が来ました。み
なさんも感染対策をばっちり決めて、外に出ていろいろな活動を工夫しな
尾平町南「夫婦桜」

尾平町小溜池ほとりの桜

がら楽しみましょう。今年度こそ地域活動を充実させましょう。
（文責

地域マネージャー

𠮷田）

「アイリスアンケート 家庭の防災備蓄」調査結果①

市内に設置されている防災行政無線の試験放送を実施します
市内１２１箇所全ての防災行政無線の屋外拡声子局の試験放送を実施します。試験放送に併せて、Ｃ

令和 4 年 2 月には、地区内保幼小ＰＴＡ保護者会の方々（子

＜アンケートの回収率＞

育て世代）にお願いし、同じく 3 月には民生委員さんにご協力

配布数

回収数

回収率

子育て世代

285

171

60％

（１）実施日時

高齢世代

135

107

79％

（２）試験放送内容

いただき高齢の方々（高齢世代）に実施した「アイリスアンケー
ト 家庭の防災備蓄」調査の結果が出ました。

ＴＹ－ＦＭラジオ放送、四日市市 S アラート等からも一斉に放送いたしますので、ご承知おきください。
令和４年５月 18 日（水）１１：００ころから数分程度
放送・吹鳴内容

１．
【非常持出袋の準備】
子育て世代の 50％。高齢世代の 64％が非常持出袋の準備をしています。子育て世代の「していない

【放送内容】

45％」の方の多くは、
「家が耐震化で避難する必要がない。
」と考えてみえます。いろいろな意味で耐震

「こちらは、こうほうよっかいちです。」下りチャイム音(♪ピンポンパンポン

上りチャイム音(♪ピンポンパンポン

●059-351-4004（自動電話応答機能）に TEL していただくと放送内容が確認できます。

高齢世代の方々は多くの方が準備してくれていますが、中には、
「せっかく準備してもいざという時に
持ち出せるかどうかわからない。」と不安に

子育て世代

思ってみえます。具体的な支援体制が必要
だと感じました。
また両世代の方々とも「非常持出袋の中

●以降の試験は、以下のとおりを予定しております。

高齢世代

令和４年

未記
入

分からない
3%

●気象状況その他の理由により中止する場合があります。

していな
い
34%

未記入
2%

８月１０日（水）１１：００
１１月１６日（水）１１：００

令和５年

２月１５日（水）１１：００

に、何を入れればよいのかがわからない。」
という方が多く見えました。いっしょに考
えたいと思います。

していな
い
45%

２．
【家庭内の防災備蓄】

してい
る
64%

している
50%

問合せ

危機管理課

TEL 354-8119 メール

【連携対象】
市内全域の防災行政無線
テレビ（CTY-L 字放送）
緊急告知ラジオ（CTY－FM）
四日市市 S アラート
四日市市安全安心防災メール
四日市市ホームページ、
ツイッター、ＬＩＮＥ
kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp

＜飲料水・食料・簡易トイレの備蓄率＞

みなさんたくさん備蓄されています。特に飲料水や食料

飲料水

食糧

簡易トイレ

は、ローリングストック法が定着しつつあり、買いだめで

子育て世代

73％

67％

21％

はなく順番に使っていくことで備蓄する術を理解してみえ

高齢世代

54％

53％

10％

る方が多いようです。
ただ、実際の阪神淡路大震災や東日本大震災の被災経験談からわかることは、トイレの不足や生活用水の

TEL：059-330-5020

FAX：059-334-0606

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 ＜第 3 部＞15：00～17：00
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】

不足、ガソリンやガス、電気の不足などが、避難生活を苦しくしているということです。災害から命を守っ

よかパパひろば

対象/どなたでも

ても災害後の生活で命が脅かされては意味がありません。本当に必要な災害備蓄は何かをみなさんと考えた

ひろばで外あそびをします。みんなで一緒

定員/当日先着 10 組

いと思います。
（次号に続きます）

に楽しく遊ぼう。

5 月 8 日（日）

10：00～11：15

神前女性防災の会「アイリス」
5 月 17 日（火） 10：00～11：00

桜台小学校給食パートを募集（５月下旬からの勤務です）
5 月 29 日（日） 10：30～11：00

対象/保護者

保護者、地域の人、みんなで交流しましょ

定員/当日先着 10 組

えほんのひろば

対象/どなたでも

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

◇業務内容：給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
：給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし）

5 月 29 日（日） 12：45～13：30

モルックをやってみよう
投げて数えてあそぼう！

◇勤務時間：８：４０～１５：１０（労働時間５時間４５分）
◇時間給

なかよし広場

う。今月はお花のアレンジメントをします。 協力/フラワーサークル花・花

◇募集職種：小学校給食調理員（給食パート）１名
◇勤務日

)

※地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。

化はとても大切だと思います。しかし、完全ではないということも事実です。準備はしておいた方が良
いと思います。

)「これは、J アラートのテストです。」×３

対象/小学生
定員/当日先着 12 人

：１０４０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）

◇申し込み：応募を希望される方は、教育総務課（TEL３５４－８２３６）に電話のうえ、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。
◇応募期間：４月２５日（月）～５月６日（金）

料金

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。

