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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

図書館　薀92-3500

図書館ミニギャラリー
白の会 絵画展
▪時10月3日（木）～14日（月）

おはなし会＆対面朗読
おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時10月8日（火）～11日（金）の午前11
時～11時30分
なないろらんぷ（小学生向け）
▪時10月12日（土）午前11時～11時30分
おはなしばる～んのひとりできける子の
にちようおはなし会（幼児･小学生向け）
▪時10月13日（日）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�※開始時刻はいずれも午後2時

日程 タイトル

10/ 6（日）
ごんぎつね、花のき村と盗
人たち（作/新美南吉）
どんぐりと山猫、カイロ団
長（作/宮沢賢治） ほか

10（木）たそがれ清兵衛（作/藤沢周平）

図書館教養講座「平成の日本文芸、
これだけは読んでおきたい10作」

作家･文芸評論家の三輪太郎氏が講
演▪時11月24日（日）午後2時～3時30分
▪定60人（申込順）

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 13：00〇/14：20●/
15：40■

日曜日、祝日 10：30□/13：00〇/
14：20●/15：40■

〇＝ 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」

●＝ 親子･一般向け番組「ポラリス2 ルシア
と流れ星の秘密」

■＝ 親子･一般向け番組「今夜銀河の片隅で」
□＝ 幼児･低学年向け番組「オズのまほうつかい」

天体観察会「クーデの日」☆
望遠鏡で月や惑星を観察▪時10月12日

（土）午後7時～8時※参加自由、中学
生以下は保護者同伴、雨天･曇天時
は中止

科学工作教室「万華鏡を作ろう」
いろいろな万華鏡を作り、不思議な
世界を体験▪時11月4日（月）午前10時～
正午▪対小･中学生12人（申込順、小学
校3年生以下は保護者同伴）

いせはらくらし安心
メールに登録を
　登録されたメールアドレスに
市からのお知らせを配信しま
す。希望する人は下のQRコー
ドを読み取るか、isehara@emp-
sa.smart-lgov.jpに空メールを
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
ンからの受信許可が必要です
配信内容（選択制）
◇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

▪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

10/1～31

10/7•14•21•22•28
※10/7･21は中央･大田公民館のみ開館

市･県民税（普通徴収）········· 3期分
国民健康保険税················ 7期分
介護保険料······················ 7期分
後期高齢者医療保険料······· 4期分

納期のお知らせ
納期限10月31日（木）

広報いせはら10月15日号は、10月15日（火）が新聞休刊日のため10月16日（水）に新聞折り込みおよび戸別配布をします

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

市内の交通事故件数
8月 1～8月

発　生 16 127（−61）
死　者 0   2（+ 1）
負
傷
者

計 20 164（−62）
重 0   5（+ 3）
軽 20 159（−65）

お知らせ information

ミュージックチャイムの時刻変更
防災いせはらでお知らせしている

「夕やけ小やけ」の放送時刻が10月1
日から午後4時30分に変わります。
▪担危機管理課薀94-4865

税理士による相続税無料相談会
▪時11月15日（金）、令和2年1月17日（金）、
3月23日（月）の午後1時～4時▪場平塚
商工会議所（平塚市松風町）▪定各日6
人（申込順）▪申電話で問い合わせ先へ
▪問東京地方税理士会平塚支部事務局
薀21-1055（平日午前10時～午後5時）
▪担市民税課薀74-5429

公共建設発生土の受入地を募集
県や市町村の工事で発生する土砂を
受け入れる土地を募集します。詳し
くは問い合わせ先へ▪対10万㎥以上の
土を埋め立てられる土地の所有者（共
同応募可）
▪問平塚土木事務所河川砂防第一課
薀22-2711
▪担管財契約検査課薀94-5030

県障害者スポーツ大会の参加資
格の変更

平成31年2月1日号の掲載内容から、
卓球（精神）の参加資格に変更があり
ました◇変更後の対象＝県内在住の
13歳以上で精神障害者保健福祉手帳
か自立支援医療受給者証（精神通院）
を持っている人※日程や締め切りは
変更ありません。申し込みは担当へ
▪問県身体障害者連合会薀045-311-8736
▪担障がい福祉課薀94-4720

愛の献血
▪時①10月12日（土）午前10時～正午、
午後1時30分～4時②10月15日（火）午
前10時～午後0時30分、午後2時～4
時▪場①MIプラザ②市役所
▪担健康づくり課薀94-4609

最低賃金の改正
10月1日から県最低賃金が1011円（時
間額）に改正され、県内で働く全て
の労働者に適用されます。
▪問神奈川労働局賃金室薀045-211-7354
▪担商工観光課薀94-4732

消費税軽減税率制度説明会
消費税率の引き上げに伴う経費処理
や計算方法などの説明会▪時10月29日

（火）、11月25日（月）、12月17日（火）
の午後3時～4時▪場平塚税務署（平塚
市浅間町）◇当日受付
▪問平塚税務署薀22-1400
▪担商工観光課薀94-4732

児童手当などの定例支給
中学校卒業までの児童を養育してい
る人に、児童手当などを支給してい
ます。支給は原則として認定請求し
た月の翌月分からです。受給中の人
は10月15日（火）に定例支給がありま
す。詳しくは10月上旬に送付する支
払通知書で確認を。
▪担子育て支援課薀94-4633

県子育て支援員研修
12月～令和2年1月に開催する、県内
で保育や子育て支援に従事する人向
けの研修です。内容や申込方法など
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▪締10月31
日（木）
▪問（株）ポピンズ薀03-3447-5826
▪担子ども育成課薀94-4638

空き地の雑草を刈り取りましょう
空き地の枯れ草は、火災の発生源と
なり大変危険です。所
有者や管理者は、早め
に雑草や枯れ草の刈り
取りをお願いします。
▪担消防署薀95-2119

危険物取扱者試験
▪時12月1日（日）▪場慶応義塾大学（横浜
市港北区）▪申10月8日（火）～21日（月）
に消防試験研究センターのホーム
ページから電子申請か、担当で配布
する願書に記入し10月11日（金）～24
日（木）に郵送で
受験準備講習会
▪時11月16日（土）午前9時～午後5時▪場
中央公民館▪定50人（申込順）▪申受講料
9550円を添えて伊勢原市消防本部か
秦野市消防本部へ
▪担消防本部予防課薀95-2118

就学時健康診断
令和2年4月に小学校に入学する児童
を対象に行います。9月中旬に日程や
会場の通知を保護者宛てに郵送しま
した。届かない場合は担当に連絡を。
▪担学校教育課薀74-5168

心と心をつなごう�あいさつ運動
市内の小･中学校では10～11月を「あ
いさつ運動」推進月間とし、あいさ
つの励行に取り組みます。登下校時
の子どもたちへの声かけなどにご協
力をお願いします。
▪担教育指導課薀74-5247

おいでよ、大山小学校へ（指定
校変更の募集）

特色ある教育活動を行っている小規
模校の大山小学校に、他の通学区域
から就学できます。申込方法など詳
しくは、担当へ▪対令和2年4月に小学
校に入学する児童
▪担教育指導課薀74-5247

小･中学校特別支援学級介助員を募集
日常動作や学習を援助◇勤務形態＝
週2～3日程度(1日6時間)◇賃金＝時
給1070円(交通費支給)▪申電話連絡の
上、履歴書を持参し直接市役所5階
の担当へ◇面接あり
▪担教育センター薀74-5253

催　　し 講座・教室など
event

TOKAI�グローカルフェスタ2019
大学と近隣市が連携して行うオープ
ンキャンパス型イベント。フードド
ライブやアート体験など▪時10月19日

（土）午前10時～午後4時▪場東海大学
湘南校舎（平塚市北金目）
▪問東海大学地域連携センター薀50-2406
▪担経営企画課薀94-4845

戦没者を追悼し平和を祈念する式典
▪時10月18日（金）午前11時30分～▪場市
民文化会館小ホール◇入場自由、午
前10時から市遺族会主催の戦没者追
悼奉賛行事が行われます
▪担福祉総務課薀94-4719

地域住民向け講演会「おひとり
さまの終活」

最期まで住み慣れた地域で自分らし
く生きる準備について考える▪時11月
9日（土）午後1時30分～4時▪場市民文
化会館小ホール▪定150人（申込順）▪申氏
名、電話番号を明記しFAX、または
電話で問い合わせ先へ▪締11月1日（金）
▪問平塚保健福祉事務所秦野センター
管理企画課薀82-1428 83-5872
▪担介護高齢課薀94-4725

健康いせはらサポーター主催
大人向け「おはなし会」

▪時10月17日（木）午前11時～▪場図書館
▪定50人（先着順）
▪問健康いせはらサポーターの会･酒井
薀94-2570
▪担健康づくり課薀94-4609

ゆったりウオーキング
行き先は当日のお楽しみ▪時10月22日

（火）午前9時～午後3時◇集合＝伊勢
原駅※当日受付、雨天中止、交通費
実費、昼食持参
▪問健康いせはらサポーターの会･酒井
薀94-2570
▪担健康づくり課薀94-4609

ノルディックウオーキング
こどもの国（横浜市青葉区）を専用の
ポールを使って歩く▪時10月21日（月）
午前9時～午後3時30分◇集合＝伊勢
原駅◇ポール貸出あり（15人まで、
問い合わせ先へ要予約、費用300円）
※当日受付、雨天中止、交通費･昼
食代実費
▪問健康いせはらサポーターの会･鈴木
薀94-2968
▪担健康づくり課薀94-4609

マンスリーウオーキング（約6km）
岡崎めぐり▪時10月16日（水）午前9時～
正午◇集合･解散＝伊勢原南公民館
※当日受付、小雨実施
▪担スポーツ課薀94-4628

障がい者スポーツ教室「フライ
ングディスク」

▪時10月19日、11月9日、12月21日、令和
2年1月25日、2月15日、3月21日の毎回
土曜日･全6回、午前10時～正午▪場市
体育館▪対市内在住･在勤･在学で身体
障がいのある人25人（申込順）▪申住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号
を明記しFAX、または電話で担当へ
▪担スポーツ課薀94-4628 93-8389

普通救命講習会
心肺そ生法やAEDの使い方を学ぶ
◇修了証の発行あり▪時11月6日（水）
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
学で中学生以上の人20人（申込順）
▪担警防救急課薀95-9144

健康スポーツ教室「ピラティス」
健康に役立つ呼吸法を学ぶ▪時10月17
日～11月21日の毎週木曜日･全6回、
午後1時30分～2時30分▪場市体育館▪定
25人（申込順）▪費3000円
▪担"元気な伊勢原づくり"共同事業体
薀92-3536

自然ふれあいウオーク
頭
ず っ

高
こ う

山（秦野市）周辺を歩きながら秋
の植物を観察▪時10月19日（土）午前9
時～午後3時◇集合･解散＝渋沢駅▪申
電話で担当へ
▪担みどりのまち振興財団薀96-6466

公民館・社会教育課
申し込みは、広報発行日の午前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。

中央公民館ママさん学級（後期）
ヨガや料理で仲間作り▪時10月25日～
11月15日の毎週金曜日･全4回、午前
10時～11時30分（10月25日は正午ま
で）▪対7カ月～未就学
児の保護者15人（申込
順）▪費600円◇託児あ
り（7カ月児以上、要
予約）
▪担中央公民館薀93-7500

熟年活き生き講座（高齢者学級）
歌や簡単な体操、相続対策を学ぶ▪時
11月6日～27日の毎週水曜日･全4回、 
午前10時～11時30分（13日は午後1時
30分～5時）▪定20人（申込順）
▪担中央公民館薀93-7500

歴史文化探訪④「関東のお伊勢
さんを訪ねて」

伊勢山皇大神宮、横浜みなと博物館
などを見学▪時11月14日（木）午前9時～
午後5時◇集合＝成瀬公民館▪対市内
在住･在勤･在学の人28人（申込順）▪費
500円（入館料）※昼食代実費
▪担成瀬公民館薀95-1096

栄養満点料理づくり教室
▪時10月24日（木）午前10時～午後1時▪対
65歳以上の女性15人（申込順）▪費400円
▪担大田公民館薀95-4375

幼児家庭料理教室
栄養豊富なおやつを楽しく作る▪時10
月23日（水）午前10時～午後1時▪対市
内在住･在勤で2～3歳児の保護者10
人（申込順）▪費600円▪締10月18日（金） 
◇託児あり（7カ月児以上、要予約）
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

レクリエーションダンス体験講座
民謡や懐かしい歌謡曲に合わせて踊
る▪時10月24日（木）午前10時～11時30
分▪対市内在住･在勤の人10人（申込順）
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

※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）

10/2•7•15•21•23•28

10/2•7•15•21•23•28

10/7•15•21•28

10/14•28

10/7•21•28

10/7•21•28

※費用はすべて無料、★印は要予約
会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 15日（火）13：00～16：00

人権･広聴相談課
薀94-4717

法律相談★
（予約は相談日の週初めから）

 4日（金）･11日（金）･18日（金）･
25日（金）13：00～16：00

行政相談★ 16日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 17日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 10日（木）13：00～16：00

行政書士相談★ 28日（月）13：30～16：00

社会保険労務士相談★  9日（水）13：30～16：00
人権相談 21日（月）13：30～16：00 薀94-4716

消費生活相談 月～金曜日9：30～12：00、
13：00～16：00

消費生活センター
薀95-3500

マンション管理相談★
▪締18日（金） 23日（水）13：00～16：00 建築住宅課薀94-4782

②

成年後見などの行政書士相談★  9日（水）13：00～15：00
成年後見･権利擁護推
進センター薀94-9600高齢者･障がい者などの

法律相談★ 16日（水）16：00～18：00

法律･特許･経営安定相談★ 19日（土）13：00～16：00 商工会薀95-3233

精神保健福祉･認知症相談★ 16日（水）13：30～16：00
平塚保健福祉事務所秦
野センター保健予防課
薀82-1428

10 月 の 相 談

会場　①市民相談室②伊勢原シティプラザ

電話番号のおかけまちがいにご注意ください

● 会 員 募 集 ●

●押し花サークル
花で美しくデザイン◇体験可▪時毎月
第3水曜日▪場中央公民館▪費1回1000円
▪問西山薀59-4997
●少林寺拳法湘南成瀬スポーツ少年団
つよさ、やさしさを得ることで自信
を持つ◇体験可▪時毎週月･木曜日午
後7時30分～9時▪場成瀬中学校▪対小学
生以上の人▪費月2000円
▪問滝田薀090-3686-8637

● イ ベ ン ト ●

●骨髄バンクドナー登録会in道灌まつり
血液治療の必要な人との助け合い▪時
10月6日（日）午前10時～午後4時▪場伊
勢原シティプラザ▪対18～54歳の健康
な人
▪問伊勢原ライオンズクラブ事務局
薀96-1330
●MOA美術館伊勢原児童作品展
市内小学生の絵画･書写の展示▪時10
月12日（土）･13日（日）午前10時～午
後7時（13日は午後5時まで）▪場中央公
民館
▪問ラブ･ジ･アース21伊勢原･柳川
薀92-3119

●地引き網大会
ボーイスカウトと一緒に楽しみませ
んか▪時10月13日（日）午前7時30分～
▪場茅ヶ崎漁港▪対市内在住の小学生と
保護者▪費1家族2000円▪申電子メール
で◇当日現地受付可
▪問ボーイスカウト伊勢原育成会･松森
薀95-6147 a0822-kesj-mats@tbz.
t-com.ne.jp
●オレンジクラブ説明会
院内案内や移動図書などに携わるボ
ランティア説明会▪時10月16日（水）午
後1時～3時▪場東海大学医学部付属病
院▪申電話で▪締10月15日（火）
▪問東海大学医学部付属病院･総務課
ボランティア担当薀93-1121

●子育てひろばサポーター講習会
子どもとの関わり方について臨床心
理士の榊原明美氏が話します▪時10月
24日（木）午前10時～正午▪場伊勢原シ
ティプラザ▪申電話で▪締10月20日（日）
▪問地域福祉を考える会･永田薀95-6665
●伊勢原市文化財協会･見学会
西富岡･日向地区の石造物探訪◇文
化庁補助金事業▪時11月2日（土）午前9
時30分～◇集合＝伊勢原駅▪申電話で
▪締10月30日（水）
▪問陶山薀93-0964（午後6時以降）
●秋桜杯争奪ママさんバレーボール大会
▪時11月9日（土）午前8時30分～▪場市体
育館▪対市内を拠点とする9人制ママ
さんバレーボールチーム▪費1チーム
500円▪申電話で▪締10月15日（火）
▪問麻生薀96-6324

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。先着順で受け付けます。

市内出身の飯澤選手が
日本インカレで優勝

　9月に岐阜県で行われた第88回
日本学生陸上競技対校選手権大
会（日本インカレ）の男子1500m
で、伊勢原中出身の飯澤千

か ず と

翔さ
ん（東海大1年）が初出場･初優勝
を果たしました。
　大学入学から半年で自己ベス
トを大幅に更新し、1年生にし
て学生日本一に輝きました。今
年の箱根駅伝で初の総合優勝を
飾った東海大学で、さらなる活
躍が期待されます。


