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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。

神前こども園

子育て支援センターにじ

日
時： 11 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

表彰おめでとうございます！
9 月 23 日（金）に「令和 4 年度 第 60 回
四日市市高齢者福祉大会」が、四日市市文化会
館で開催されました。
その場において、神前地区より永年にわたり、
老人クラブの指導者として、クラブ活動の推進に
努め、老人福祉の向上にご尽力頂いております尾
平町の川村茂好さんが「老人福祉事業功労者四日
市市長表彰」を受賞されました。

三重西幼稚園
〔なかよし会〕

日

時：11 月 7 日（月）親子で遊ぼう
9 日（水）何を作ろうかな？
14 日（月）親子で遊ぼう
16 日（水）お店屋さんごっこをして遊びましょう
21 日（月）大型絵本の読み聞かせ
28 日（月）誕生会をします・身体測定もしましょう！

川村 茂好さん

１０：００～１１：３０
問合せ：TEL 332-8976

おめでとうございます！
これからもますます地域のためにご活躍いただ
きますようにお願いいたします。

「子育て広場」 からのお知らせで～す！!
★日 時 11 月 7 日（月）
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

良いお天気の日には、水筒、帽子もご持参ください。
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。

自動車文庫

巡回予定

11 月 10 日（木） １３：４０～１４：１０ 神前地区市民センター
11 月 25 日（金） 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

子育て広場

おもちゃ移動図書館が来てくれました！
9 月 14 日（水）、寺方児童集会所で神前地区民生委員児
童委員協議会（民児協）主催の「9 月度子育て広場」が行
われました。
今回は、四日市市の「おもちゃ移動図書館」の方々（５名
のボランティアの方々）が、たくさんのおもちゃを持ってき
てくれました。
中には、手作り絵本やキル
ト細工でつくってある絵本

まで持ってきてくださいました。
今日参加してくれた 5 人の子ども達（５組の親子さん）は、
たくさんあるおもちゃに目を輝かせて、ニコニコしながら遊ん
でいました。特に、ボランティアさんの手作りぬいぐるみや
絵本が人気で、とても楽しく遊んでいました。中には、引っ張
るおもちゃを思いっきり引っ張って、ホールの中を走り回っていました。
楽しい一時を過ごさせてもらいました。
民児協では、毎月 1 回「子育て広場」として就学前（未就学）の子どたちが思いっきり楽し
く遊べるプログラムを考えながら行っています。
その上に、付き添いの親ごさん（お母さん）方に普段の子育ての緊張からちょっと気を緩め
ていただき、他のお母さん方や民生委員児童委員とおしゃべりしたり、なかなか言えない悩み
や子育てに関する質問をしてみたりできるようにと考えています。
まだ、コロナが心配な面もありますが、感染症対策をしっか
りしてお待ちしております。
開催はセンターだよりなどでお知らせします。分からない方
は、神前地区センターまでお尋ねください。（℡ 326-2751）
神前地区民生委員児童委員協議会

神前地区

10 月の主な行事

5 日（水）民児協

子育て広場

6 日（木）同推協

啓発委員研修（7 日（金）、13 日（木）、14 日（金））

8 日（土）アイリス

防災研修会「パッククッキング講習会」

１１日（火）連合自治会

第 7 回神前愛さつの日「朝の声掛け活動」

１６日（日）自主防

地区一斉・各町別防災訓練

２９日（日）社協

高齢者のつどい「グランドゴルフ大会」

※ その他「ふれあい」活動や文化サークル、スポーツサークルやクラブなど、たくさんの
活動があります。興味のある活動、得意な活動、苦手な活動にぜひご参加ください。
ご不明な点があれば地区市民センター（326-2751）へお尋ねください。

曽井町防犯勉強会 「特殊詐欺撲滅」を行いました。
9 月 28 日（水）
、曽井町公会所において、四日市南警察署
生活安全課の一戸さんと石川さんに来ていただき、
「特殊詐欺
撲滅」の勉強会を行いました。
代表的な「オレオレ詐欺」は、注意が叫ばれていても、毎年
多くの方が被害にあっています。近年では、ますます手口も巧
妙になって、ふとした気のゆるみから被害にあいかねない状
況です。
被害にあってしまうと、犯人が捕まったと
しても被害にあったお金は戻ってこないかも
しれません。ですから、被害にあわないよう
にしなければならないのですが、それが難しい
ようです。
みんなで少しずつ勉強して、地域全体で被害
にあわないようにしたいと思います。
でも、一番効果のある防止方法は、何だか知
っていますか。
それは、相談できる人にすぐに連絡することです。電話で言われたことを何かする前に
誰かに「相談」することです。
家人が一番ですが、家人が仕事や遠方にいる場合、又は普段一人住まいの方は、ご近所
の方こそ一番の相談相手なのです。つまり、普段からの「お付き合い」が防犯防災の一番
の対策なのです。
いつもおしゃべりしなくてもいいのです。何か行事があったら積極的に参加しましょう。
そして、地域の方々と、又お隣近所の方々と「あいさつ」から始めればすぐにお話しでき
るようになります。
地域の行事は、「仲間」、つまり「相談できる相手」を増やすためにも行っているのと同
じことなのです。
地域の行事に参加して「防犯・防災」に役立てよう！
曽井町 ふれあい笑話会

マイナポイント第２弾についてのお知らせ
マイナポイント第 2 弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が
令和 4 年 12 月末まで延長されました。
マイナンバーカードの取得後に手続きをするマイナポイントの申請期限
は令和 5 年 2 月末までで変更はありません。
マイナポイントの詳しい手続きについては、
マイナポイントコールセンター（☎０１２０－１５６－８８８）へお願
いします。
＜問合せ＞ＩＣＴ戦略課（☎354-8106 FAX325-0286）

築 100 年の大正モダンな旧村役場を、

四日市市議会

次の 100 年に継承！
旧四郷村役場へのご寄付を募集しています
受付期間：令和 4 年 12 月 28 日まで
現在、大正 10 年（1921）に建設された旧四郷村役場の耐震補強・復原修

議会報告会のお知らせ

８月定例月議会の議会報告会を、令和４年10月17日、18日に開催します。
常任委員会ごとに18時30分から４会場で開催します（詳細は下記参照）。
定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えし、
意見交換も行います。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前のお申込み
は不要ですので、参加を希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。

理工事を行っており、令和５年度には資料館をリニューアルオープンする予定
です。
塔屋や当時の敷物のリノリウム、アールデコ調の天井など、歴史的な建造物
である旧四郷村役場の文化財的価値を、市民の皆様とともに活用しながら次代
に保存・継承していくため、ご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。
詳しくは四日市市ホームページ（問合せ番号 16632-2824-5059）
、もしくは「四日

日 時
常 任
委員会

市の文化財」を検索（右のＱＲコードからも可能）
担当課：シティプロモーション部 文化課 文化財グループ

所 管
事 項

TEL059-354-8240、FAX059-354-4873、E-mail bunka@city.yokkaichi.mie.jp

浜田小学校・四郷小学校・楠小学校 給食パートを募集
（１１月下旬からの勤務です）
◇募集職種＝小学校給食調理員（給食パート）

各１名

◇業務内容＝給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など
◇勤 務 日＝給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし）
◇勤務時間＝午前８時３０分～午後３時１５分（労働時間６時間）
◇時 間 給＝１０４０円
（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給）
◇そ の 他＝浜田小学校勤務の場合、他の学校の調理員の欠勤状況等により他の
市内小学校に勤務することがあります。
社会保険加入あり。
◇申 込 み＝応募を希望される方は、教育総務課（℡３５４－８２３６）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＝１０月１１日（火）～１０月２１日（金）

令和４年 10 月 17 日（月）

令和４年 10 月 18 日（火）

１８：３０ ～ ２０：４５

１８：３０ ～ ２０：４５

産 業 生 活

都市・環境

商工業、農林水産
業、市民生活、文 道路、住宅、上
化、スポーツ、シ 下水道、環境衛
ティプロモーショ 生など
ン、市立病院など

総

務

教 育 民 生

市政の企画、財
務、危機管理、
消防など

教育、こども、
健康福祉など

会 場

小山田地区市民
センター
2 階大会議室

富洲原地区市民
センター
2 階大会議室

楠地区市民
センター
３階 301 会議室

県地区市民
センター
2 階大会議室

シティ・
ミーティ
ングの
テーマ

四日市市の
農業について

所管事務全般
について

防災について

小中学校の諸課題
について

※会場でのやりとりを基本としてご意見をいただきます。
※全会場、手話通訳いたします（事前予約は不要です）。
※新型コロナウイルス感染症の状況や天候等により中止や開催内容が変更となる場合
があります。
お問合せ

四日市市議会事務局

議事課 電 話：０５９－３５４－８３４０
ＦＡＸ：０５９－３５４－８３０４

