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「子育て広場」 からのお知らせで～す！!
★日 時：9 月 14 日（水）１０：００～１１：３０
★場 所：寺方児童集会所ホール
★対 象：未就園のお子さんと保護者
★内 容：おもちゃ遊び（おもちゃ移動図書館）

表彰おめでとうございます！

7 月 21 日（木）に「令和 4 年度 四日市市民生委員児童委員大会」が、四日市市文化会
館で開催されました。その場において、神前地区より日頃からご尽力頂いております 3 人
の方が「四日市市民生委員児童委員協議会連合会会長表彰」を受賞されました。
主任児童委員
杉野 まりさん
民生委員
服部 淑子さん
奥
祥子さん

★問合せ：神前地区主任児童委員
神前地区市民センター

神前こども園

杉野 まり・川村
TEL

まり

326-2751

子育て支援センターにじ

8 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

（順不同）

主任児童委員の方々には、未就学児の
見守りや「子育て広場」の開催、地区内
小中学校との情報交換を通して気になる子
へのアプローチをしていただいています。
民生委員の方々には、高齢者（独居高齢
者等）の見守りや認知症の予防など、地域
の高齢者へのアプローチをしていただいて
おります。
地域からも感謝したいと思います。

三重西幼稚園
〔なかよし会〕
９月 5 日（月）親子で遊ぼう
12 日（月）親子で遊ぼう
１4 日（水）大型絵本の読み聞かせ
２1 日（水）何を作ろうかな？
２6 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時間を短縮させていただいたり、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。
良いお天気の日には、水筒、帽子や着替え、タオルなどご持参ください。

桜地区の防災サイレンが鳴ります！ご注意を！
自動車文庫
9 月 4 日（日）は四日市市市民総ぐるみ防災訓練の日です。
今年は、桜地区を中心に防災訓練を実施します。そのため、桜
地区の防災サイレンが午前 8 時より鳴り響きます。桜地区には防
災サイレンが 5 基あるそうです。桜地区に隣接している町の方は、
驚かないようにお願いします。

巡回予定

９月 8 日（木） １３：４０～１４：１０ 神前地区市民センター
９月２1 日（水） 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

第２回消費者講座『特殊詐欺の手口の紹介』
還付金詐欺や架空請求といった特殊詐欺の被害を未然に防ぐため、四日市北警察署生活安全課
の職員を講師に招き、消費者講座を開催します。
日 時：８月２９日（月）１０：００～１１：３０
場 所：四日市市総合会館７階 第１研修室
講 師：四日市北警察署生活安全課職員
定 員：先着５０名
その他：予約不要。参加費無料。
当日、体調がすぐれない方や発熱のある方は参加をお控えください。また、会場では可能な限
りマスクを着用し、周りの方との間隔を十分に空けてご着席ください。
お問い合わせ先
四日市消費者協会 ０５９－３５７－５０６９
四日市市市民生活課 市民・消費生活相談室 ０５９－３５４－８１４７

子育てを地域で支えあう

◆マイナンバーカードの申請について
市民課マイナンバーカードサービスセンター
(℡340-8371 Fax340-8372)

申請をお待ち
しています！

マイナンバーカードをまだお持ちでない方へ、
「地方公共団体情報システム機構」から
ＱＲコード付きマイナンバーカード交付申請書が７月下旬～９月上旬にかけて順次送付
されます。（一部の方を除く）
マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は９月末です。
この機会にぜひマイナンバーカードを取得してください。
マイナンバーカードが作成されるまで、概ね 1～2 か月程度かかりますので、ご希望
される方は、お早めにご申請ください。

◆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、すべての証明書のコンビニ交付サービス業務を一時停止し
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
９月１３日（火）終日

四日市市ファミリーサポートセンターからのお知らせ

「依頼会員講習会と新規登録会」のお知らせ
ファミリー・サポート・センターの仕組みと趣旨について、また子どもの置かれている状況等

再掲

参加者募集中！ 標語・ポスター
心温まるエピソード

を良く理解していただくために、依頼会員向けの講習会を実施しています。
新たに依頼会員として登録される人はもちろん、すでに利用されている人で未受講の人も、受講
してください。
日 時：９月１０日(土)
１３：００～１6：0０(講習会のみの人は 14：30 終了)
＊講習会終了後、希望される人は依頼会員の登録手続きをいたします。
場 所：三浜文化会館

１階 創作スペース A、B

定 員：保育の都合により、20 名程度といたします。(先着順に受け付けます)
申込み：電話にてお申込みください。
保 育：あり/無料 ※事前にお申込みください。
申込み・問合せ：四日市市ファミリー・サポート・センター

TEL 059-323-0023

（NPO 法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）

市民税・県民税
（第２期）

納期限は

８ 月 ３ １ 日 (水 ) です

神前地区あいさつ運動の一環として、あいさつ運動「標語・ポスターコンクール」と
「心温まるエピソードコンクール」を開催しています。
コロナ禍で外出もままならないときに、親子でそれぞれのコンクールに挑戦してみて
はどうでしょうか。まだまだ募集しております。
【参加資格】
神前地区にお住いの方、会社があって通勤されている方、学校があって通学されている
方なら、誰でも参加できます。
【申込み】
神前地区市民センターへお越しいただくか、電話（℡ 326-2751）
、ＦＡＸ（fax
325-2070）
、又は E-Mail（kanzaki-mgr@city.yokkaichi.mie.jp）で、住所、氏名、
連絡先、(お子さんなら学年、年齢)をお伝えいただければそれで申込み完了です。
お申込みされた方には、担当から応募用紙や画用紙をお届けさせていただきます。
【締め切り】
申込みの締め切りは、8 月 31 日（水）です。
作品の締め切りは、9 月 30 日（金）です。

どんどん応募してください。素敵な景品があります。
神前地区連合自治会

子ども防災教室 中止のお知らせ
8 月 11 日（木・祝）に予定しておりました「こども防災教
室」を中止とさせていただきました。
新型コロナ感染症の新規感染者が急増し、子ども達の中でも
感染者が増えている状況では、なかなか集まって活動すること
は難しいと判断させてもらいました。神前地区において、学校以
外での防災教室は初めてだと思い、子ども達にも防災の意識を持ってもらおうと思って計
画させてもらいましたが、主催者としても残念です。
参加を申し込んでいただいたみなさんには、ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解いただきますようにお願い致します。また機会が
ありましたら計画させてもらいますので、その時はよろしくお願
い致します。
神前女性防災の会「アイリス」

四日市市主催のスポーツイベント 参加者募集中！
まだまだ暑い日が続いていますが、
「スポーツの秋」が近づいてきます。スポーツは体力
向上だけではなく、体を動かすことで、気持ちも晴れやかになるし、仲間とのきずなも強
くなります。また、達成感も味わうことができよいことばかりだと思います。
今の体力で無理のないようなスポーツに、どんどん参加して、体も心も、体力も気力も
充実させていきましょう。
この秋「第 53 回四日市市民スポーツフェスタ」の参加者募集が来ました。その前の
「体力測定」も含めてどんどん参加してください。

大会名

第 53 回四日市市民スポーツフェスタ

第 53 回四日市市民スポーツフェスタ

健康体力測定会

ＳＳピンポン・ボッチャ体験

ファミリーロゲイニング大会

9 月 11 日（日）
日時

活動（行事）の開催を確認してください。
急激にコロナ感染者が増加しているので、活動の中止がたくさんあります。前々号や前
号でご紹介した「子育て広場」や「こども園・三重西幼稚園のお遊び会」、「カフェサロ
ン」や「夏祭り」等、急遽延期したり、中止したりしていることがあります。
参加しようと思っていた活動に出かける前に、主催者に開催か中止か、または延期かを
確認してからお出かけするようにしてください。

四日市市ファミリー

受付 9:00～
開式 9:30～随時解散
終了予定 15：00

場所

定員

10 月 9 日（日）

10 月 9 日（日）
午前の部 10:00～11：30
午後の部 13:00～14：30

新型コロナウィルス感染症の拡大が止まりません。（四日市市 7 月 25 日現在 423 人）
このたよりがみなさんの元へ届く時には、新規感染者が減少していることを願います。
しかし、第 6 波までは、何らかの「行動制限」を課せられていたので、抑えられたので
しょうか。行動制限がなしでも、みんなの力で感染症を押さえていければと思います。
民主主義とは、原則一人一人が主体的に行動することが大前提です。国や自治体から行
動制限を「お願いされて」感染対策する前に、各自が防止対策をしっかり行うことが求め
られます。
今こそ一人一人が責任をもって、感染しないようにすることが
重要です。感染しないようにするにはどうしたらよいか、この 2
年半の間に学習してきたはずです。
みんなが感染しなければ、誰も感染させられないし、感染する
こともなくなります。
みんなの力で感染拡大を食い止めましょう。そして、以前のように地域でいろいろな活
動のできる、元気な明るい神前にしていきましょう。神前のみんなならできます！
（文責 地域マネージャー 𠮷田）

対象

2 時間の部 9：30～11：30
3 時間の部 9：30～12：30

四日市市総合体育館 多目的室

四日市市総合体育館 アリーナ

150 名（先着）

ＳＳピンポン・ボッチャ

150 組（先着）

事前申込み

各部 20 名 事前申込み

事前申込み
市内在住、在勤、在学の成人を含

6 歳から

小学生以下は大人の保護者１

む 2～5 人のグループ

市内在住、在勤、在学の方

人の同伴お願いします。

2 時間の部 未就学児・小学生低

※申込み多数の場合は抽選し、9
月 30 日までに連絡します。
参加費

申込み

締切

開式 9:00～

四日市市総合体育館

市内在住、在勤、在学の方

コロナの感染拡大をみんなの力で食い止めましょう！

受付 8:00～

無料

学年（１～3 年）
3 時間の部 小学生・一般
中学生以上 500 円/1 人

無料

小学生以下無料

申込用紙（地区市民センター、スポーツ課にあります。）に記入して、地区スポーツ推進委員か市
役所スポーツ課へ提出し、お申込みください。
（ＦＡＸ可）
9 月 6 日（火）

9 月 26 日（月）

9 月 26 日（月）

詳細をお知りになりたい方は、地区市民センターに
パンフレットがあります。
備考

または、市役所スポーツ課にお問い合わせください。
四日市市シティプロモーション部スポーツ課振興係
℡ 354-8429

fax 354-8432

E－mail：sports@city.yokkaichi.mie.jp

神前地区

各自治会 令和 4 年度 敬老会

令和 4 年は、9 月 19 日（月）が「敬老の日」です。
神前地区では、コロナ感染症が拡大する前の令和元年度まで、
各自治会で「敬老行事」を行い、集会所や公会所、町の中心のお
寺などにお年寄りに集まってもらい、「敬老行事」として、歌や
マジック等の様々な出し物や高校生、中学生の楽器演奏などで、
楽しんでもらいました。さらに地区によっては、お食事も振る舞
い、一日中楽しい一時を過ごしていただき、また次の日から元気
に長生きしてもらって、神前の町を見守っていただくようにとし
てきました。
しかし、コロナは高齢者に厳しく、重症化が懸念されることから、令和 2 年令和 3 年とたく
さんの高齢者が集まる「敬老行事」は中止となってしまいました。
そして令和 4 年、今年はコロナ感染も第 6 波が収束に向かっていたので、これでコロナは終
わると思い、各自治会で「敬老行事」についていろいろ計画していた最中、第 7 波が急に襲い
掛かってきました。政府や自治体から行動制限は出ていませんが、やはりコロナは高齢者に厳
しいことに変わりありません。
そのため残念ながら、各自治会とも今年も「敬老行事」の開催は断念し、記念品の贈呈でお祝
いしようということになりました。
各自治会で方法は多少違いますが、長寿の記念品を高齢の
方々一人一人にお配りするということです。
大変残念ですが、ご理解の上ご了承をお願いします。
ご高齢の皆様方には、これからも長生きしていただき、若輩
な地域の者たちを見守り導いていただきたいと思います。
ご長寿本当におめでとうございます。
心よりお喜び申し上げます。
神前地区連合自治会

きらら号がやってくる！夏の星空を親子で楽しもう！
8 月 12 日（金）、午後 8 時から神前小学校運動場で、ボランティアチーム「上を向いてあそぼう！」
のみなさんと一緒に、夏休み親子教室を開催します。コロナ禍でなかなか行事を開催することがで
きなかったのですが、運動場での活動なので、実施しようとがんばって計画しています。後は天気
がよくなるのを祈るだけです。
万が一、中止せざるを得なくなったときには、学校メールでお知らせする
そうです。メールが来ないことを祈りましょう。
しかし、絶対無理をしないでくださいね。体調がよくないときは、勇気
を出して参加しないようにしましょう。
神前地区社会福祉協議会 青少年育成部

8 月 11 日は、神前地区「家庭愛さつの日」です。
下の作品は、東日本大震災を経験された、当時中学生の「Ｍ」さんの作文です。
毎日あいさつをし合い、顔を知り合うだけでも、その人と心が徐々につながっていくんだ
と改めて思える作文です。私たちの神前もこんなおばさんやおじさんばかりの町になってほ
しいと思って、「あいさつ運動」を進めています。
その人は名前しか知らない人でした。でも、朝は「おはようご
ざいます。今日も元気でね。」
、学校帰りには「お帰り。疲れたで
しょ。
」と毎日毎回あいさつしてくれるおばさんでした。名前は
表札を見て、佐久間さんと分かりました。でも、それ以上は何も
わかりませんでした。
その日は、午後早く中学校から帰ろうと自転車に乗って学校を
出た時でした。突然地面が大きく揺れて、前に進めなくなり、しかも塀や壁が崩れてき
て、道がみるみるがれきで埋まってしまいました。怖くて動けずにいると、道行く人が
「何しているんだ、逃げなきゃだめだ。」と言って手を引っ張ってくれて、近くの避難所
まで連れて行ってくれました。
しかし、その避難所は、自宅の近所ではないので大人の人は
誰も知らず、かえって不安になって、どうしたらよいかわからな
くなりました。
その時です。あいさつのおばさんを見かけました。おばさんも
気づいてくれたようで、駆け寄ってきて「よく生きていたね。偉
かったね。」と抱きしめてくれました。名前しか知らないあいさ
つだけのおばさんだけど、とてもうれしくて、安心して涙がぽろぽろこぼれました。
それからおばさんと一緒に 3 日間避難所の仕事をしました。
疲れて悲しそうな顔をしている人にも、「おはようございま
す。
」
「こんにちは」と声をかけると、みんなにっこりとして
くれます。そこから話をすることができます。
3 日目に、家族が見つけ出してくれました。あいさつのおばさんのおかげで不安なく、
しっかりと生き抜くことができました。
神前地区連合自治会として「あいさつ運動」を前面に出して活動を進め、3 年間がたちま
す。コロナと共に活動してきたようで、ちょっぴり残念ですが、子ども達の朝の声掛け活動
の成果は十分出ていると自画自賛しております。しかし、運動を進めてきて、
「あいさつ」は
やはり子ども達のものではなく、大人こそが必要としている社会の基本だと感じています。
地域づくり・まちづくりの基本です。逆に言うと、「あいさつ」でしか築けない関係もあ
るのではないかと思うほどです。
今年をあいさつ運動の締めの年にしようと考えています。ぜひ地域みなさんで「あいさつ
による地域づくり・まちづくり」を進めてほしいと願っています。
神前地区連合自治会

