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【ポスター入賞者

こども部門】

【ポスター入賞者

☆ 連合自治会長賞・寺方町 2 区自治会長賞

大人部門】

☆ 連合自治会長賞・尾平町自治会長賞
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kanzaki-yokkaichi.com）もご覧ください。

令和 4 年度 神前地区あいさつ運動

標語・ポスターコンクール
9 月 30 日に締め切らせてもらいました「令和 4 年度
神前地区あいさつ運動 標語・ポスターコンクール」に多
くの方々にご参加いただきありがとうございました。
出していただいた作品を全て、10 月の連合自治会長
会議で審査させていただき、各町自治会長賞及び連合自
治会長賞を下記の通り決定させてもらいました。

入賞者決定！

おぐりしゅり と

小栗珠莉虎さん（小 6）
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☆ 自治会長賞
高角町自治会長賞

高角町矢合自治会長賞

尾平町自治会長賞

入賞おめでとうございます！
下村美織さん（4 才）

【標語入賞者

子ども部門】

美里ヶ丘自治会長賞

村瀬亜紀さん（4 才）

迫田大輝さん（小 1）

高角町自治会長賞（大人部門）

☆ 連合自治会長賞・高角町矢合自治会長賞
む ら せ る い

村瀬瑠依さん（小 2）

「あいさつは

心がつたわる

すてきだな」

☆ 自治会長賞
寺方町２区 吉田美奈さん（小 3） 「あいさつすれば いい気持ち」
高角町
下村健太さん（小 4） 「あいさつは 友達づくりに 第 1 歩」
尾平町
一見紗世さん（小 3） 「あいさつは だれでもできる うれしいな」
美里ヶ丘
宮崎瑠々さん（小 3） 「おはようは うれしい気持ちが つながるね」

【標語入賞者

大人部門】

☆ 連合自治会長賞・高角町自治会長賞
しもむら み き

下村美妃さん
☆ 自治会長賞
高角町矢合

「あいさつで

松浦理恵さん

笑顔の花を

「
『おはよう』で

咲かせよう」

始まる朝の

合言葉」

荒木実琴さん（小 5）

表彰・参加賞
入選された方々は 12 月に表彰式を行
い、賞状と賞品を贈呈したいと思いま
す。
（個々にお知らせします。）
また、参加していただいた方々には、
参加賞を送付させていただきます。

大森詳美さん

展示・公開
出していただいた作品は、11 月中は各
自治会の公会所や集会所、掲示板などで
展覧公開させていただき、12 月になりま
したら、地区市民センターに展示させて
いただきます。

三重西幼稚園
〔なかよし会〕
もうすぐクリスマス会
１２月 5 日（月）クリスマスブーツを作りましょう
7 日（水）クリスマスブーツを作りましょう
１2 日（月）クリスマス会 サンタさんに会えるかな？
19 日（月）誕生会をします。身体測定もしましょう！
２1 日（水）大型絵本の読み聞かせ

１０：００～11：30

神前こども園
日
対

12 月の子育て広場

この画像は表示できません。

問合せ TEL332-8976

12 月は「クリスマス会」の開催を予定しております。
但し、昨年同様定員制としましたので、お申込みをお願いします。
参加希望者の方全員とはいかないかもしれませんがご容赦いただ
きたいと思います。
下記の要領に従ってお申込みください。

子育て支援センターにじ

時：12 月 月曜日～金曜日

（祝日を除く）

９：３０～１４：３０
象：主に乳幼児（０歳～３歳）とその保護者
コロナ禍では、午前・午後の入替制
問合せ：TEL 326-4408

日
時
場
所
対象定員
参 加 費
内
容

12 月 15 日（木） 10：００～11：30 まで
神前地区市民センター 2 階
未就園児のお子さんと保護者の方 合わせて 30 名まで
（神前地区住民の方限定）
保護者の方のみ 100 円（当日受付にて）
（お子さんは無料）

※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

ニコニコミュージックさん

巡回予定

サンタさんやトナカイさん

によるコンサート

12 月
8 日（木）１３：４０～１４：１０ 神前地区市民センター
12 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

からのプレゼント

他にも楽しいイベントをたくさん考えています。
申込方法

11 月の地区行事
11 日（金）第 8 回 神前愛さつの日「朝の声掛け活動」
13 日（日）大日山整備活動（大日山自然公園
参加ボランティア募集中

9:00 開始 里山を守る会）

団体事務局まで申込みを！

19 日（土）女性のための防災訓練（神前小学校
参加者募集中

9:30 開始

女性防災の会アイリス）

団体事務局まで申込みを！

20 日（日）同推協啓発委員研修フィールドワーク（水平社博物館）
25 日（金）簡易救命講習会（地区市民センター 18:30 開始
参加者募集中

神前地区市民センターへお電話か、直接お越しいただいてお申込みくだ
さい。
申込みの開始は 11 月 21 日（月）からです。
（11 月 30 日（水）まで）
そ の 他 参加される方は感染症対策をお願いいたします。
（当日検温、手指消毒、大人の方はマスク着用、室内換気）

神前消防分団）

団体事務局まで申込みを！

お問合せ・お申込み 神前地区団体事務局
神前地区市民センター

TEL/ＦＡＸ 327-1501（13:00～ 山本）

TEL 326-2751（8:30～ 吉田）

神前地区民生委員児童委員協議会
お申込み・お問合せ先
神前地区市民センター
主任児童委員 川村まり

TEL 326-2751
TEL 326-2531

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
～これらは全て「体罰」です～
・言葉で注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
・大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた
・宿題をしなかったので、夕ご飯を食べさせなかった

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達試験に伴い、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、ＣＴＹ－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。
（１）実施日時
令和４年１１月１６日（水）午前１１時００分ころから数分程度
（２）試験放送内容
放送・吹鳴内容
【放送内容】
上りチャイム音(♪ピンポンパンポン )
「これは、J アラートのテストです。」×３
「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 )

防災行政無線

※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。
●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。
●気象状況その他の理由により中止する場合があります。

地区巡回行政相談
困ったら 一人で悩まず 行政相談
役所の仕事に関する困り事、意見・要望や行政に関して分からないことなどは
ありませんか？
そのようなときに役に立つのが総務省の「行政相談」です。
行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人の業務や、国が関わっている県・市
などの業務に対する困り事、意見・要望などを幅広く受け入れ、公正で中立的な
立場から、必要に応じて、関係行政機関にあっせんを行います。そして、その解
決や実現の促進を図るとともに、行政の制度・運営の改善に生かす制度です。
毎月第３火曜日に四日市市役所１階市民相談コーナーで行政相談を実施してい
ますが、１１月は川島地区市民センターで実施します。
年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相
談ください。
日 時
令和４年１１月１５日（火）午後１時～４時
場 所
川島地区市民センター 和室
※川島地区以外の方のご相談にも応じます。
「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有識者で、みなさんの身
近な相談相手です。ご相談は無料で、相談者の秘密は固く守ります。
○お問い合わせ先

市民生活課

市民・消費生活相談室（☎３５４－８１４７）

●以降の試験は、以下のとおりを予定しております。
令和５年

２月１５日（水）１１：００

【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
【お問い合わせ先】
四日市市 危機管理課
電 話 059-354-8119
メール kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp

地区一斉防災訓練へ ご参加ありがとうございます。
10 月 16 日（日）、朝 9 時より神前地区一斉防災訓練が行われ
ました。
今回は、恒例の「黄色いタオル大作戦（安否確認）」に加えて「避
難誘導訓練（非常時持出袋持参）」を行いました。
「安否確認」は、地域防災の要といえます。
「誰が無事で、誰が
被災しているのか」を明確にすることで、被災した方への救助対応
を速やかに実施することができます。
緊急避難場所への避難
緊急避難は、各町防災隊長さんから、
「落ち着いて避難できていた。」と「あわてている方もみえた。」
という両方の振り返りをいただきました。災害時に避難するか避
難しないかは別として、「わが家からの避難経路を知る。」
「避難
方法を知る。」
「避難時の行動を知る。」ためにも訓練は必要だと
思います。持出袋も必需品です。この再確認を！
消防分団による消火栓訓練
さらに続いて、各自治会独自訓練も行っていただきました。
消火器での消火訓練や消火栓の使い方訓練をはじめ、土のう
作りやその設置訓練、非常持出袋の点検作業など工夫を凝らした訓練を行いました。
神前には消防分団の方々がいてくれるおかげで、訓練の指導もすべて行ってくれました。
地域全体で防災に対して真剣に向き合うことはとても大切なことだと感じました。

情報班から総務班へ伝達

訓練を見守ってくださる中根部長

対応を検討する本部役員

災害対策本部では、今回四日市市の中根危機管理統括部長をお迎えして、現地災害対策本
部（各自治会）、地区災害対策本部、四日市市災害対策本部（市民センター経由）を立ち上げ、
それらを結ぶ仮想被災対応訓練を行いました。
30 分余りの間に地区内 10 町より様々な被災情報を伝達してもらい、瞬時に現地と地区、
地区と四日市市を無線で結び、その被災状況で最適な対応をとるための訓練を行いました。
初めは各本部員に動揺があり動きがバラバラな感じがありましたが、数分もすると情報伝
達の流れもスムーズになっていき、情報班から総務班、総務班から本部役員へと的確に情報
が伝達されて行きました。四日市市の災害対策本部へ情報伝達も緊急分担員（市役所職員）、
センター館長を経由してスムーズに行われました。
課題も多く見つかりましたが、災害時に役に立つ実践的な訓練を続けたいと思っています。
神前地区自主防災協議会・神前地区連合自治会

再掲

参加者募集！女性のための防災訓練
「避難所開設運営訓練」を行います。

10 月 16 日に神前地区一斉防災訓練ご苦労様でした。安否
確認訓練も避難誘導訓練もしっかりできたと思います。
しかし、もう一つしておかなければならないのが、避難所の
開設と運営訓練です。避難所の運営は避難者が行わなければな
りません。避難者は、お客さんではないのです。
そして、感染対策を考えた運営は、受付時が勝負となります。
人を的確に区別すること。そして避難場所を的確に配置することです。さらに、トイレの配
置や避難弱者への対応など知っておいてほしいことがたくさんあります。
なぜ避難所運営に「女性目線」が重要なのかというと、「女性目線」とは、避難弱者（高
齢者や障がい者、妊婦、乳幼児をお持ちのお母さん方など）に
対する配慮など、女性だからこそ気づけることがあるからです。
そこで、女性を中心に基本的な開設・運営方法を訓練するた
めに研修会を計画しました。
下記の要領で参加者を募集しますので、できるだけ各地区の女
性の方々を中心に参加していただきたいと思っております。
開催日時 11 月 19 日（土）9:30～11:30 （受付 9:00 体育館入口）
開催場所 神前小学校 体育館
参加申込 神前女性防災の会「アイリス」事務局へ、直接、又は電話か FAX もしくは下記
メールアドレスまでメールでお申込みください。
アイリス事務局 団体事務局 TEL・FAX 327-1501
神前地区市民センター
TEL 326-2751 FAX 325-2070
Ｅmail：kanzaki-mgr@city.yokkaichi.mie.jp
申込締切 11 月 11 日（金）
定
員 20 名（女性中心ですが、男性の参加も歓迎します。）
訓練内容 ① スクリーニング受付訓練 及び 避難者確認受付訓練
② 避難場所区割り訓練（避難所内テント設営訓練）
③ 簡易トイレ組立訓練
④ 避難所レイアウト検討会（避難弱者を中心にした避難所運営を話し合います）
当日は都合で参加できないという方で、避難所の開設運営に興味のある方へ、当日使用する
「避難所レイアウトマニュアル」や「受付マニュアル」をお渡しすることができます。
ご希望の方は、神前地区市民センターまでご連絡ください。それぞれ無料で送付させていた
だきます。
神前女性防災の会「アイリス」

浜田小学校・四郷小学校・桜台小学校 給食パートを募集！
（１月上旬からの勤務です）
◇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）
※桜台小学校のみ：午前８時４０分～午後３時２５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 ＝ １１月１４日（月）～１１月２５日（金）

「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 2022 年１２月１０日(土)
１３：００～１6：0０(講習会のみの人は 14：40 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)
申込方法 電話にてお申込みください。
保
育 あり/無料（保育対象：満６か月～）※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）

救命講習

楠こども園・笹川保育園・富洲原保育園 給食パートを募集！

(救命入門コース)を受講しよう

◇募集職種：給食調理員（給食パート）各 1 名
◇業務内容：給食調理、後片付け、調理場清掃など
◇勤務場所及び時間
①楠こども園
午前８時３０分～午後３時００分（労働時間６時間

開催日時：11 月 25 日（金）１８：３０～２０：００
開催場所：神前地区市民センター 2 階 会議室
１か月数日程度）

②笹川保育園 ③富洲原保育園
月～金 午前８時３０分～午後４時４５分（労働時間７時間１５分）
土 午前９時～１２時４５分（労働時間３時間４５分）
土曜日は隔週で出勤 土曜日２日勤務分を平日１日の振替休日でとっていただきます
（富洲原保育園の勤務時間は要相談。また、3 月までの短期になる可能性があります。）
◇時間給：９８０円（通勤距離が片道２㎞以上の場合、通勤費を別途支給）
◇応募方法：応募を希望される方は、各園に電話でお問合せください。
◇問い合わせ先 ①楠こども園 （TEL３９８－３１３３）
②笹川保育園 （TEL３２１－５４１０）
③富洲原保育園（TEL３６５－０９９４）

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。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。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。
グループや団体の方でまとめて（10 名程度で）申込んでいただいてもかまいませ
ん。いろいろな活動をしているときに必要になるかもしれません。
申込みは
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 11 月 18 日の金曜日となります。

