
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神前では、以前蚕を飼って、養蚕業を盛んに行っていたこ 

とをご存知ですか。どんな道具を使っていたのでしょうか。 

今の神前があるのは、昔から脈々と続く歴史があるからで 

す。その一端を垣間見ることのできる「郷土資料館」がリニ 

ューアルオープンをします。 

昨年から「かんざき風物詩編集委員」の方々が、少しずつ 

館内を整備し、地域の方々からいただいた貴重な品を見やすくわかりやすく展示し直してく 

ださいました。 

先日のウォークラリーの際は、一部開放ということでコース 

の中に組み入れ、参加された方々には館内を見ていただきまし 

た。最後の整頓を終え、いよいよ 3 月 26 日（日）にリニュー 

アルオープンをさせていただきます。 

当日は、昔の道具にさわって動かしたり、昔の遊びで遊んだ 

りしてもらおうと、いろいろなイベントを計画しています。 

（詳しい内容は 3 月上旬号でお知らせします。） 

しばらく休憩していた資料たちがまたみなさんの前に姿を現してくれます。ぜひ、館内を 

見ていただきたいと思います。そして、今後は、地域の文化の中心として、子どもたちや地 

域の方々の学習の場として、また他地区の方々に神前地区を知ってもらう場として、利用し 

ていただければと思っております。 

この機会にぜひご来場ください。お待ちしております。   かんざき風物詩編集委員会 

神前地区社会福祉協議会 

 

 

 

2 月 9 日（木）、神前女性防災の会「アイリス」が、神前こど 

も園に、子ども用マスクを 100 枚寄付しました。今年で 3 年 

目になります。 

コロナ感染症は収束に向かっていますが、インフルエンザや花 

粉症など、まだまだマスクが必要だと考えてのことだそうです。 

リスクに対する予防（準備）の大切さは子どものころからの、こ 

のような経験の積み重ねだと感じています。 

「アイリス」メンバーが園内に入っていくと、子ども達が出迎えてくれました。 

子ども達の元気な「こんにちは」の声で出迎えられ、メンバーは笑顔満面でした。 

箱に入ったマスクを見てもらうと、子ども達はさっそく「私はこ 

れがほしい。」「ボクはこれ。」と箱の中を覗き込んでいました。 

みんなでそろって「ありがとうございます」と大きな声でお礼 

を言って、マスクを受け取ってくれていました。 

病気に気を付けて、元気に遊んでくださいね。            

神前女性防災の会「アイリス」 

 

 

お知らせ 
発行：令和５年２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 

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。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。 

大日 Café サロン   

日時：3 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：3 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：3 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：3 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：3 月 開催予定なし 

※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 

神前地区各校園 卒業式・卒園式のご案内 

ご卒業・ご卒園 おめでとうございます。 

3 月 １日（水） 四日市中央工業高校  四日市商業高校 

3 月 7 日（火） 三滝中学校  三重平中学校 

3 月 20 日（月） 神前小学校  三重西小学校 

3 月 22 日（水） 三重西幼稚園 神前こども園  

今年はコロナウイルス感染防止対策の観点から、式典への参加者は卒業生・卒園児とその保護者、

学校・園関係者等の必要最小限といたします。 

神前の郷土資料館がリニューアルオープンします。 

「アイリス」がこども園にマスクを寄付しました 



 

 

 

2 月 5 日（日）、寺方児童集会所において、神前地区同和教育推進協 

議会主催の「神前同推協のつどい」が開催しました。  

今年は、3 年ぶりの開催でした。2 年間コロナ禍で集会が制限されて 

いたために開催できず、今回も人数制限のためにご招待させていただい 

た方々だけの参加でしたが、50 名あまりの方々にお集まりいただき開催 

しました。今回は、菅原町の地区懇談会を中心にした差別解消の取り組み 

や、神前こども園ＰＴＡの何でも話せる親 

同士のつながりを創ろうとした「神前トーク」の取り組みを発表しても 

らいました。後半は、小学校や人権センターの方々と来年度が同推協設 

立 50 周年ということもあって、今まで取り組んでもらった当協議会 

のメンバーも交え、パネルディスカッション形式でいろいろなご意見 

や経験談などについてお話しいただきました。 

みなさんが一番大切にして見えるのは、「人と人とのつながりを大切 

にして、何でも話し合えること。」でした。話し合うことで、「自分と 

は違った価値観」や「自分が気づかない自分」が分かって来るのでは 

ないか。また、人間は必ず「決めつけ」や「偏見」を持っています。そ 

うでないと自分を保てず、精神を安らかにできないからです。しかし、 

厄介なことに人はそれを無意識に隠してしまいます。「私は差別なんか 

していない。」とか「差別なんか見たこともない。」という人も必ず差別 

心があるのです。それに自分で気づいてからでないと差別の解消にとりくめません。神前地区には、 

それをみんなで理解し、包み込む風土があります。50 年以上の年月をかけて築いてきた人権を尊ぶ 

風土です。それを大切にしながら、これからもみんなが自分を振り返ることができるように、お互い 

が見守り合えるようにしていきたいと思います。 

詳しくは「同推協だより」をご覧ください。           神前地区同和教育推進協議会 

 

 

 

2 月 4 日（土）、神前地区市民センターにおいて、セ 

ンター事業「お菓子の家づくり」講習会を開催しまし 

た。お父さんやお母さん、おばあちゃんも含めて、10 

組（15 名）のご家族に参加していただきました。残 

念ながら先着順で参加いただいたので、今回は参加で 

きなかった方もみえました。申し訳ありませんでした。 

今回はバレンタインの日が近いので、壁はクッキー、屋根はチョコレートのお家を作りました。講 

師は上名ヶ丘の山本さん。いつもはセンター団体事務局でお仕 

事してみえますが、今日は、壁のクッキーや屋根のチョコレー 

トを準備して来てくれました。小さいお子さん方もいっしょに 

家族みんなで楽しく仕上げました。食べるのがもったいない作 

品になりました。 

神前地区市民センター 

 

 

 

2 月 11 日（土）、晴天の温かい日となった「建国記念の 

日」に曽井町の保曽井神社で「ふれあい餅つき大会」があ 

りました。毎年恒例の餅つき大会でしたが、コロナ禍で２ 

年間中止していました。地域行事が順次再開されていくこ 

とはとても楽しいことだと思います。 

この日も小さなお子さんから高齢の方々まで地域の様々 

な方々が一堂に会して、お餅をついてみえました。そして、 

つきたてのお餅を食べながら、楽しそうにいろいろなお話 

をしてみえました。年齢が同じでも違う幼稚園やこども園へ通ってみえるらしいお子さんの 

ご父兄同士が、通ってみえる園のお話をしている声が聞こえてきましたが、このような場で 

ないとなかなかお話する機会がないような気がします。 

お餅では、特に、「ねぎ餅」がおいしかったです。初めて 

食べました。ねぎをみじん切りにして水にさらし、しぼって 

鰹節とお醤油だけのシンプルな調味料で味付けしたものす 

が、お餅にからめるととってもおいしく、びっくりしました。 

曽井町が発祥（？）だと聞きました。地域独特の行事や味に 

出会えるのも楽しいものです。みなさんの町の独特な文化も 

教えてほしいと思います。                神前地区曽井町自治会 

 

手話サークル「ワン・ステップ」が、神前地区市民セン 

ターにおいて 4 月から毎週開催されることとなりました。 

手話は、聴覚に障害のある方々とのコミュニケーショ 

ンの手段として有効であるだけでなく、様々な方々との 

コミュニケーションも可能にします。例えば・・・ 

姿は見えるのに声の届かない場所同士の連絡も可能 

 

ですし、内緒話も可能です。（笑） 

会話を指や表情で表現することで、感情 

を豊かにもしてくれます。この機会の是非 

ご参加いただきたいと思います。まずは、活 

動の様子を見に来てください。 

  
     その他にも神前地区にはさまざまなサー 

    クル活動をしている団体があります。地域の方々が自由に参加できるサークルがありました 

ら、ぜひ紹介させていただきたいと思います。 

     サークルの代表の方はぜひ地区市民センターまでご連絡ください。（℡ 326-2751） 

    取材させていただき、センターだよりやホームページに掲載させていただきますので、 

よろしくお願いいたします。 

神前地区同和教育推進協議会「同推協のつどい」開催しました 

センター事業「お菓子の家づくり」講習会開催しました。 

手話サークル「ワン・ステップ」が始まります。 

開催日時 毎週木曜日 13:30～15:00 

  初回 4 月 6 日（木）13:30～15:00 

開催場所 神前地区市民センター 会議室 

問い合せ 神前地区市民センター内 吉田 

           （℡ 326-2751） 

連絡先  代表 竹本孝子（曽井町） 

           （℡ 326-0644） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《四日市市消防本部からのお知らせ》 

 

 

３月１日～３月７日までの７日間にわたり全国一斉に実施される春の火災予防運動に伴い、火災

を未然に防止するため当市においても同運動を行います。 

令和４年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は７９件です。このうち建物火災が４２件

で、主な出火原因は、こんろ、放火、煙草による火災になります。大切な命や財産を守るために以下

の１０のポイントを実施していきましょう！ 

●住宅防火 いのちを守る １０のポイント 

≪４つの習慣≫ 

① 寝たばこは絶対にしない、させない。 

② ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 

③ こんろを使うときは火のそばを離れない。 

④ コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。 

≪６つの対策≫ 

① 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。 

② 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する。 

③ 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。 

④ 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。 

⑤ お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。 

⑥ 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。 

※住宅用火災警報器についての点検方法は四日市市消防本部のホームページでご確認ください。 

 

多文化共生講演会開催のお知らせ 

困難を乗り越えて強く生きるために～チャレンジし続ける大切さ～ 
10 歳で来日した日系ブラジル人の大山ジェシカさんが、言葉の壁に悩みながらも努力を重ね、 

今春から高校の英語教師となる自身の体験談について話します。 

日時 令和５年３月１５日（水）１８：３０～２０：３０ 

講師 大山ジェシカさん／鈴鹿市通訳職員 

会場 四日市市総合会館８階視聴覚室〔オンライン(Zoom)配信を併用予定〕 

定員１００名（先着順） 参加費 無料   

その他 手話通訳・要約筆記あり 主催 四日市市  

申込み方法 事前にＦＡＸ、Ｅメールで①名前（ふりがな）②電話番号 

③所属団体（任意）を記入の上お申込みいただくか、 

直接電話でお申込みください。 

問合せ・申込み先 市民生活課 多文化共生推進室 

☎０５９－３５４－８１１４／ＦＡＸ：０５９－３５４－８３１６ 

Ｅメール：kyouseisuishin@city.yokkaichi.mie.jp 

春の火災予防運動を実施します  ３月１日～３月７日 

お出かけは マスク戸締り 火の用心 

羽津小学校・桜台小学校・楠小学校・笹川小学校・県小学校・下野小学校 

     給食パートを募集（４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） 

◇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：午前８時４０分～午後３時２５分（労働時間６時間） 

        ※下野小学校：午前８時４５分～午後３時３０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 ＝ 羽津小学校・笹川小学校勤務の場合、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 ＝ ２月２７日（月）～３月１０日（金） 

市立保育園・こども園 保育士パート

 

事前登録をいただくと、各園で欠員が生じた場合に、ご登録者の方にご連絡させていただき、園で面
接のうえ、任用を決定します。 
♦勤務形態・場所︓週３０時間以上（パートタイム常用） 

週２０時間未満（パートタイム非常用） 
登録いただく際に、ご希望の勤務時間、週あたりの勤務日数、通勤可能な 
範囲を伺い、希望に応じた園がある場合に後日連絡させていただきます。  

♦時間額・その他︓勤務形態に応じ、時間額 1,010 円 〜 1,220 円 
通勤距離が⽚道２㎞以上の場合、通勤費を別途⽀給 
パートタイム常用の場合は賞与あり 

【事前登録の窓口・問合せ先】 
 事前登録を希望される方は、保育幼稚園課（☎354‐8173）にお問い合わせ 

ください。事前登録の詳細は市ホームページからもご覧いただけます。 ➡ 

〜 令和５年度から勤務いただける⽅の事前登録を現在受付けています 〜 

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：3 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：申込み不要、参加費無料です。 問合せ：高齢福祉課 地域支援係 TEL 354-8170 

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。 

ヘルスリーダー イキイキ教室 楽しく笑って！介護予防！！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのマイナンバーカードの申請をサポートします！ 

マイナンバーカードを作りたいけど、申請の仕方がわからない方のために、商業施設などに出張して 

マイナンバーカードの申請サポートを実施します！この機会にぜひ出張申請サポートをご利用ください！ 

サポートを利用していただいた方にはノベルティをプレゼント！ 

サポート内容 

・マイナンバーカード交付申請書の記入のお手伝い      

・インターネットでの申請のお手伝い 

・交付申請用の顔写真の撮影、印刷、切り抜き及び貼り付け  

・交付申請書送付用封筒(切手不要)のお渡し 

・マイナンバーカードに関する相談・案内など 

マイナンバーカード出張申請サポート（令和５年３月実施予定表） 

じばさん２階 (確定申告会場受付付近) 

９時３０分～１７時３0 分 

２日(木)・３日(金)・１０日(金) 

イオンモール四日市北 １階専門店通路 

１０時～１８時 

４日(土)・５日(日)・２５日(土)・２６日(日) 

イオン四日市尾平店 1 階東側エスカレーター付近 

１０時～１８時 

１１日(土)・１２日(日) 

 

アピタ四日市店 ２階休憩スペース 

(西側エスカレーター付近)    １０時～１８時 

１７日(金)・２４日(金) 

 

イオンタウン四日市泊 １階中央イベント広場 

１０時～１８時 

１８日(土)・１９日(日) 

 

【問い合わせ先】四日市市マイナンバーカードサービスセンター 電話 059-340-8371 

水道管の凍結による漏水について！ 
 令和５年１月２６日の寒波により、市内の多くのご家庭や事業所の水道管が凍結し、

漏水が多数発生しました。今一度、敷地内で漏水が無いか確認していただき、漏水が発

生している場合にはメーターボックス内の止水栓をお閉めください。 

 漏水については、お近くの「四日市市上下水道局 指定工事事業者」へ連絡し、ご自

身で修繕していただきますようお願いします。 

 「四日市市上下水道局 指定工事事業者」は、上下水道局ホームページに掲載してお

ります。           

お問い合わせ先：四日市市上下水道局 

             水道維持課  電話：０５９－３５４－８３６０ 

             夜間休日窓口 電話：０５９－３５１－１２１１ 

四日市市こども子育て交流プラザへ遊びに行こう！！ 

TEL：059-330-5020  HP: https://cocoplaza-yokkaichi.jp/ 

FAX：059-334-0606  所在地：四日市市東新町 26 番 32 号 橋北交流会館 4 階 

【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 

※小学生以下は 17：00 まで、中高生 19：00 までに利用可能です。 

各部の間に消毒を行います。その間、施設の利用はできません。 

【主なイベント日時・内容】 

３月６日 

（月） 

10：15～

11：00 

おしゃべり広場（受付 9：00～） 

みんなで楽しくおしゃべりしよう。 

対象/四日市市に引っ越し

してきた人 

定員/当日先着 12 組 

３月 19 日 

（日） 

10：00～ 

11：00 

15：30～ 

16：30 

プラザフォトスポット 

家族や友だち同士で写真をとろう。 

対象/どなたでも 

定員/1 回につき 1 グルー

プ 5 名まで 

３月 25 日 

（土） 

10：30～

11：00 

えほんのひろば（受付 9：00～） 

おはなしとわらべうたであそびましょう。 

対象/どなたでも 

定員/当日先着 10 組 

３月 27 日 

（月） 

12：45～ 

13：45 

水耕栽培（受付 12：30～） 

土を使わない野菜づくりを体験しよう。 

対象/小学生 

定員/当日先着８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。開館状況、イ

ベント実施状況など詳しくは、ホームページをご覧いただくか、電話にてお問合せください。 

「国指定天然記念物御池沼沢植物群落」で 

環境保全のボランティアをしませんか 

（１）期間  令和 5 年４月から令和 6 年３月までの毎月２～３回（午前中） 

（２）場所  御池沼沢植物群落（西坂部町） 

（３）内容  除草作業や生育している植物に関する学習会 

（４）説明会 お申込後担当より日程調整させていただきます。 

（５）申込み ３月１０日（金）までに、応募用紙をシティプロモーション部

文化課へメール、ファクス、郵送、あるいはご持参ください。

応募用紙は、ＨＰ「国指定天然記念物御池沼沢植物の詳細」と

検索していただき、ダウンロードしていただくか、シティプロ

モーション部文化課までご連絡ください。 

℡：059-354-8238 Fax059-354-4873 

E メール：bunka@city.yokkaichi.mie.jp 



尾平町 室商店前 

尾平町 西 

 

 

 

令和 4 年度最後で、第 4 回目の「里山整備活動」が、2 月 

12 日（日）、大日山公園を中心に行われました。 

今にも雨が降りそうな天気でしたが、里山を守る会のメン 

バーを中心に 30 数名の方々に参加していただきました。 

今回は、3 月 5 日（日）に行われる、神前地区の小学校 6 

年生の卒業記念植樹に向けて、植樹する場所の整備を中心に 

行いました。 

大日山公園から散策路の登り口を登り切ったすぐの西側に、 

植樹場所を決めましたが、雑木が多かったため、前日までに「里山を守る会」のメンバーが雑 

木を伐採してくださいました。樹木の伐採はちょっと専門的で危険も多いので、ボランティア 

の方々にしていただくには難しいと、あらかじめしておいて 

いただくことになったそう

です。 

作業の暑さで、参加された

方々は汗びっしょりになり

ながら作業を無事終えまし

た。3 月 5 日（日）は、子ど

も達に安全安心して植樹し 

てもらえると思っています。 

「里山」は、神前地区に残る貴重な自然財産です。自然が豊か

な地域には、豊かな人間性が育つと思い、30 年以上の年月をか

けて、先人の方々が私たちのために守ってきてくださった財産

です。そして今も地区内各場所で守り続けてくださっています。

大日山を中心にした菅原町、寺方町 1 区の里山、寺方町 2 区の

里山、曽井山を中心にした曽井町の里山、大溜池・小溜池を中

心にした尾平町の里山。神前地区の北側に緑のベルトのように

つながった里山をこれからは次の世代の方々に守ってほしいと

思っています。 

未来の地域の方々のために、子ども達が大きくなっても、神前に豊かな自然が残るために、 

来年度こそ、地域の方々のたくさんの力をお貸しいただきたいと思っています。 

是非、里山保全活動のボランティアに参加してください。そして、みんなで里山を守りなが 

ら、里山の中で楽しく遊んだり学んだりできる機会を増やしていきたいと考えています。  

この「里山」は地域の方々が保全してきた財産であり、神前地区の宝でもあります。神前地 

区全員で守っていきたいと思います。ご協力をお願いします。 

神前里山を守る会 

 

 

 

 

 

2 月 8 日（水）、神前地区民生委員児童委員協議会主催「子 

育て広場」が行われ、恒例の杉町先生の親子体操が開催され 

ました。当日は、小さいお子さんを連れたお母さん方 11 組 

が参加してくれました。 

                   「小さい子はいっぱい泣かせましょう。呼吸器と腹筋が鍛 

えられますよ。」など、先生が教えてくださる親子体操は、そ   

の合間のお話がとっても大切に感じます。技もすごいんです。 

 

 

 

 

 

 

 

小さな子が、空中で一回転したり、お母さんが子どもを振り回したり。周りで見ていると 

ハラハラドキドキですが、子どもも大喜び、親も子を支えているという親感が自覚でき、い 

いことばっかりのように感じました。 

子育ては「親だけでしなければ。」ではなく、地域の方々と共に、いろいろな方の知恵や経 

験をお聞きしながらしてもいいんです。民生委員児童委員は、そのお手伝いをさせてもらっ 

ています。次回、ぜひ参加してみてください。     神前地区民生委員児童委員協議会 

 

 

 

2 月 13 日（月）、小雨の中、 

第 11 回神前地区あいさつ運動 

「朝の声掛け活動」が行われま 

した。 

雨のせいか、それ程寒さを感 

じなかったようで、元気な大き 

い声の「おはようございます」 

が、朝の地域の中に飛び交いま 

した。多くの地域の方々に見守ら 

れながら、子ども達はそれぞれの 

小学校へ元気に登校していきま 

した。 

今後もあいさつを通して、お 

互いに顔の見える、いつでも会 

話ができる、そして住民の方々 

が自由に集うことのできる神前 

地区を目指していきたいと思っています。            神前地区連合自治会 

令和 4 年度最後の「里山整備活動」が行われました 杉町先生の親子体操（子育て広場）が行われました。 

神前地区あいさつ運動 第 11 回「朝の声掛け活動」実施 

上名ヶ丘 バス通り交差点 

寺方町 2 区 児童集会所前 


