
 
 
 
 
 
 

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

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。 

 

 

お知らせ 
発行：令和４年１２月５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 

自動車文庫  巡回予定  
１月１7 日（火）  １３：４０～１４：１０ 神前地区市民センター 

１月２７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  

三重西幼稚園  

〔なかよし会〕 １月：１1 日（水）何を作ろうかな？ 

１6 日（月）親子で遊ぼう！ 

18 日（水）大型絵本の読み聞かせ 

23 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 

「子育て広場」 からのお知らせで～す！! 

★日 時：1 月 11 日（水）  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：ほんわっかさんの読み聞かせ 

★問合せ：神前地区主任児童委員  川村 まり 

神前地区市民センター  TEL 326-2751     

神前こども園  子育て支援センターにじ  

        日  時：1 月 月曜日～金曜日 （祝日を除く） 

             ９：３０～１４：３０ 

        対  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  

人権プラザ神前 人権・同和教育講座 

『ＬＧＢＴと多様性～私たちにできること～』 
人権プラザ神前が、ＬＧＢＴに関する講演会を開催します。講師は、一般 

社団法人ＥＬＬＹの佐野恒祐さんです。皆さん、ぜひご参加ください。 

 

日 時：令和 4 年 1２月２３日（金） 19:00〜21:00（18:30 開場） 

場 所：寺方児童集会所 ホール（四日市市寺方町 2251） 

講  師：一般社団法人ＥＬＬＹ 佐野恒祐さん 

定  員：50 名（当日、先着順） 

料  金：無料 

そ の 他：託児・手話通訳・要約筆記（無料）をご希望の方は、１２月１５日（木）までに人

権プラザ神前へお申込みください。 

駐車場は人権プラザ神前または、神前地区市民センターの北にある公共駐車場を

ご利用ください。参加にあたっては、感染症対策としてマスクの着用、手指消毒に

ご理解・ご協力をお願いいたします。「マスクをつけることができない」などの事

情がありましたら、ご相談ください。当日体調のすぐれない方（発熱、咳・くしゃ

み、風邪症状のある場合等）は、無理をなさらず、参加をお控えください。 

     ※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止となる場合がありますので、

ご了承ください。 

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 （TEL 340-8371 FAX 340-8372） 

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  １２月２９日（木）～１月３日（火）終日 

１月１８日（水）終日 

 

第 15 回西部ブロックファミリーバトミントン大会 参加者募集 
 

日  時：令和 5 年 1 月 15 日（日） 9:00 受付・開会式 9:30 競技開始 

場  所：桜中学校 体育館 

申込締切：12 月 16 日（金） 

申込方法：市民センターにある申込用紙に記入してセンターに提出して 

ください。詳細がお知りになりたい方は、地区市民センター 

（吉田）までお問合せください。 



 

 

 

11 月 19 日（土）、20 日（日）と高角町公会所で 

菊花愛好会主催による「菊花展示会」が行われました。 

当初は、菊花の成長が心配されましたが、素晴らし 

い作品（菊の花）が展示されていました。 

本来地区文化祭で小学校の一部屋をお借りして展覧 

会として実施し、会員が 1 年かけて一生懸命に育てあ 

げた作品（菊の花）の品評をして、市長賞をはじめ様 

々な賞を授与していました。 

しかし、文化祭が 3 年間中止され、発表の場もなく 

なり、会員も見てもらうことができなくて、育てる意欲が少なくなってしまうことが心配 

され、菊花愛好会で展示会を独自に開催しました。 

残念ながら、見に来ていただいた方が少なかったようで 

少しがっかりしてみえましたが、会員のみなさんは、この 

展示会が開けたことで、また来年への意欲を持っていただ 

きたいと思います。来年こそは地区文化祭を実施し、地区 

のさまざまな文化を継承していってほしいと思っています。 

来年もすばらしい作品（菊の花）を見ることができるよう 

 に願っております。 

 新たな会員も募集しております。菊の花を一緒に育ててみませんか。興味のある方は 

下記までご連絡ください。 

  連絡先 神前地区市民センター内 団体事務局（℡ 327-1501 13:00～） 又は 

      神前地区市民センター（℡ 326-2751 担当 吉田） 

神前菊花愛好会 会長 大森秀夫 

 

 

 

 

11 月 19 日（土）に神前小学校体育館で、神前女性防災の会 
「アイリス」主催「女性のための防災訓練」が行われました。 

当日は、小山田地区、川島地区、桜地区の女性防災隊の方も含 

め 24 名の方に参加していただき、「女性目線で防災を考える」を 

中心に 3 つの訓練を参加者で話し合い、体験し合いながら進めま 

した。 

初は「避難所レイアウト訓練」です。避難所というと学校の 

体育館というイメージが強いと思いますが、今は、校長先生のご 

理解を得て、体育館以外の使用できる教室を避難場所として開放 

していただいています。その開放していただいた教室をどのよう 

に使うかのが良いかを参加者で考えてもらいました。 

避難者の中には、高齢や障がいの

ために大勢の中ではなかなか安心

して避難生活が送れない方、妊婦さ

んや授乳が必要な小さい子どもさんを連れたお母さん、若い女性 

などで大勢の中で着替えることができない人もみえます。 

今までの体育館だけでなく、安全で安心な避難所にするために体 

育館以外の教室を、どのようにレイアウトするのが望ましいかを 

女性の目線で考えてもらいました。 

次は、「受付作業」です。受付には、健康チェック受付と避難者 

登録受付の 2 種類があります。 

健康チェック受付では、感染症をチェックしますが、感染症の 

疑いのある方は大勢の避難場所に入れることはできないので、別 

の介護室に誘導することが必要です。そういった振り分け作業に 

ついて考えてもらったほか、受付時には防護服を着ることになる 

ので、その体験もしてもらいました。 

また、避難者登録への記入体験もしました。支援物資を確実に 

受け取るためには、避難所にいない人（在宅避難、車中避難、知 

人・友人宅避難等）にもこの登録をしてもらう必要があり、一度 

は指定避難所に来ていただかなければなりません。そういった周 

知が必要なことや、受付では個別事情を考慮した方が良いことを 

学びました。 

後は、「避難所内で必要な備品の準備」についてです。簡易トイレやトイレ用テントのほか、 

固定式ベットやプライベートルームになる室内テントの組み立てや使用方法を実際に自分たちで 

やってみました。また、備蓄されているエアーマットはストローで膨らませますが、若い人でも 

10 分ほどかかるので、その体験をしてもらいました。体験こそ 高の訓練だと思います。 

一緒に防災について学びながら、つながりを作りませんか。「アイリス」は会員を募集してい 

ます。初めはサポーター会員からでも結構です。防災のはじめの一歩は地域のつながり、顔見知 

りになることです。興味関心のある方は、団体事務局、又は市民センターまでご連絡ください。 

神前女性防災の会「アイリス」 

               納期限は  

           12 月 26 日(月)です 

固定資産税・都市計画税  
（ 第 ３ 期 ）  

菊花展示会が開催されました。神前菊花愛好会 「女性のための防災訓練」が行われました。 

 

【絵本】 

とびだす！うごく！どうぶつ     わらべ きみか 

とびだす！うごく！のりもの     わらべ きみか 

とびだす！うごく！うみのいきもの  わらべ きみか 

とびだす！うごく！たべもの     わらべ きみか 

とびだす！うごく！ゆうえんち    わらべ きみか 

※かんざき文庫では、平日８：３０～１７：００まで図書を貸し出しています。 

お一人につき 1 回 5 冊（新刊は 2 冊）まで借りることができます。貸出期間は 

２週間です。 



 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

浜田小学校・四郷小学校・桜台小学校・楠小学校 

給食パートを募集（２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 ＝ 12 月 12 日（月）～12 月 23 日（金） 

高齢者介護に関するアンケート調査にご協力ください 
 

令和６年度から適用される第９次介護保険事業計画・第１０次高齢者福祉計画に 

皆様のご意見を反映するため、市内在住の４０歳以上の人のうち、無作為抽出で、 

4,500 人にアンケートをお送りしています。 

アンケートが届いたかたは、返信用封筒にて１２月２８日までにご回答ください。 

より良い介護保険・高齢者福祉行政のため、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【お問合せ】四日市市役所介護保険課 管理・保険料係 

TEL 059-354-8425／FAX 059-354-8280 

 

四日市市あけぼの学園 給食パートを募集 
◇募集職種 ＝ あけぼの学園給食調理補助員 １名（育休代替・更新の可能性あり） 

◇勤務場所 ＝ 四日市市立あけぼの学園（下海老町 185-1、四日市消化器病センターより南へ 

150 メートル） 

◇業務内容 ＝ 給食調理補助、後片付け、調理場清掃など（資格不要） 

◇年  齢 ＝ 不問 

◇勤 務 日 ＝ 週５日 月～金曜日（土・日・祝・年末年始は休み） 

◇勤務時間 ＝ 午前９時～午後３時３０分（３０分の休憩を含む） 

◇時 間 給 ＝ ９８０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

◇申 込 み ＝ 応募を希望される方は、あけぼの学園（℡３２５-４１２１）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。 

       

  ２０２３年四日市市 20 歳(はたち)を祝う会 
２０２３年(令和５年)１月９日(月・祝)  

四日市ドームで開催します。 
 

◇対 象 者  平成１４年４月２日～平成１５年４月１日生まれの方 

 ◇開催時間  １３:００～１３:４０ （受付１２:００～） 

 ◇そ の 他   

・式典のオンライン配信も行います。 

・マスクを着用してご来場ください。また、当日発熱のある方や、体調不良の方は参加をご遠慮 

ください。 

・新型コロナウイルス感染症予防のため、入場時に検温と手指消毒を実施します。 

・会場では受付を行います。12 月初旬に発送した案内ハガキ又は、参加票（市ホームページから 

ダウンロード）に必要事項をご記入のうえご来場ください。 

・車いすをご利用の方、介添えが必要な方は介助者（保護者）と一緒に入場していただけますので、 

当日スタッフにお申出ください。 

・駐車場には限りがあります。また、周辺道路の渋滞が予想されますので、できる限り近鉄四日市 

駅及び近鉄富田駅から運行するシャトルバス（無料）をご利用ください。発着場所や時間につい 

ては、市のホームページをご確認ください。 

・また、シャトルバスを利用する場合は、12 月 26 日までに下記 QR コード又は市のホームペー 

ジから申込みをしてください。 

・思いやり駐車場をご利用される方は、事前に下記、問合せ先へご連絡ください。 

・式典の運営に支障をきたす物及び酒類等の飲食物の持ち込みは絶対にしないでください。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、四日市ドームでの開催を中止し、企画委員の 

みで 20 歳を祝う会を執り行い、その様子をオンライン配信します。 

  ・四日市ドームでの開催を中止する場合は、市ホームページでお知らせします。 

◇お問合せ    四日市市こども未来部 こども未来課  

青少年育成室  ℡３５４－８２４７ 

 
シャトルバス申込フォーム 

《申込期限 12 月 26 日(月)》 
四日市市議会 議会報告会のお知らせ 

   11月定例月議会の議会報告会を、令和４年12月27日に開催します。今回は、四つの常任委員会 

が合同で一つの会場で議会報告会を行います。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、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１２月２７日（火） 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 

※会場でのやりとりを基本としてご意見をいただきます。※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。 

※状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性もありますので、あらかじめご了承 

願います。     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 


