
 
 
 
 
 
 

神前地区ホームページ（アドレス kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

コンビニ交付サービスの一時停止について 

マイナンバーカードサービスセンター(☎340-8371 FAX340-8372) 

 

メンテナンス作業のため、下記の通りコンビニ交付サービスを停止します。ご迷惑をおかけ 

しますが、ご理解とご協力をお願いします。 

■一時停止日時 ７月２０日（水）終日 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 
発行：令和 4 年６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 

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 

 日 時：7 月 5 日（火） ★毎月第１火曜日  １０：００～１２：００ 

 場 所：寺方町公会所  協力金：100 円 

カフェ あったかつの 

 日 時：7 月１1 日（月） ★毎月第２月曜日   ９：００～１１：３０ 

場 所：高角町公会所    協力費：100 円 

より曽井サロン      

日 時：7 月 14 日（木） ★毎月第２木曜日  １０：００～１２：００ 

場 所：曽井町公会所    会 費：100 円 

カフェサロン尾平 

 日 時：7 月 19 日（火） ★毎月第３火曜日  １０：００～１２：００ 

 場 所：尾平町集落センター 会 費：100 円 

とおりゃんせ in 菅原  

日 時：6 月 2６日（日） あんどん作り・カフェ 

場 所：菅原公会所    10：00～ 

            

各地区の人・農地プランについて 
 

農家の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などといった「人と農地の問題」の解

決に向けて、「５年後あるいは１０年後に誰がどのように農地を利用するのか。」などの

計画、「人・農地プラン」について各地区の農業委員、農地利用最適化推進委員、各地区

農業推進協議会長、JA、市役所で話し合い再構築を行いました。 

つきましては、対象地区の「人・農地プラン」について回覧をしますので、ご確認くだ

さい。また、下記 QR コードからもご確認いただけます。 

   

                        

（人・農地プラン HP） 

 

お問い合わせは、 

  四日市市 農水振興課 農水政策係（３５４－８１８０）まで 

楽しく笑って！介護予防！！ 

対 象： おおむね６５歳以上の市民の方 

会 場： 神前地区市民センター 2 階 会議室 

日 時： 7 月１2 日（火）１３：３０～１５：００ 

内 容： ストレッチ体操、筋トレ、楽器の演奏と歌等 

持ち物： マスク、タオル、飲み物 （動きやすい服装でお越しください） 

その他： 申込み、参加費は不要です。 

お願い： 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 

ヘルスリーダー イキイキ教室 

神前地区の課題 

地域農業者の高齢化及び後継者

の不足により、今後の中心経営

（地域を支えていく農業者）が

不足し、遊休農地の増加が懸念

される。 



 

 

 

大地震や大雨、火事などの災害はいつ起こるかわかりません。 

そして、災害が起こったとき、子どもたちがいつもお父さん 

お母さんと一緒にいるとは限りません。 

子ども達も自分の力で自分の命を守っていかなければなりま 

せん。その場その場で命を守る行動がとれるように、遊びの 

中で防災行動を学ばせましょう。 

今回は、四日市市消防団 

女性分団「サルビア」さ 

んが、子どもたちにいろ 

いろな災害から身を守 

る方法を教えてくれま 

す。ぜひ参加してみてく 

ださい。 

 

【開催日時】 

 8 月 11 日（木・祝） 

   9:30～11:30 

【場所】 

 神前地区市民センター 

  会議室 

【参加者】 

神前地区の 12 歳以下の子どもたち （定員は 20 名です。定員になり次第締め切ります。） 

【申込み】 

 直接市民センターへお越しいただくか、電話、ＦＡＸ、メールでも受け付けます。 
  ℡ 326-2751 fax 325-2070 mail：kanzaki-mgr@city.yokkaichi.mie.jp  

【その他】 

・大人の付き添いは構いませんが、ゲームに参加はできません。 

もちろん子どもさん一人で、また、友だち同士だけで参加で 

きます。 

 ・当日はご家庭で体調に留意いただき、不調の場合は欠席でお 

願いします。 

 ・会場内は換気します。手指の消毒もお願いします。 

・マスクをご持参ください。（十分な換気など感染防止対策を講じている場合などを除き、 

マスク着用にご協力ください。） 

  ※付き添いの方はマスク着用でお願いします。 

 

神前女性防災の会「アイリス」 

 

 

「グリーンカーテン講座」を３年ぶりに指導員の方に来館 

していただき、開催しました。 

感染症予防に注意をはらいながら地球温暖化やゴーヤの育 

て方などについて、丁寧に分かり易くお話いただき、大変有 

意義な講座とすることができました。来年度以降も開催時は、 

「地区のおしらせ」に掲載させていただきますので、これま 

で参加されたことがない方も是非一度参加されてみては、いかがでしょうか。 

また、今年もグリーンカーテンフォトコンテストの募集が７月１日から始まりますので、 

皆様ふるってご応募ください。 

あなたが今まで読んだ本の中で感じたこと、印象に残ったことをエッセー(随筆)にしてく  

ださい。 

対象となる人 市内に在住または通勤、通学する小学生以上の人 

■テーマ「あの本のこの人に会いたい！」または、読書法や読書論について  

■規定 400 字詰め原稿用紙またはワード等（1 列 20 文字×20 列）を使用し、本文 3 

    枚と表紙 1 枚で未発表のもの(一人 1 編)に限る 

申込み・申込先 10 月 19 日(必着)までに、作品表紙に所定の応募票を添えて、郵送、Ｅ 

    メール、または直接、四日市市立図書館へ 

問い合わせ先 四日市市立図書館 〒510-0821 久保田一丁目 2-42 

（℡ 352-5108、 Fax 352-9897、Mail：tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp、 

月曜日、第２・４火曜日休館、 HP https://www.yokkaichi-lib.jp/） 

その他 募集要項は、市立図書館で配布するほか、ホームページから入手できます。 

 

 

 

この運動は、犯罪や非行の防止を図るとともに、過ちに陥った人たちの更生について理 

     解を深め、明るい社会を築こうとするものです。この運動を支える募金「愛の資金」へ皆 

さまのご協力をお願いします。 

また、犯罪や非行から更生しようとしている人を、地域の中で支援しているのが保護司で 

す。犯罪や非行のない地域社会をつくるために、各地区で活動しています。 
 

 

 

     前号で紹介させていただきました「神前郷土資料館」の整備ボランティアを再度募 

集します。神前地区の郷土資料館を見学しに見えた方が見やすく分かり易い資料館にするた 

めに力を貸してください。よろしくお願い致します。 

連絡先 神前地区団体事務局  ℡ 327-1501（担当 山本 13:00～17:00） 

    神前地区市民センター ℡ 326-2751（担当 𠮷田  8:30～17:15） 

 

第 1 回 子ども防災教室開催 参加者募集中！ 

子ども防災教室のメニューの一部（例） 

あっぱくん 音が出るハート形クッションとシートを使っ

て、胸部圧迫（心臓マッサージ）とＡＥＤの使

い方を学びます。 

煙体験 シーツを使って煙の動きを見たり、煙の中で避

難する方法を学びます。 

ドアワーク 部屋の中の火事を想定して、急にドアを開けず

に様子を見ながら避難する方法を学びます。 

ＳＤＲ 着ている服に火がついた時の対処法と消火法

を学びます。（ストップ・ドロップ・ローリング） 

防災かるた 

防災クイズ 

かるた遊びやクイズ大会をしながら防災につ

いて楽しく学びます。 

※ そのほか、いろいろなメニューがあります。お楽しみに！ 

7月は「社会を明るくする運動」強調月間です。 

5 月 26 日（木）グリーンカーテン講座を開催しました！ 

読書に関するエッセーを募集 

再掲 神前郷土資料館 整備ボランティア募集 



 

 

 

 

 

神前地区あいさつ運動「標語・ポスター 

コンクール」も今年で 3 年目を迎えました。 

去年、一昨年と多くの方々に参加しても 

らい、たくさんの優秀な作品を応募しても 

らいました。作品を見せていただくと、「あいさつ」が地域の中で少しずつ生活の中にしみこ 

んでいっているように感じています。 

さて、今年もします！「標語・ポスターコ 

ンクール」！ぜひご参加を！お待ちしてお 

ります。 

 

参加できる人 こども園のお子さんから、小 

学生、中学生、高校生、大学生、 

お父さん、お母さん、おじいちゃ 

ん、おばあちゃんまで、どなたで 

も参加できます。 （神前地区の 

学校や仕事場に通ってみえる方でも参加してください。） 

参加方法 参加ご希望の方は、まず申し込みをお願いします。 

お申込みいただいた方に、標語用紙又はポスター用画用紙をお送りします。 

（取りに来ていただくようにお願いするかもしれません。） 

申込み先 神前地区市民センターへ直接申込みに来ていただくか、電話（326-2751） 

ＦＡＸ（325-2070）、メール（kanzaki-mgr@city.yokkaichi.mie.jp）でお申 

込みください。（担当 𠮷田） 

締め切り 応募の締め切りは、8 月 31 日までとします。作品の締め切りは、9 月 30 日と 

します。申込んでも、作品が仕上がらなければ、出品しな 

くてもかまいません。 

とりあえず申込みいただき、チャレンジしてください。 

参 加 賞 申込んでいただいた方にはもれなく参加賞を贈呈します。 

表彰賞品 標語・ポスターともに、各自治会で自治会長さん方に自治会 

長賞を 1 点選んでもらいます。 

その自治会長賞の中から 1 名連合自治会長賞（最優秀賞） 

を選びます。 

自治会長賞及び連合自治会長賞には賞品と賞状を贈呈します。 

みなさま方の参加をお持ちしています。みなさん、どんどん参加してくださいね。 

 

神前地区連合自治会 

 

 

 

 

神前地区を災害から守るために活躍していただいている、 

各町自治会長、各町自主防災隊隊長、地区各団体会長、災害 

対策本部各班班長が一堂に会して、5 月 30 日（月）、令和 

4 年度の神前地区自主防災協議会総会が行われました。 

大規模地震の発生が危惧されていますし、また集中豪雨の時期も 

迫っています。災害に備えることは、命を守ることです。その 

リーダーとして自主防災隊の方々は活動していただきます。 

昨年度、一昨年度とコロナ禍のため、会議として集まることはできませんでしたが、防災 

訓練やマニュアルの改訂作業で役員、委員のみなさまには大変お世話になりました。おかげ 

さまで、令和 3 年度に「災害対策本部の開設・運営マニュアル」が改訂され、令和 4 年度 

の防災訓練は、新マニュアルに従って行うこととなりました。 

まだまだ神前地区としては、防災減災についてしなければならないことが山積しています。 

そこで、令和 4 年度は、まず下記の内容を中心に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害による被害を未然に防ぎ、万が一の時に被害が最小限になるように、そして、一番大 

切なことは、神前地区から災害による死亡者を一人も出さないようにするために、できるこ 

とはできるだけやっていこうということが確認されました。 

防災の基本は「自助」です。ケガもせず生き残ってこそ、「共助」が成り立ちます。ま

ず、自分や家族がけがをしないように、生き残れるように、普段から家庭でしっかり防

災対策をお願いします。                神前地区自主防災協議会 

 

 

              

7 月 9 日（土）に行うとお知らせしました 神前女性防災の会「アイリス」防災研修会 

は、都合により日程を 7 月 16 日（土）に変更します。会場は変更しません。 

神前地区西部の方（菅原、寺方 1，2 区、高角、高角矢合）は、ぜひご参加ください。 

三滝川の洪水ハザードマップの見方や使い方をはじめ、被災時の行動のいろいろをみなさ 

んと共に学び考えたいと思います。定員が 20 名ですので、お早めにお申し込みください。 

連絡先 神前地区団体事務局  ℡ 327-1501（担当 山本 13:00～17:00） 

神前地区市民センター ℡ 326-2751（担当 𠮷田  8:30～17:15） 

※ ＦＡＸ（325-2070）やメール（kanzaki-mgr@city.yokkaichi.mie.jp）でも

お申込みできます。 

令和 3 年度 ポスター 連合自治会長賞 

 

あいさつ運動「標語・ポスター 
コンクール」参加者大募集！ 

今年も 
します！ 

令和 3 年度 標語 連合自治会長賞 

・あいさつを すればするほど つながる輪 

・おはようは 笑顔広がる 朝の道 

神前地区自主防災協議会 2022 年度総会が行われました。 

１．「避難及び避難所の開設・運営マニュ 

アル」の改訂 

神前地区に 5 つある指定避難所で、「感

染症対策を万全にすること。」「女性や子

ども、高齢者が安全安心な避難生活がで

きるようにすること。」を目指して改訂し

ます。 

２．地区一斉防災訓練 10 月 16 日（日） 

「黄色いタオル大作戦」をさらにグレードアップするよ

うに、今年度「黄色いタオル」を再度全戸配布することが

決まりました。各自治会でさらにスピードアップして安否

確認ができ、被災情報などが速やかに災害対策本部に集約

できるような体制作りが求められています。また、今年は

避難誘導訓練も一斉に行うように考えています。 

再掲 防災研修会 日程が変わります 参加者募集！ 



マイナンバーカード出張申請サポートを再開します！ 
「マイナンバーカードを作りたいけど、作り方がわからない」ということ 

はありませんか？商業施設などでのマイナンバーカード出張申請サポー 

トを行います。利用していただいた方にはノベルティをプレゼント！ 

マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝いやインターネットでの 

申請のお手伝い等、いろいろなお手伝いをさせていただきます。  

マイナンバーカード出張申請サポート実施予定表 

イオンモール四日市北  

１階専門店通路  10 時～18 時 

（ホームセンター側入口付近） 

令和 4 年７月 

 

令和 4 年 8 月 

16 日(土)・17 日(日)・18 日(月・祝)・30 日(土) 

・31 日(日) 

13 日(土)・14 日(日) 

アピタ四日市店 2 階休憩スペース 

(西側エスカレーター付近) 

6 月 ⇒ 10 時～15 時 30 分 

7・８月⇒10 時～18 時 

令和４年６月 

令和 4 年７月 

 

令和 4 年 8 月 

29 日(水)・30 日(木) 

1 日(金)・7 日(木)・8 日(金)・14 日(木)・15 日(金) 

・21 日(木)・22 日(金)・28 日(木)・29 日(金) 

4 日(木)・5 日(金)・11 日(木・祝)・12 日(金) 

・18 日(木)・19 日(金)・25 日(木)・26 日(金) 

市民窓口サービスセンター前 

16 時 30 分頃～19 時 

令和 4 年 6 月 

 

29 日(水)・30 日(木) 

イオン四日市尾平店 10 時～18 時 

(1 階中央エスカレーター下) 

令和 4 年７月 

令和 4 年 8 月 

２日(土)・３日(日)・９日(土)・10 日(日) 

6 日(土)・7 日(日) 

イオンタウン四日市泊 10 時～18 時 

6 月⇒２階グリーンスペース 

7・８月⇒１階中央イベント広場 

令和 4 年 6 月 

令和 4 年７月 

令和 4 年８月 

25 日(土)・26 日(日) 

23 日(土)・24 日(日) 

20 日(土)・21 日(日)・27 日(土)・28 日(日) 

＜こども子育て交流プラザ＞ 
四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

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＞15：00～18：00 間に消毒を行い、その間利用はできません。 

【主なイベント日時・内容】 

7 月 1 日（金）

～7 月 7 日（木） 

9：00～17：30 

※消毒時間は除く 

七夕かざりづくり 短冊や七夕かざ

りを作ってプラザに飾ろう！  

対象/どなたでも 

※材料がなくなり次第終了 

7 月 12 日（火） 9：30～11：00 

※受付終了時間 

10：30 

赤ちゃん広場 体重測定や助産師に

発育相談ができます。 

対象/0 歳～18 か月、出産予定の人 

定員/先着 10 組  

持ち物/母子手帳、バスタオル 

7 月 17 日（日） 10：00～11：00 

15：30～16：30 

プラザフォトスポット 

家族や友だち同士で写真をとろう。 

対象/どなたでも 

定員/1 回 1 グループ 5 名まで 

7 月 23 日（土） 

 

10：30～11：00 えほんのひろば 

お話とわらべうたであそびましょう 

対象/どなたでも 

定員/当日先着 10 名 

                              *料金は無料です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投票場では新型コロナ感染拡大防止についてご協力ください。 

     

 

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 など 

 

   四日市市議会 議会報告会のお知らせ 

６月定例月議会の議会報告会を、令和４年７月４日に開催します。 

     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 第２部：シティ・ミーティング（意見交換会） 

日 時 令和４年７月４日（月） １８：３０ ～ ２０：４５ 

会 場 
総合会館 ８階 視聴覚室 

四日市市諏訪町２番２号 

シティ・ミーティングテーマ 四日市市政全般について 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、中止や開催方法の変更をさせていただく場合がござい 

ますので、あらかじめご了承ください。 

お問い合わせ四日市市議会事務局 議事課 電話 ：０５９－３５４－８３４０ 

                           ＦＡＸ：０５９－３５４－８３０４ 

◇◇参議院議員通常選挙のお知らせ◇◇ 
 

◎投票日 ７月１０日（日） 午前７時～午後８時 

◎投票所 神前第一（神前こども園） 

神前第二（尾平町集落センター） 

 

※入場券には投票所が書いてあります。自分の投票所をご確認の上、 

投票日には各自の入場券を持って所定の投票所へお出かけください。 

入場券に記載されている投票所以外では投票できませんのでご注意ください。   

◇◇投票日当日に投票に行けない人は期日前投票を！◇◇ 
◎第１ 期日前投票所 総合会館 

投票日 ６月２３日（木）～７月９日（土）午前８時３０分～午後８時 

 ◎第２ 期日前投票所 三重北勢健康増進センター 

  第３ 期日前投票所 防災教育センター 

  第４ 期日前投票所 中消防署中央分署 

    第５ 期日前投票所 南消防署南部分署 

  第６ 期日前投票所 北消防署北部分署 

  投票日 ７月２日（土）～９日（土）午前８時３０分～午後８時 

◎商業施設期日前投票所 トナリエ四日市 ４階わくわく・ふれあい広場 

  投票日 ７月７日（木）～９日（土）午前１０時～午後８時  

※期日前投票所によって開設期間等が異なりますので、ご注意ください。 

※今回の選挙では新たに上記商業施設で期日前投票ができます！ぜひご利用く

ださい！！       【問い合わせ先】                

      四日市市選挙管理委員会事務局          

四日市市諏訪町１番５号 ☎３５４－８２６９  


