お知らせ
発行：令和４年５月１０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

三重西幼稚園
〔なかよし会〕

６月： ６日（月）親子であそぼう！
１３日（月）親子であそぼう！
１５日（水）何を作ろうかな？
２０日（月）親子で遊ぼう。大型絵本の読み聞かせもあります。
２７日（月）誕生会をします。身体測定もしましょう。
１０：００～１１：３０

「子育て広場」 からのお知らせです！!

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。

5 月 11 日の子育て広場は中止します。

自動車文庫
神前こども園

子育て支援センターにじ

６月１５日（水）
６月２４日（金）

６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

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

ヘルスリーダー イキイキ教室
「子育て広場」 からのお知らせで～す！!
★日 時：６月８日（水） 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：杉町先生の親子でふれあい体操
★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

軽自動車税（種別割）
（全期）

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
６月１４日（火）１３：３０～１５：００
ストレッチ体操、レクリエーション、ベルを使った合奏等
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

納期限は

５ 月 ３ １ 日 (火 ) で す

地域支援係

TEL 354-8170

下水道・浄化槽に関する訪問実施のお知らせ

「アイリスアンケート 家庭の防災備蓄」調査結果②
非常持出袋の中身

地域の環境改善のため、公共下水道への接続と合併処理浄化槽への転換及び適正な
維持管理を実施していただくよう、対象の方に職員が皆様のご家庭等を訪問させてい
ただいておりますので、ご協力よろしくお願いします。
なお、訪問職員は写真付きの身分証を携帯しております。
お問い
合わせは

訪問時間帯 月曜日～金曜日 ８：３０～１９：４５
土曜日、日曜日 ８：３０～１７：１５
四日市市上下水道局生活排水課

下記まで

アンケートには 34 項目の持出品を書いておきました。アンケートに参加したしていただ
いた方たちの中では「0」という項目はありませんでした。つまり、多くの家庭でいろいろ
な品物を準備してもらっているということだと思います。さらに、項目以外にも
・ヘルメット
・クツ

・サンダル

・アルミシート

・サランラップ

・スリッパ

・布テープ

・アルミホイル
・はさみ

・エマージェンシーブランケット

・トイレットペーパー
・簡易寝袋

TEL ３５４－８２２１
TEL ３５４－８４０２

・防災ずきん

・給水バッグ

・簡易折りたたみテーブル

・カッターナイフ

・筆記用具

・ドライバー

・歯ブラシ

・ランタン

・携帯（簡易）トイレ

・簡易折りたたみ椅子

・ソーラーパネル電源

・ホイッスル

・ざぶとん

・トランプなどカードゲーム

を書いて教えていただきました。それぞれのご家庭で考えてもらっているようです。
その中で、次のような、お悩みや不安もお聞きします。
・（非常持出袋が）重いので、災害時に持ちだせるのか心配しています。
・
（備蓄品や非常持出袋を）地震の時にすぐに持ち出せるようにと思うと、1 階や戸外の倉庫がいいと
思うけれど、水害が心配な地区なので、どこに置いておくのが一番良いのかわからず迷っています。
・なかなかタイムリーに備蓄品の見直しができないのが不安です。

桜台小学校給食パートを募集（６月下旬からの勤務です）

問題は次の３つにまとめられそうです。
１．非常持出袋の中へ入れる物

２．非常持出袋の置場所

３．非常持出袋の点検

そこで、この 3 点について少しじっくり考えてみたいと思います。
募集職種
業務内容
勤務日
勤務時間
時間給
申し込み

：
：
：
：
：
：

応募期間

：

小学校給食調理員（給食パート）１名
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）
８：４０～１５：１０（労働時間５時間４５分）
１０４０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
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。
５月９日（月）～５月２７日（金）

その前に、まず、非常持出袋はなぜ必要なのかを考えておきましょう。
災害時には「命」を守ることが一番です。自分の命や一番大切な子どもや家族の命を何としても、災害
から守らなければなりません。一番の方法は、
「避難する」ことです。火災が発生したら火のない所へ「避
難」します。洪水になったら水のない所へ「避難」します。土砂崩れがあれば土砂が来ない所へ「避難」
します。「避難」して命を守ります。
でも、
「避難した後」はどうやって「命」を守っていけばよいのでしょうか。家が燃えたり、水につかっ
たり、土砂で埋もれたりしたら、どこかに身を寄せなければなりません。そこで、生き抜きます。
生き抜くには、
「水」や「食べ物」、
「生活用品」がいります。日本は防災対策がしっかりしていますから、
水や食料、生活用品の救援があります。きっと、救援物資もいつか届くでしょう。しかし、考えてくださ
い。それら救援物資を運ぶ人も配ってくれる人も、同じ被災した方々です。交通事情も心配されます。だ
から、数日間は救援物資が届きません。届かないと思っておかなければなりません。

感染症対策へのご協力をお願いします

自分や家族の命を永らえるために、まずは自分の力で生き永らえる手段を講じなければならないのです。
その生き永らえる手段こそが「非常持出袋」なのだと思います。

次回から 3 つの問題点について考えていきます。
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

飛沫防止シートの設置

神前女性防災の会「アイリス」

救命講習 (救命入門コース)を
受講しよう
開催日時
開催場所

: 令和 4 年 5 月 27 日(金) １８:３０～２０:００
: 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

在宅医療市民啓発活動事業を補助します
「在宅医療」を広く知っていただくために、市民企画による啓発活動（講演会・勉強会など）
にかかる経費の一部を補助します。
１．対象事業

（※同一申請者(団体)による申請は、一年度 2 回までとします）
２．応募資格

市民または、四日市市を活動拠点とする市民活動団体など

３．補助限度額

活動に直接必要な経費の 2 分の１（講師料については全額補助）

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。

７月１日（金）～ 令和５年 3 月 31 日（金）に実施される事業

ただし、補助金額には上限があります
４．募集スケジュール

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。

４月８日（金）～ ６月１７日（金）注：健康福祉課 必着

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。

必要書類を、郵送か直接、健康福祉課（市役所３階）へご提出ください。申請

５月･８月･11 月･２月の年４回 最終金曜日に開催。
サークルや各種団体のメンバー対象に、個別開催することも可能です。

:

の内容を審査し、補助金交付が決定した場合は、決定通知をお送りいたします。
５．応募書類

募集要項等の応募に必要な書類は、健康福祉課、各地区市民センターにありま
す。また、市のホームページからもダウンロードできます。

申し込みは｢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１週間前の金曜日となります

問合せ

四日市市役所 健康福祉課

TEL 354-8281

令和 4 年度の開催予定日
開催日時

令和 4 年

5 月 27 日（金）18：30～20：00
8 月 26 日（金）18：30～20：00
11 月 25 日（金）18：30～20：00

令和 5 年
開催場所

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

新規援助会員講習会のお知らせ

2 月 24 日（金）18：30～20：00

神前地区市民センター2 階 会議室
ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で
支えあう会員組織です。
あなたの力を子育て支援に活かしてみませんか？
受講開始から 1 年以内に受講を完了すれば、援助会員
として登録できます。１講座からでも受講できます。

熱中症は、暑く湿った環境で過ごした時などに発生します。
熱中症を予防し、暑い夏を元気に過ごしましょう。

場
所 ：三浜文化会館
申込方法 ：電話にて 5 月２8 日(土)までにお申し込みください。
テキスト代：2,0５3 円
そ の 他 ：託児あり（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
日時

1.

喉が渇いていなくても、こまめに水分補給をしましょう。

2.

日頃から暑さに備えた体づくりと体調管理をしましょう。

3．上手にエアコンや扇風機を使い、部屋の中を涼しくしましょう。
こまめな換気も忘れずに。

６/４

(土)

10：00～15：15

６/５

(日)

10：00～1５：40

６/１１(土)

10：00～1５：45

６/１２(日)

9：30～15：45

６/１８(土)

10：00～15：15

4．屋外で人と２ｍ以上（十分な距離）離れている時はマスクを外しましょう。
四日市市

健康づくり課

TEL

323-0023

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

TEL 354-8291

内容
相互援助活動の趣旨・子どもの権利
子どものあそび
子どもの病気
子どもの心に寄り添う
ファミリー･サポート 活動の流れ
子どもの心と身体の発達
小児看護
発達障害について～その子どもとの接し方～
子どもの栄養と食生活
子どもの安全と事故・救急法
講習のまとめ

