
点訳広報、声の広報も製作しています

7月から公共施設の使用料を
変更します

　将来にわたり公共施設を適切に維
持していくため、7月1日使用分から
公共施設の使用料改定と有料化を行
います。
　使用料は、各施設で配布するリー

フレットや市ホームページ｢市政情
報」→｢行財政改革｣→｢公共施設｣で
確認できます。手続き方法など詳し
くは、各施設の担当へお問い合わせ
ください。

▪担公共施設マネジメント課薀94-4851

施 設 名 担　当

使用料を改定
する施設

武道館
スポーツ課薀94-4632総合運動公園体育館

（剣道場、柔道場、トレーニング室）

新たに有料化
する施設

コミュニティセンター 市民協働課薀94-4714
公民館 社会教育課（中央公民館内）

薀93-7500石田小学校特別教室など
コミュニティ防災センター講習室
（消防署南分署内） 消防総務課薀95-9143

行政センター体育館･弓道場

スポーツ課薀94-4632
上満寺多目的スポーツ広場
小･中学校 屋内･屋外運動場
総合運動公園自由広場
市ノ坪公園自由広場

　10月から、住民税非課税の人と3
歳6カ月未満の子どもがいる世帯の
世帯主を対象に、市内で使用できる
プレミアム付商品券を販売します。 
この商品券を取り扱う小売店や飲食
店などを募集します。詳しくは問い
合わせ先へお問い合わせください。
申し込み　商工会（伊勢原シティプ
ラザ内）や市役所2階の商工観光課で
配布するチラシを確認の上、申込書

に記入し、郵送かファクシミリ、ま
たは直接問い合わせ先へお申し込み
ください。申込書は市ホームページ
｢募集｣や商工会ホームページからも
入手できます。
※商品券の販売については、8月以
降にお知らせします
▪問商工会薀95-3233 96-4125
▪担商工観光課薀94-4732
　福祉総務課薀94-4718

　高齢者を中心に、電子マネー＊を利用した詐欺的な投資勧誘や、キャッ
シュカードをだまし取る特殊詐欺などの被害が増えています。被害に遭わ
ないため、不審に思ったら、まず相談窓口へご相談ください。
＊電子マネー…事前にお金をチャージしたカードや、クレジットカードでの自動引
き落としを設定したカード、スマートフォンや携帯電話で支払うお金のこと
▪担人権･広聴相談課薀94-4717

　伊勢原協同病院の跡地に整備を進めていた街区公園がオープンしまし
た。既に開園している隣接地を含め、名称は｢中尾谷公園｣となります。
　園内には地域住民とのワークショップの結果を踏まえ、災害時に使用で
きるマンホールトイレのほか、複合遊具、健
康遊具などを設置しています。
　なお、園内の一部施設は引き続き工事を行
います。ご不便をおかけしますが、ご理解を
お願いします。

中尾谷公園の概要
所在地　桜台2丁目16番3
面　積　2367㎡（隣接公園含む）
施　設　 トイレ、複合遊具、健康遊

具など

▪担みどり公園課薀94-4759

プレミアム付商品券の取扱店を募集

金融詐欺にご注意を
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公園｣がオープンしました

「春の叙勲」
「危険業務従事者叙勲」を受章

危険業務従事者叙勲春の叙勲
旭日単光章

東
とお
井
い
 克
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夫
お
さん

（東大竹、83歳）
元伊勢原市商工会会長

瑞宝双光章

陣
じん
野
の
原
はら
 勝

まさる
さん

（石田、72歳）
元神奈川県警視

瑞宝単光章

𠮷
よし
浦
うら
 満
みつる
さん

（桜台4丁目、72歳）
元神奈川県警部補

旭日単光章

山
やま
口
ぐち
 和

かず
夫
お
さん

（上粕屋、84歳）
元伊勢原市高部屋地区

 石倉自治会会長

☆電話勧誘などにはすぐに応じない
☆もうけ話を安易に信じない
☆未公開株など、よく分からない商品には
手を出さない

　5月に｢春の叙勲｣｢危険業務従事者叙勲｣の受章者が発表されました。
　長年にわたり各分野で活躍、貢献された4人が受章しました。

被害を防ぐには

◇身に覚えのない請求は無視する
◇クレジットカードやプリペイドカードの番号は他人に教えない
◇トラブルが起きたら、カードの発行会社に連絡する

電子マネー被害を防ぐには

男女共同参画について考える展示会を開催します

“男女共同参｢学｣” “知る 学ぶ 考える 私の人生 私がつくる”
（2019年度内閣府男女共同参画週間キャッチフレーズ）

　男性と女性が、職場や学校、地域、
家庭でそれぞれの個性と能力を発揮
できる社会を実現するためには、皆
さん一人一人の取り組みが必要で
す。
　市では、昨年4月に｢第2次伊勢原
市男女共同参画プラン｣を策定しま
した。家庭や地域社会の意識向上に

向け、市男女共同参画推進委員会と
連携し、講演会の開催や啓発誌｢き
きょうフォーラム通信｣の発行に取
り組んでいます。
　この機会に、私たちのまわりの男
女のパートナーシップについて、考
えてみませんか。
▪担人権･広聴相談課薀94-4716

　男女共同参画のさまざまなテーマ
に関する書籍の紹介やパネル展示な
どを行います。
と　き　6月21日（金）～7月1日（月）

の午前8時30分～午後5時※土曜開庁
日の6月22日午前8時30分～正午もご
覧になれます
ところ　市役所1階ロビー

6月23日～29日は男女共同参画週間
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『いせはら　くらし安心メール』の
配信登録や閲覧は、市ホームページから
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人口と世帯

No.11786月15日

発行部数／39,700部人口102,232（−77）　 世帯数45,427（+4） 6月1日現在（　）は前月比



お知らせ information

広報いせはら縮刷版を頒布しています
市政の歩みを知るアーカイブ資料と
して｢広報いせはら縮刷版｣第3巻～7
巻（Ｂ5判、モノクロ）を頒布してい
ます。平成13～18年度分を収録した
第8巻を刊行しました◇第8巻仕様＝
Ｂ5判、カラー◇頒布価格＝4000円

（3～7巻は3000円）◇頒布場所＝市役
所1階の人権･広聴相談課
▪担広報戦略課薀94-4864

固定資産税（家屋）の減額措置
住宅の省エネ改修工事、バリアフ
リー改修工事、耐震改修工事を行っ
た場合や認定長期優良住宅を新築し
た場合に、一定の要件を満たし、申
告することにより固定資産税が軽減
されます。詳しくは担当へ。
▪担資産税課薀74-5469

スポーツ競技全国大会等出場激励金を交付
市内在住の人や市内に所在する団体
が、県予選などを通過して全国大会
などに出場する場合、激励金を交付
します。詳しくは担当へ。
▪担スポーツ課薀94-4628

シニア元気アップ教室
体重が気になる人向けの運動･歯科･
栄養の講話や実技▪時7月17日（水）･31
日（水）の全2回、午 
前10時～正午▪場中
央公民館▪対市内在
住で65歳以上の人
25人（申込順） 
▪担介護高齢課薀94-4725

家族介護者教室
｢介護保険制度について｣

介護保険の仕組みと活用方法を学ぶ
▪時7月24日（水）午後6時30分～8時▪場
伊勢原シティプラザ▪対市内在住･在勤
の人30人（申込順）
▪担介護高齢課薀94-4725

里親講座｢子どもたちのしあわせ
のために｣

里親制度の説明や養育体験の発表な
ど▪時7月18日(木)午前10時～正午▪場エ
リザベス･サンダース･ホーム(大磯
町大磯)▪定30人(申込順)▪申電話で問い
合わせ先へ▪締7月10日(水)
▪問平塚児童相談所薀73-6888
▪担子ども家庭相談課薀94-4642

県子育て支援員研修
9月～10月に開催する、県内で保育
や子育て支援分野に従事する人向け
の研修です。内容や申し込み方法な
ど詳しくは、県ホームページで「子育
て支援員研修」を検索するか、問い
合わせ先へ▪対県内在住の人◇受付期
間＝7月1日（月）～31日（水）
▪問（株）ポピンズ薀03-3447-5826
▪担子ども育成課薀94-4638

普通救命講習会
小児･乳児への心肺そ生法やAEDの
使い方を学ぶ◇修了証の発行あり▪時
7月26日（金）午後1時～4時▪場コミュ
ニティ防災センター（南
分署）▪対市内在住･在勤･
在学の中学生以上の人20
人（申込順） 
▪担警防救急課薀95-9144

日赤伊勢原市地区講習
▪時7月13日（土）▪場市役所2階2C会議
室▪対県内在住で15歳以上の人各30人
（いずれも申込順）▪締7月4日（木）
健康生活支援講習短期講習会
高齢者の健康増進と地域での高齢者
支援に役立つ知識や技術を学ぶ▪時午
前10時～正午
幼児安全法短期講習
身近にあるものを利用した簡単な手
当ての方法などを学ぶ▪時午後1時30
分～3時30分
▪担日赤伊勢原市地区事務局（福祉総
務課内）薀94-4718

オレンジカフェ（認知症カフェ）
昔懐かしい生活用品に触れながら交
流▪時7月10日（水）午後1時～3時▪場の
んびりハウス（東成瀬）▪対市内在住の
認知症の人とその家族10人（申込順）
▪費100円
▪担東部地域包括支援センター花たば
薀97-4755

出張 クルリンハウス
市内の名産品や話題の「生乳茶菓」な
どを販売します▪時
6月25日（火）～27日
（木）の午前10時～
午後3時▪場市役所1
階ロビー
▪担観光協会薀73-7373

産業能率大学スポーツ教室
｢親子（幼児）動きづくり教室④｣

考えて動く、2つ以上の動作を同時
にする▪時7月14日（日）午前9時30分～
11時▪場産業能率大学▪対年中･長の親
子40組80人（申込多数の場合は抽選）
▪申住所、氏名、性別、学年、電話番
号を明記し郵送（〒254-0026平塚市
中堂18-8 E棟3階）かFAX、電子メー
ル（ event@bellmare.or.jp）で問
い合わせ先へ▪締7月5日（金）
▪問湘南ベルマーレ薀25-1211 24-2514
▪担産業能率大学湘南学生SC薀92-2214

公民館・社会教育課
申し込みは、6月18日（火）の午前9時
から電話か直接担当へ。▪場の記載が
ない場合は▪担が会場です。

市民協働事業
｢いせはら市民大学･楽しい講座｣

伊勢原を知る講座や施設見学など▪時
7月6日～令和2年3月14日の原則毎回
土曜日･全13回、午後1時30分～3時
30分◇7月6日は開講式▪場中央公民館
ほか▪対市内在住･在勤･在学の人40人
（申込順）▪費1500円▪申住所、氏名、年
齢、電話番号を明記しFAX、また
は電話で問い合わせ先か担当へ
▪問いせはら生涯学習ボランティア協
会･三上薀 95-0807（午後5時以降）
▪担社会教育課薀93-7500 93-7551

季節の料理（夏）教室
夏にふさわしいメニューの実習と食
生活についての講話▪時7月11日（木）
午前10時～午後1時▪対市内在住･在勤･ 
在学の人16人（申込順）
▪担成瀬公民館薀95-1096

定年後の男の料理教室
生活習慣病予防の料理を作る▪時6月25
日（火）午前10時～午後1時▪対市内在住･
在勤･在学の人15人（申込順）▪費600円
▪申住所、氏名、年齢、電話番号を明
記しFAX、または電話か直接担当へ
▪担大田公民館薀95-4375 90-2251

木
き

目
め

込
こ

み布画（手芸）教室
フクロウの絵を布でかたどった作品
を作る▪時7月11日（木）
午前9時～正午▪対市
内在住･在勤の人20人 

（申込順）▪費500円▪締7 
月5日（金）
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

図書館　薀92-3500

図書館ミニギャラリー
写真サークル写嶺同（しゃれいどう）作品展
▪時6月16日（日）～29日（土）

市総合体育大会の参加者を募集
▪対市内在住･在勤･在学の人

▪担スポーツ課薀94-4628

管理栄養士（臨時職員）を募集
健康づくりや介護予防事業で栄養相
談などに従事◇応募資格＝管理栄養
士の資格を有する人◇募集人数＝若
干名◇賃金＝時給1570円（通勤手当支
給）▪申履歴書を持参し直接市役所分室1
階の担当へ▪締7月16日（火）◇面接あり
▪担健康づくり課薀94-4609

新小学校1年生の就学相談
令和2年4月に小学校入学予定で、特
別支援学級への入級や特別支援学校
への入学など、教育的配慮を必要と
する子どもの保護者を対象に相談を
受けます▪時月～金曜日の午前9時～
午後5時（祝日を除く）▪申事前に電話
で担当へ※受付は11月29日（金）まで
▪担教育センター薀74-5253

令和元年度労働保険確定･概算
申告はお早めに

労働保険（労災保険･雇用保険）の確
定･概算申告と保険料などの納付期
限は7月10日（水）です。
▪担神奈川労働局労働保険徴収課
薀045-650-2803

寄付　＊敬称略
福祉のいずみ基金　
◇伊勢原市カラオケ歌謡協会･15万
1142円◇千寿会･3万6472円◇神奈川
県自転車商協同組合伊勢原支部･1万
7000円
▪担福祉総務課薀94-4719
緑化募金
◇NPO法人いせはら森の会･1万円
▪担みどりのまち振興財団薀96-6466

催　　し 講座・教室など
event

おやこで認知症サポーター養成講座
スタンプラリーで楽しく学ぶ◇オレ
ンジリングの配布あり▪時7月20日（土）
午前10時～11時30分▪場伊勢原シティ
プラザ▪対小学生と保護者15組（申込順）
▪担介護高齢課薀94-4725

おはなし会＆対面朗読会
おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時6月25日（火）～28日（金）の午前11 
時～11時30分
野の会による対面朗読（視覚障がい
者向け）
希望する人は電話で申し込みを。

朗読会｢現代文学を読む｣
吉本ばななの作品を読む※開始時刻
はいずれも午後2時
日　程 タイトル

6/20（木） キッチン
  23（日） 満月 - キッチン2
  27（木） ムーンライト･シャドウ

子ども科学館　薀92-3600

大人 小･中
学生

4歳以上
小学生未満 4歳未満

入館料 300円 100円 無料
無料

観覧料 500円 200円 200円
※入館料は展示室利用料、観覧料はプラネタリ
ウム利用料です
☆印は入館料･観覧料がかかりません

プラネタリウム投影番組

土曜日 13:00□/14:20〇/
15:40□

日曜日、祝日 10:30■/13:00□/
14:20〇/15:40□

□＝ 親子･一般向け番組「プラネタリウム ち
びまる子ちゃん 星にねがいを」

〇＝ 親子･一般向け番組「ほしをつかまえた
おうじ｣＆｢旅するぬいぐるみ｣

■＝ 親子･一般向け番組「ダーウィン･ミス
テリー 生命進化の謎を追う」

科学工作教室｢プログラミング
を学ぼう 初級編｣

▪時7月6日（土）①午前10時～11時30分
②午後1時～2時30分▪対パソコンの 
キーボード入力が
できる小･中学生
各回20人（申込順）
▪費500円

科学工作教室｢プチロボで競争
しよう 伊勢原大会｣

オリジナルの四輪駆動ロボットを
作って競う。詳しくは問い合わせ先
へ▪時7月20日（土）午前10時～午後4時
▪対小学校3～6年生24人（申込順、3年
生は保護者同伴）▪費1350円▪申往復ハ
ガキでイベント名、住所、氏名（ふ
りがな）、学校名･学年、電話番号を
明記し、6月20日（木）～7月4日（木）
に問い合わせ先（〒243-0018厚木市
中町4-16-21プロミティあつぎビル2
階）へ
▪問県立青少年センター薀046-222-6371

天文学習会
｢夏の星座を観察しよう1｣☆

天文に関する話と星や星座の観察▪時
7月20日（土）午後7時～9時（雨天･曇
天時は午後8時まで）▪定60人（申込順、
中学生以下は保護者同伴）

健康・子育て 検診・教室など
health

すくすく健康相談
保健師や栄養士などが未就学児の健
康相談を受けます。身長や体重の計
測もできます。

日　時 会　場
6/20（木）
10:00～11:00 成瀬公民館

6/26（水）
 9:30～10:30 中央公民館

7/ 1（月）
 9:50～10:40

成瀬コミュニティ
センター

7/18（木）
10:00～11:00 伊勢原南公民館

▪担子育て支援課薀94-4637

プレパパ･プレママ交流会
初めての出産に備える教室。赤ちゃ
んのお風呂の入れ方についてや妊婦
体験など▪時7月6日（土）午前10時～午
後0時30分▪場伊勢原シティプラザ▪対
初めてお父さん･お母さんになる人
24組（申込順）
▪担子育て支援課薀94-4637

種目･日程 申込先 締切

水泳
7/28（日）

市水泳協会
isehara.city.

swim@gmail .
com

6/28
（金）

サッカー
8/3（土）･4（日）･ 
17（土）･18（日）･ 
24（土）･25（日）

杉﨑
薀090-2662-3483

7/19
（金）

卓球（中学生の部）
8/4（日）

各中学校を通じ
て中沢中学校へ

7/ 6
（土）

　登録されたメールアドレスに、市内の災害や不審者の情
報、市からのお知らせなどを配信します。希望する人は右
のQRコードを読み取るか、isehara@emp-sa.smart-lgov.
jpへ空メールを送信して登録してください※迷惑メール設定をしてい
る人は、事前に@isehara-city.jpのドメインの受信許可が必要です
配信内容
◇防犯･交通安全情報◇防災情報◇防災行政用無線情報◇火災情報◇
行方不明者情報◇環境情報◇イベント･講座等開催情報◇子育て支援
情報◇健康づくり情報◇伊勢原のPR･観光情報◇その他のお知らせ
▪担市民協働課薀94-4715

いせはらくらし安心メールに登録を

電話番号のおかけまちがいにご注意ください

● 会 員 募 集 ●
●伊勢原健康体操クラブ
らくらくエアロとヨガストレッチで
ダイエット▪時毎月3回火曜日午前10
時～正午▪場市立武道館▪対女性▪費入会
金1000円、月1000円
▪問須貝薀95-3655
●伊勢原太極拳愛好会
身体も心も元気に▪時毎月4回木曜日
午後1時～3時▪場市立武道館▪対成人▪費
入会金1000円、月3000円
▪問勝田薀95-0393

● イ ベ ン ト ●
●ひらがなのおけいこ書道体験会
筆と鉛筆で美しいひらがなを楽しく
稽古▪時①6月20日（木）、7月4日（木）･ 
11日（木）午後4時10分～4時40分②7月
中の月曜日、午後3時45分～4時15分
▪場①岡崎福祉館②成瀬コミュニティ
センター▪対幼稚園年中～小学校1年生
（2年生以上は要相談）▪申①開催日の3
日前まで②6月30日（日）までに電話で
▪問柳

りゅう

蛙
あ

書道会･小島薀090-3628-2115
●七夕飾りと竹細工教室
七夕の飾りつけと竹を使った花器な
どの工作▪時7月6日（土）午前10時～正
午▪場いせはら塔の山緑地公園▪対小学
生以上の人20人（申込順、小学校3年
生以下は保護者同伴）
▪問いせはら塔の山緑地公園薀95-5551

●子育て講座｢愛着を育むコミュ
ニケーション｣
子育てのヒントを学びましょう▪時7月 
25日（木）午前10時～正午▪場伊勢原シ
ティプラザ▪対乳幼児～小学生の保護
者70人（先着順）◇託児あり（要予約）
▪問子育てひろばきらきら･永田
薀 95-6665
●ジュニアゴルフスクール
18Hラウンドレッスン▪時8月1日（木）･ 
2日（金）午前7時30分～午後5時▪場伊勢
原カントリークラブ▪対市内在住･在学
の小学生～高校生、各日24人（申込順）
▪費3000円（食事代含む）▪締7月18日（木）
▪問市ゴルフ協会（伊勢原ゴルフセン
ター内）薀94-0666
●市民混声合唱団"P

ピ ア ー チ ェ

iace C
カ ン タ ー レ

antare"
「混声合唱のためのヒットメドレー」
より「ゴンドラの歌」ほか▪時8月24日

（土）午後2時～▪場市民文化会館小ホー
ル◇入場自由
▪問木下薀95-7307

●市民ゴルフ大会
▪時9月8日（日）▪場伊勢原カントリーク
ラブ◇競技方法＝18Hストロークプ
レー（新ペリア方式）▪対市内在住･在
勤の人200人（申込順）▪費セルフ1万
2000円（食事代含む）▪申往復ハガキに
住所、氏名（ふりがな）、性別、生年
月日、電話番号、勤務先を明記し、
伊勢原市民ゴルフ大会実行委員会

（〒259-1102子易132伊勢原カントリー
クラブ内）へ※ハガキ1枚につき1人
または1組▪締7月19日（金）
▪問事務局薀95-3095

● お 知 ら せ ●
●市民合唱祭の参加者を募集
10月26日（土）開催の市民合唱祭で混
声合唱曲｢栄光の架橋｣や｢筑後川｣よ
り｢河口｣などを歌う◇月1回練習あり
（5回程度）▪時【第1回】6月29日（土）午後
1時～3時▪場光明院（東大竹）▪費500円
▪問伊勢原合唱連盟･鶴田薀94-6432

みんなの伝言に掲載を希望する人は、掲載希望号発行日の2カ月前から1カ月前
までに書面で広報戦略課へお申し込みください。先着順に受け付けます。な
お、会員募集は年度に1回の掲載とします。

市からの情報を届けます

▪時
▪場
▪対
▪定
▪費
▪申
▪締
▪問
▪担
▪HP

薀

 熱中症になると 
　立ちくらみや吐き気、頭痛など
の症状が現れます。重症になると
けいれんや意識障害などが起こる
こともあります。
 予防するには 
◇直射日光を避ける◇水分補給を
こまめにする◇十分な睡眠とバラ
ンスのよい食事をとる

 熱中症かなと思ったら 
◇涼しい場所へ移動する◇衣服を
緩めて休む◇保冷剤や氷で脇の下
や首などを冷やす◇水分や塩分を
補給する

　真っすぐに歩けない、呼びか
けに応じない場合などは、すぐ
に救急車を呼びましょう。

熱中症にご注意ください初夏もご用心
　熱中症は、暑さで水分や塩分のバランスが崩れて体温調節がうまく
できず、体内に熱がたまってしまう症状です。
　6月中でも気温･湿度などの環境により、熱中症になる危険がありま
す。特に高齢者や乳幼児は注意が必要です。気温や湿度の高い日は我
慢せず、扇風機やエアコンを適度に使用して熱中症を防ぎましょう。
▪担健康づくり課薀94-4609

環境学習の場に指導員を派遣します
　6月は、環境の保全について関心
と理解を深める「環境月間」です。
市では、市民団体や自治会などが
開催する環境学習の場に、専門的
な知識や経験のある指導員を派遣
しています。派遣費用は無料です
ので、ぜひご活用ください。
 学習テーマ例 
◇自然観察◇省エネやリサイクル

の講話◇自然素材を使った工作
対　　象　10人以上の団体
申し込み　市役所2階の担当で配
布する申請書に記入し、開催日の
2週間前までに直接担当へお申し
込みください※申請書は市ホーム
ページ「環境･衛生･ごみ」→「環境
学習」からも入手できます
▪担環境対策課薀94-4737

３ ２第1178号　令和元（2019）年６月15日 第1178号　令和元（2019）年６月15日広  報 広  報

※費用の記載がないものは原則無料です。お問い合わせは各担当へ、郵送は
「〒259-1188伊勢原市役所◯◯◯課」で届きます（住所の記入は不要です）

▪時日時　▪場場所　▪対対象　▪定定員　▪費費用　▪申申し込み　▪締締め切り
▪問問い合わせ　▪担担当　　薀電話番号　 FAX番号　 メールアドレス

市内の主な犯罪発生件数

伊勢原警察署調べ （ ）内は前年比

図書館

子ども科学館

市民文化会館

行政センター体育館･弓道場
(旧青少年センター体育館・弓道場)

公民館

市体育館

いせはらサンシャイン・スタジアム

犯罪の種類 4月 1～4月
振り込め詐欺 1  8（− 5）
空 き 巣 4    9（+ 4）
車上狙いなど 3 15（− 2）
乗 り 物 盗 6   32（−13）

6/17･24、 7/1･8

6/24、 7/8

6/17･24、 7/1･8
※6/17､7/1は中央･大田公民館のみ開館
※7/8は中央公民館のみ開館

6/17･24、 7/1･8

6/17･24、 7/1･8

6/17･24、 7/1･3･8

6/17･24、7/1･3･8

６/15～７/14
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。
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広報紙は古紙を含んでおり、環境インクを使用しています

チャレンジデー伊勢原2019結果

広報紙は古紙を含んでおり、環境インクを使用しています

▪担スポーツ課薀94-4628

撮影／鈴木真由美さん（広報カメラマン）

撮影／中村隆成さん（広報カメラマン）

　家族の負担軽減や心身のリフレッシュのために、知的障がい児･者を一時
的に預かります。伊勢原駅からの送迎や、おやつ（実費負担）もあります。
と　　き　�7月22日（月）～8月31日（土）の午前9時～午後4時（日曜日、祝日

を除く）
と こ ろ　めだかくらぶ（高森3丁目）ほか
対　　象　市内在住で小学生以上の知的障がい児･者と生活している人
費　　用　4時間以内500円、4時間超1000円※生活保護世帯などは無料
申し込み　�直接市役所1階の担当へお申し込みください※希望者が多い日

は利用日を調整します
締め切り　6月28日（金）

レスパイトサービス事業臨時職員（支援員）を募集
　公園散策や運動などで障がい児･者と一緒に過ごします。
対　　象　16歳以上の人（高校生可）
勤 務 日　サービス実施日のうち都合の良い日
勤務時間　午前8時30分～午後5時
勤務場所　めだかくらぶ�ほか
賃　　金　時給1050円（通勤手当支給）
申し込み　電話で、めだかくらぶ（薀94-3553）へお申し込みください

▪担障がい福祉課薀94-4720

　5月29日（水）に市内各所で実施した住民総参加型スポーツイベント｢チャ
レンジデー｣。接戦の末、2度目の対戦となった大村市にはわずかに及びま
せんでしたが、今年も多くの皆さまにご参加いただきました。また、初参
加したワールドチャレンジデーでは、イスラエルのアシュケロン市と対戦。
こちらは見事勝利を収めました。
　チャレンジデーをきっかけにして、日常的に運動に親しみ、健康づくり
につなげていきましょう。

レスパイトサービスをご利用ください
　J1リーグ第19節のヴィッセル神戸戦のチケットを、特別価格で販売し
ます。ホームタウンの声援で、ベルマーレを勝利へ導きましょう。
と　　き　7月14日（日）午後7時キックオフ
と こ ろ　Shonan�BMWスタジアム平塚（平塚総合運動公園内）
対　　象　市内在住･在勤･在学の人
入場料金　2000円（全て自由席、小学生～高校生は700円）
販売期間　6月18日（火）午前10時～
購入方法　�コンビニエンスストアなどで入場引換券を購入してください

（対象者1人につき3枚まで）。詳しくは湘南ベルマーレ公式ホー
ムページをご覧ください※当日販売はありません

▪担スポーツ課薀94-4628

　狂犬病は、ウイルスを保有する動物にかまれたり引っかかれたりするこ
とで感染し、発病するとほぼ100％死に至ります。世界では今も毎年5万5
千人以上が亡くなっており、5月にはノルウェー人女性が海外旅行から帰
国後に発症･死亡した事例がありました。
　生後91日以上の犬の飼い主には、毎年1回の狂犬病予防注射が法律で義
務付けられています。動物病院で受けられますので、愛犬のためにも必ず
受けさせましょう。費用など詳しくは、各動物病院にお問い合わせください。

▪担健康づくり課薀94-4616

みんなで応援しよう!
湘南ベルマーレ 伊勢原･小田原市民デー

狂犬病の予防注射は
6月30日（日）までに受けましょう

犬や猫の苦情が急増しています
～ペットはルールを守って飼いましょう～

◇散歩をする時はリード（引き綱）を付け、フンは必ず持ち帰って処理しましょう
◇�犬を屋外で飼う場合は、鎖などでしっかりつなぐか囲いの中で飼い、猫
は感染症予防のため、なるべく室内で飼いましょう
◇�鳴き声や悪臭などで近所に迷惑をかけないように
しましょう
◇自宅でトイレができるようにしつけましょう

　9つの国･地域から100人以上の選手が参加する、クレー射撃の国際大会
が県立伊勢原射撃場で行われます。
　オリンピックの正式種目であるクレー射撃。入場は無料ですので、この
機会に世界レベルの射撃をご覧ください。
と　き　7月�5日（金）公式練習�

6日（土）開会式、予選�
7日（日）決勝、表彰式、閉会式

ところ　�県立伊勢原射撃場�
◇交通＝伊勢原駅北口3番のりば｢産業能率大学｣行きで｢一之郷｣
下車徒歩5分※会場の駐車台数には限りがあります。公共交通機
関をご利用ください

▪問日本クレー射撃協会薀03-6804-3970
▪担スポーツ課薀94-4628

世界レベルの技を間近で
環太平洋友好射撃大会が開催されます

（参加人数6万8429人/人口10万　777人）
（参加人数6万7201人/人口　9万6329人）
（参加人数4万9000人/人口15万2000人）

伊勢原市　　 　 67. 9％
長崎県大村市　69. 8％
アシュケロン（イスラエル）�32.23％


