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1 月 11 日（水）、神前地区市民センターで 1 月の「子育て 

広場」が開催されました。今月は、読み聞かせサークル「ほん 

わっか」さんに、絵本の読み聞かせをしてもらいました。 

当日は 5 組のお母さんと未就園のお子さんに集まってもら 

い、初めはおもちゃでの自由遊びをしました。民生委員も半 

数が 12 月からの新規任用のせいもあり、なかなか子どもた 

ちと接することが慣れていないようでした。 

準備ができると「ほんわっか」さんが登場して、「お月様 

のパンケーキ」や「12 支の始まり」等 6 つのお話をゆっ 

たりと、子どもたちの表情を見ながら語り掛けてください 

ました。お家の方に読んでもらう絵本とまた少し趣が違う 

ように思います。 

楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいました。 

2 月 8 日（水）は、杉町先生のご指導による楽しい「親  

子体操教室」です。未就園のお子様がいらっしゃるお家の 

方は、自由に参加していただけます。ぜひご参加ください。お待ちしております。 

神前地区民生委員児童委員協議会 

 

お知らせ 
発行：令和５年１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 

1 月 8 日（日）、四日市ドーム及び周辺海域で「災害に強い安全なまち四日

市」をめざして、令和 5 年“四日市市消防出初式”が開催されました。その

際、日頃のご尽力に対し、次の方々が表彰されました。 

 

【三重県消防協会北勢支会長表彰 表彰徽章】 

❀ 神前分団  山岸 功尚 さん 

❀ 神前分団  水谷 政隆 さん 

❀ 神前分団  中川  卓 さん 

【四日市市長表彰 消防団功労者表彰】 

 ❀ 機能別大規模災害（中） 

神前地区  大矢知智一 さん 

【四日市市長感謝状】 

❀ 元神前分団  山田 明典 さん 

表彰おめでとうございます！ 

1 月の子育て広場「ほんわっか」さんの読み聞かせ 

大日 Café サロン 

日 時 2 月 7 日（火） ★毎月第１火曜日  １０：００～１２：００ 

 場 所：寺方 1 公会所     協力費：100 円 

カフェ あったかつの 

 日 時：2 月 13 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：2 月 9 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：2 月 21 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：2 月 菅原神社等の梅の花見 

   *花見はフラワーサミットの藤棚にて行います。 

*カフェは菅原公会所にて行います。 

※なお、開催にあたり各町内の方を対象としますのでご承知おきください。 

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。 

2 月の活動 参加者を募集しています。 

日時 場所 内容 備考 

12 日（日）10:00 大日山公園 環境保全活動 大日山清掃ボランティア 

18 日（土） 9:00 美里ヶ丘集会所 ハザードマップ研修会 アイリス主催 

22 日（水）13:30 地区市民センター 認知症サポーター養成講座 講師在宅介護支援センター 

24 日（金）18:30 地区市民センター 簡易救命入門講習会 神前消防分団指導 

※ 参加ご希望の方は、地区市民センター又は団体事務局までお問い合わせください。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

【開館時間】 

＜第 1 部＞9：00～11：30 ＜第 2 部＞12：30～14：00 ＜第 3 部＞15：00～19：00 

【主なイベント日時・内容】 

2 月 7 日

（火） 

10：00～

11：00 

なかよし広場 保護者、地域の人、みんなで交

流しましょう。今月は、ネームタグキーホルダ

ーをつくります。 （受付 9：00～） 

対象/子育て中の保護者 

定員/当日先着 10 組 

協力/Ms.チアーズ・チアーズママ 

2 月 14 日

（火） 

9：30～

11：00 

赤ちゃん広場 体重測定や助産師に発育相談が

できます。 （受付 9：00～10：30） 

対象/0 歳～18 か月、出産予定

の人  定員/当日先着 10 組 

持ち物/母子手帳、バスタオル 

2 月 19 日

（日） 

10：00～

11：00 

15：30～

16：30 

手形カードをつくろう 家族で手の大きさくら

べをしよう。お子さんの成長記録にもなります。 

（受付 9：00～、15：00～） 

対象/どなたでも 

定員/各回当日先着 15 組（1 家

族 1 枚） 

2 月 22 日

（水） 

15：30～

16：15 

大縄あそび 大縄をつかったいろいろなあそ

びにチャレンジしよう！（受付 15：00～） 

対象/小学生 

定員/当日先着 12 名 

料金 無料  ※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、運営内容を変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育無料券とは、2 人目以降の子どもを出産した後の、保護者の心身の負担を軽減

するため、市内の認可保育園・こども園で実施する一時保育を、上の子が 2 回まで 

無料で利用できる券のことです。保育無料券を受け取るには、交付申請をしていただ 

く必要があります。 

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・- 

【申 請 方 法】 

こども未来課(総合会館 3 階)、各地区市民センターまたは市民窓口サービスセンター(近鉄四日市

駅高架下)にある申請書に記入し、郵送または直接、こども未来課へ 

※申請書は市ホームページからもダウンロードできます 

【対 象 者】 

市内在住の産婦で、２人目以降の子を出産し、生まれた子の兄・姉(未就学児に限る)を養育して 

いる方 

【利 用 期 間】 
保育無料券を受け取った日から、出産月の 12 か月後の月末まで 

※保育園・こども園（保育認定）に通園している場合は利用できません 
※幼稚園に通園している場合は、土曜日や長期休暇などに利用できます 

【利用方法等】 

一時保育の予約・利用方法は、園によって異なるため、各園にお問合わせください。 

 ※利用するには、事前登録が必要です 

 
【お問合わせ】四日市市こども未来課 TEL：354-8069 

＜文化財を火災から守ろう＞ 『毎年１月 26 日は『文化財防火デー』 

今から約 70 年前の昭和 24 年 1 月 26 日に、現存する世界最古の木造建 

造物である法隆寺の金堂が炎上し、貴重な壁画が焼損しました。そこで、毎 

年この日を中心に、文化財愛護意識を高める目的で、全国的に消防訓練や点 

検をはじめとした防火運動が行われます。 

近年ではパリのノートルダム大聖堂や沖縄県の首里城跡地での火災により、貴重な文化財を

失いました。国民的財産である文化財を火災や地震などの災害から守り、後世に伝えていくた

めには、文化財の所有者・管理者、消防機関、地域の皆さんが一体となり、火災を発生させない

環境づくりや防災体制の整備が重要となります。この機会に、改めて文化財に対する防火・防

災への関心を高め、みんなで文化財を守りましょう。 

【問い合わせ先】文化課 ℡ 059-354-8238  予防保安課 ℡ 059-356-2010 

御池沼沢植物群落で草刈ボランティアをしませんか 

（１）日時   2 月５日（日） 午前９時から１２時※小雨実施 

（２）場所    天然記念物 御池沼沢植物群落 

西部指定地（西坂部町） 

（３）内容    除草および集草 

（４）持ち物等 作業しやすく汚れてもよい服装・マスク・長靴・あれば草刈機 

（５）申し込み ２月１日（水）までに、名前、参加人数、交通手段、当日 

の連絡先を、電話か E メールでシティプロモーション部文化課までお知らせください。 

問合せ：四日市市シティプロモーション部文化課 

電 話：059－354-8238、E メール：bunka@city.yokkaichi.mie.jp 

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： 2 月 14 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 



 

 

 

 

令和５年度市県民税の申告についてのお願い 

新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止のため、 

以下の点についてご協力ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市県民税について・・・                    所得税の確定申告について・・・ 

四日市市役所市民税課（ 354—8132 FAX354－8309）    四日市税務署（ 352－3141） 

ホームページ http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html   国税庁ホームページ 

トップページの「市民の方へ」から「税金」➝「市・県民税」        http://www.nta.go.jp/ 

をクリック 

                 

※市役所へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください 
 

 

 

 

 

 

 

 

申告書は郵送などで提出してください 

〇可能な限り申告会場への来場を避け、市民税・県民税申告書は 

郵送などで市役所へ提出してください 

 申告書は正確に記入し、提出の際は必要書類を必ず添付してください。 

 申告書の作成方法、必要書類については、「市民税・県民税の手引き」を参考にして 

ください。なお、添付していただいた必要書類の返送を希望される人は､ 切手を貼った 

返信用封筒を同封してください。 

〇所得税の確定申告書は税務署へ提出してください 

 所得税の確定申告書は、ご自宅などのパソコン・スマホで作成することができます。 

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。 

 申告会場での混雑緩和について 

申告相談会場の混雑緩和及び感染リスク低減のため、申告相談時の医療費控除の明細書や収支内訳書の

作成は出来かねます。医療費控除の明細書や収支内訳書が事前に作成されていない場合、申告会場内の

スペースなどでご自身で作成していただきますので、事前に自分で作成して申告会場へお越しくださ

い。また、感染防止のため、入場制限をする場合がありますので、ご了承ください。 

 新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止対策について 

〇咳・発熱等の症状がある人、体調の優れない人の申告会場への来場はご遠慮ください。 

 〇申告会場へお越しの際は、マスクの着用、手指の消毒などにご協力をお願いします。 

 〇申告会場入り口にて実施する検温へのご協力をお願いします。 

市県民税の申告会場と日時 ◆市役所２階市民税課の申告相談日以前（※２/２～３/１２）に申告相談のための市民税課への来庁はご遠慮ください◆

四日市税務署からのお知らせ①〜確定申告はスマホとマイナンバーカードを利⽤したご⾃宅からの e-Tax が便利です

「所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税」の確定申告会場は、「じばさん」６階（安島1丁目3-18）です。 
【開設期間】２月16⽇（⽊）〜３月15⽇（⽔）午前９時〜午後５時（⼟曜・⽇曜・祝⽇は除きます。） 
      ※  じばさんへのお問い合わせは、ご遠慮ください。        
         ※  駐⾞場はありませんので、公共交通機関をご利⽤ください。     

国税庁ＬＩＮＥ
公式アカウン
トの友だち登
録はこちら 

  四日市税務署からのお知らせ②〜税理⼠による無料税務相談を⾏います〜  

【会    場】 あさけプラザ（四⽇市市下之宮町 296-１）※駐⾞場の台数に限りがありますので、公共交通機関をご利⽤ください。 
【⽇    付】 １月 31 ⽇（⽕）〜２月２⽇（⽊） 
【相談時間】 午前９時 30 分〜午後４時（正午〜午後１時を除く）※受付は、午前９時から開始します。 

 

【相談の対象となる人】 
 ①前年分の所得⾦額（⻘⾊事業専従者給与及び⻘⾊申告特別控除額の控除前または事業専従者控除額の控除前）が 300 万円以下の人 
 ②消費税課税事業者である場合には、基準期間（令和２年分）の課税売上⾼が 3,000 万円以下で、かつ①に該当する人 
 ※譲渡所得・⼭林所得・贈与税の申告をされる人、また相談内容が複雑な人、申告書の作成に⻑時間を要する人は、税務署の確定申告会場を 
      ご利⽤ください。 

お問い合わせ 

 ※ 「⼊場整理券」は、当⽇、会場で配布しますが、ＬＩＮＥアプリを使ってオンラインで事前に⼊⼿することも可能です 
  ※  当⽇分の「⼊場整理券」の配布は、施設の開場時間に合わせて、8時30分から開始します 
    なお、「⼊場整理券」の配布は16時までですが、配布状況に応じて、後⽇の来場をお願いする場合があります 
  ※  電話等の事前予約による申告相談は、令和4年12月28⽇をもって⼀時終了しております 



菅原町 朝の声掛け活動 

寺方町 1 区 朝の声掛け活動 

高角町 朝の声掛け活動 

 

 

 

あけましておめでとうございます。旧年中は各自治会の活動に 

ご協力いただきありがとうございます。今年も自治会活動へのご 

協力をよろしくお願い致します。 

1 月 11 日（水）、良く晴れて冷え込んだ朝でした。子ども達も 

お正月休みが終わり、3 学期が始まったばかりで、元気いっぱい 

の子もたくさんいて、いつものように大きな声で元気よくあいさ 

つしてくれていました。 

朝の声掛け活動も 3 年続けてきました。「継続は力なり」と、昔 

から言われていますが、月 1 回の活動とは言え、3 年間続けるこ 

とで、何かしらの成果が生まれていると感じています。 

3 年前に神前地区のみなさん方同志のつながりをもっと強くし 

たい、強い絆を作りたいと考え「あいさつ運動」を復活しました。 

さらに、コロナ感染症がまん延してますます地域のつながりが希 

薄になりつつある中、3 年間何とか続けてきました。 

朝の声掛け活動でも、大人から子ども達へあいさつすることで、 

子ども達にも大人自身にも、あいさつの良さや意味が自然と分か 

ってもらいたいという想いで行ってきました。 

確かに「あいさつ」という「形」を大切にしたことで、ご無理  

                をお願いしたこともあると思いますが、徐々に「実」になってき 

                ていると思います。 

神前地区としての「あいさつ運動」は、今年度でいったん区切 

りをつけますが、3 年間続けた「あいさつ」をぜひ生活の中で「普 

通」に「自然」に続けていってほしいと思います。それが地域のつ 

ながりの本来の姿だと思っております。 

第 11 回のあいさつ運動は、2 月 13 日（月）です。1 年で一番寒いときですが、神前地区 

に大きな声で元気よく「朝のあいさつ」が響くように、ご協力をお願いします。 

神前地区連合自治会 

 

 

 

1995（平成 7）年 1 月 17 日午前 5 時 46 分、マグニチュード  

7.3、最大震度 7 の阪神淡路大震災が起こりました。 

死者 6434 人、重軽傷者 43792 人、全半壊家屋 274181 

棟、焼失家屋約 7500 棟。これらの被害は、数字で語るのではな 

く、一人一人一軒一軒に物語があることを知らなければなりませ 

ん。さらに、生き残った者たちが、いかに苦しんできたかを知ら 

なければなりません。災害は必ずやってきます。しかし、災害で絶対に死んではいけません。 

本人はもちろんですが、生き残った家族や友人知人に死ぬまで後悔と無念さを残します。災害 

に備えましょう。災害で死なないように、今できる準備を全て行いましょう。 

神前地区自主防災協議会 

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 
  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５年２月１５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 ) 

※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。 

 
【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 

防災行政無線 

性の多様性に関する企業向け講演会 
LGBT など性の多様性についての理解を深めるため企業向け講演会を 

開催します。どなたでもご参加できますので、是非お申し込みください。 

日 時：令和５年２月２２日（水）１４：００～１５：３０ 

場 所：四日市商工会議所 ３階中会議室 （四日市市諏訪町２番５号） 

講 師：公益財団法人 反差別・人権研究所みえ 安田 賢行さん 

定 員：４０名（申込多数の場合は抽選） 

申 込：２月１５日までに申込書を郵送か FAX、または市民生活課（市役所５階）までお持ち 

ください。市ホームページからも申し込めます。 

その他：参加費無料 

お願い：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の着用をお願いいたします。 

お問い合わせ先 四日市市市民生活課（〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号） 

ＴＥＬ：０５９－３５４－８１４６  ＦＡＸ：０５９－３５４－８３１６ 

第 10 回神前地区あいさつ運動 朝の声掛け活動 

今生きている私たちが忘れてはいけない日 1 月 17 日 


