
点訳広報、声の広報も製作しています

　児童コミュニティクラブは、放課
後に子どもたちが生活指導を受けな
がら過ごす場所です。令和2年2～4
月の入所申請を受け付けます。現在
利用中で継続を希望する児童も申請
が必要です。各クラブで配布する案
内をご確認ください。
対　　象　仕事や長期療養、介護な
どで保護者が放課後留守になる家庭
の児童（小学校1～6年生）
活動日時　月～金曜日（祝日、年末
年始を除く）の放課後～午後6時30分
（土曜日と春･夏･冬休みは午前8時～）
※午後7時までの延長預かりあり（要
申込、別料金）
費 用　育成負担金＝月4500（5500）
円、おやつ･教材費＝月3000（3500）
円※（　）内は土曜日を利用する場合
申し込み　市役所1階の担当で配布
する申請書に記入し、必要書類を添
えて担当にお申し込みください※申

請書は市ホームページ｢子育て･教育｣
からも入手できます
受付期間　12月2日（月）～16日（月）
の午前9時～正午、午後1時～4時30
分◇土･日曜日は14日（土）午前9時～
正午のみ受け付け

　菅原順子教育長職務代理者の任
期満了に伴い、市長は市議会9月
定例会で同意を得て、10月1日付
けで菅原氏を教育委員に再任しま
した。任期は令和5年9月30日まで
の4年間です。菅原氏は高校教諭
を経て障がい児を中心とした教育
支援に携わり、平成22年から教育
委員を務めています。
　また、教育長は教育長職務代理者に渡辺正美氏を指名しました。渡辺氏
は市内小·中学校校長や市教育委員会学校教育担当部長などを歴任し、平
成24年から教育委員を務めています。
▪担教育総務課薀74-5104

教育委員に菅原氏を再任
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教育長職務代理者

　受験希望者は、市役所3階の担当
や各公民館、市役所駅窓口センター
で配布する受験案内を確認の上、申
込書に記入し、郵送か直接担当に提
出してください。受験案内や申込書
は市ホームページ｢職員採用｣からも

入手できます。
受付期間　10月15日（火）～31日（木）
※消印有効、直接持参の場合は午前9
時～午後4時に受け付け（土･日曜日、
祝日を除く）
▪担職員課薀94-4873

｢空き家相談窓口｣のご利用を

　県や市町村、不動産関係団体など
が連携して設立した県居住支援協議
会では、空き家の
管理や活用方法、
賃貸や売買に関す
ることなど、所有
者のさまざまな悩
みに対して相談を
受けています。
▪問県居住支援協議会薀045-664-6901

自分で管理できないときは…

　市では、空き家の適正な管理を促
進し、高齢者の地域社会での活動･
貢献の場を広げるため、市シルバー
人材センターと協定を結んでいま
す。空き家の管理にお困りの場合は
ご相談ください。
主な業務内容　◇家屋や敷地の現状
確認◇敷地内の除草や植木などのせ
ん定（3ｍ以上の高木を除く）
▪問シルバー人材センター薀92-8801

試験日　12月1日（日）

※地方公務員法第16条（欠格事項）に該当する人は受験できません

▪担子ども育成課薀94-4641

令和2年4月採用の市職員を募集します

児童コミュニティクラブの入所申請を受け付けます 

　世代交代や居住者の転居などで空き家となった建物が管理不全なまま放
置されると、瓦や外壁がはがれ落ちたり、敷地の草木が伸びて隣地や道路
にはみ出したりするなど、近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
平成27年に｢空家等対策の推進に関する特別措置法｣が施行され、空き家の
所有者･管理者に対し、適正な管理に努めるよう責務が規定されています。

皆さんの意識で空き家問題は解決します
空き家になる前に
◇日ごろから住民同士で気軽に相談し合える関係づくりに努めましょう
◇将来の管理方法などを家族で話し合っておきましょう
空き家になってしまったら
◇建物の点検や草木の管理を定期的に行いましょう
◇周囲に悪影響を及ぼしている場合は早急に対処しましょう
▪担建築住宅課薀94-4782

空き家の管理は適正に

　伊勢原大山インターチェンジ開通
に向けた工事が進む新東名高速道路
で、ウオーキングイベントを行いま
す。開通前の道路を間近で見学でき
る貴重な機会です。詳しくは担当に
お問い合わせください。
と　　き　12月7日（土）午前9時～午
後1時※荒天中止、スタート時刻は
個別に指定
コ ー ス　伊勢原大山インターチェ
ンジ～伊勢原ジャンクション（往復
約4.6km）
定　　員　2000人（申込多数の場合
は市内在住者を優先、小学生以下は
保護者同伴）
申し込み　市ホームページ｢注目情
報｣からお申し込みください

締め切り　11月6日（水）
※会場に駐車場･駐輪場はありませ
ん。当日は伊勢原駅北口の日産バス
ターミナル（中央通り）から無料シャ
トルバスを運行します

▪担国県事業対策課薀94-4796

｢新東名いせはらウオーク｣参加者を募集
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新しい道路を歩いてみませんか

支援員を募集します
　児童コミュニティクラブで遊びや生活の指導を行う支援員を募集
します◇雇用開始時期は応相談
勤 務 日　週3日以上（シフト制）
勤務場所　市内8カ所の児童コミュニティクラブ（配置替えあり）
勤務時間　�◇学校登校日＝放課後～午後7時のうち4時間程度
　　　　　�◇土曜日、長期休業日＝午前8時～�

午後7時のうち5時間程度
賃　　金　時給1030円以上
応募方法　�面接希望日を連絡の上、履歴書

を持参し直接担当にお申し込み
ください

開通後は歩けない場所に入れます（写真は工事
中の様子、8月22日撮影）

小学校区 活動場所
桜　台 桜台小学校

比々多
比々多小学校
比々多保育園

緑　台 緑台小学校
竹　園 竹園小学校

伊勢原
伊勢原小学校
板戸児童館

高部屋 高部屋小学校
大　田 大田小学校
成　瀬 成瀬小学校
石　田 石田小学校
大　山 大山小学校

市公式
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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

伊勢原市

人口と世帯

No.118610月15日

発行部数／39,700部人口102,137（−32）　 世帯数45,520（−13） 10月1日現在（　）は前月比

職　種 受 験 資 格 募集人数

保健師 平成元年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資
格を有する人（令和2年3月末取得見込みを含む） 若干名
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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

電話番号のおかけまちがいにご注意ください

● 会 員 募 集 ●

●いきいきストレッチ中央
ストレッチで寝たきりを防ごう▪時毎
週水曜日午後1時30分～3時▪場中央公
民館▪対65歳以上の人◇会場使用料の
負担あり
▪問菅原薀95-9388

●伊勢原太極拳サークル
楽しく体を動かしましょう▪時毎週金
曜日午前9時～11時▪場市立武道館▪費
入会金1000円、月3000円
▪問小早川薀050-5328-9251

● イ ベ ン ト ●

●和田優子パッチワーク教室展
バッグやベッドカバーなどを展示▪時
10月31日（木）～11月2日（土）の午前
10時～午後5時（11月2日は午後4時ま
で）▪場宮永岳彦記念美術館（秦野市鶴
巻北）
▪問和田薀77-1196

●秋のテニス祭り
藤原里華プロのテニスクリニックな
ど◇詳しくは市テニス協会ホーム
ページで▪時10月26日（土）午前9時～
午後4時▪場成城学園テニスコート（西
富岡）▪対市内在住･在勤･在学の人▪費
小学生～高校生500円、18歳以上の
人2000円▪申電子メール（ isehara_
t_1979@yahoo.co.jp）で
▪問市テニス協会･立岩
薀090-1434-9282
●人権シンポinかながわ
▪時11月2日（土）午前10時～午後4時▪場
横浜市開港記念会館（横浜市中区）◇
入場自由
▪問神奈川県弁護士会業務課･古賀
薀045-211-7705

●おおやまこみちフェスタ
縁日や抽選会など大人も子どもも楽
しめるイベント多数▪時11月2日（土）
午前10時～午後3時▪場坂本組（西富岡）
▪問坂本薀95-4584
●みどり園バザー
新鮮野菜や手芸作品などを販売▪時11
月3日（日）午前10時～午後5時▪場イオ
ン伊勢原店
▪問みどり園･和田薀93-4722
●演奏会「伊勢原の詩」
日本フィルハーモニー交響楽団ソロ
コンサートマスター木野雅之企画演
奏のバイオリン演奏会▪時11月4日（月）
午後2時～▪場伊勢原音楽院（伊勢原2
丁目）▪費2000円
▪問伊勢原音楽院薀95-4825

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。

※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

犯罪の種類 8月 1～8月

振り込め詐欺 8 23（− 1）

空 き 巣 2 14（＋ 4）

車上狙いなど 3 28（− 8）

乗 り 物 盗 8 62（−21）

10/15･21･28、 11/5･11

10/28、 11/11

10/21･22･28、 11/3･4･11
※10/21は中央･大田公民館のみ開館
※11/3･11は中央公民館のみ開館

10/21･28、 11/3･11

10/21･28、 11/11

10/15･21･23･28、 11/5･6･11

10/15･21･23･28、 11/5･6･11

10/15～11/14

街頭労働相談会
労働条件やパワハラなどについて相
談を受けます。どなたでも相談でき
ます▪時10月31日（木）午前11時～午後
5時▪場伊勢原駅改札内◇当日受付
▪問かながわ労働センター湘南支所
薀22-2711
▪担商工観光課薀94-4732

生産緑地地区の都市計画変更案
の縦覧

期間中は意見書が提出できます◇案
件＝生産緑地地区の変更▪時10月29日

（火）までの午前8時30分～午後5時▪場
市役所2階の担当
▪担都市政策課薀94-4739

伊勢原大山ＩＣ周辺地区の都市
計画に関する縦覧･公聴会

区域区分の変更に関する都市計画の
案の内容となるべき事項および関連
する都市計画の原案について、縦覧･
意見書の提出･公述の申し出ができ
ます▪時10月21日（月）～11月11日（月）
の午前8時30分～午後5時▪場市役所2
階の担当【公聴会】▪時11月17日（日）午
後2時～▪場高部屋公民館※公述の申
し出がなかった場合は中止
▪担都市政策課薀94-4742

下水道排水設備工事責任技術者
試験

▪時令和2年2月6日（木）午後1時30分～
3時30分▪場川崎市教育文化会館（川崎
市川崎区）▪費5200円▪申担当で配布す
る申込書に記入し郵送で※申込書の
配布は11月15日（金）まで
▪担下水道経営課（アクアクリーンセ
ンター内）薀92-3341

シルバー人材センター入会説明会
入会希望者はいずれか1回の出席を
▪時11月14日（木）、12
月12日（木）の午前9
時～正午▪場伊勢原シ
ティプラザ▪対市内在
住で60歳以上の人40
人（申込順）
▪担シルバー人材センター薀92-8801

城山ダムの流木チップを配布
ダムに流れ着いた流木を砕いたチッ
プを無料で配布。詳しくは担当へ▪場
城山ダム（相模原市緑区）◇11月1日

（金）～7日（木）の午前9時～午後5時
は積み込み補助あり
▪担県企業庁相模川水系ダム管理事務
所薀042-782-2831

緑化募金　＊敬称略
◇宇都宮螺子（株）伊勢原製作所･1722円
▪担みどりのまち振興財団薀96-6466

お知らせ information

まち･ひと･しごと創生総合戦略
評価報告書を公表

総合戦略の計画期間（平成27～令和元
年度）における進捗状況を評価した
報告書を公表します◇閲覧場所＝市
役所1階の市政情報コーナーか4階の
担当※市ホームページ「市政情報」→

「個別計画･取り組み」からもご覧に
なれます
▪担経営企画課薀94-4845

見本市等出展事業補助金
国内で開催される見本市や商談会、
展示会などの出展経費の一部を補助
します▪対市内で1年以上事業を営む
中小企業者（個人の場合は1年以上市
内に住所がある人）◇補助対象経費＝
出展費、会場設営費、運搬費など◇
補助額＝補助対象経費の2分の1以内

（限度額10万円）※申請は1年度につ
き2回まで。必要書類など詳しくは、
担当へ
▪担商工観光課薀94-4732

催　　し 講座・教室など
event

シティプロモーションツアー
「伊勢原の昔話を巡る旅」

いせはら歴史解説アドバイザーの案
内で、市内に伝わる「昔話」の舞台と
なった史跡を巡る▪時11月6日（水）午前
9時～正午◇集合＝市役所1階ロビー
▪定20人（申込順）
▪担広報戦略課薀94-4864

いせはらハロウィン2019
仮装して参加店を回ると、お菓子が
もらえます（対象は小学生以下）◇ス
タンプラリーも同時開催
▪時10月26日（土）午後1時～
3時30分▪場伊勢原駅周辺
▪問市商店会連合会薀95-3233
▪担商工観光課薀94-4732

更生保護女性会バザー
日用雑貨や野菜、果物などを販売。
収益金は犯罪予防などの活動費に充
てられます▪時11月1日（金）午後1時～
◇売り切れ次第終了▪場伊勢原シティ
プラザ
▪担福祉総務課薀94-4718

手話奉仕員養成講座（入門課程）
手話で伝え合う楽しさと、初歩の日
常会話を学ぶ▪時11月20日（水）～令和
2年3月23日（月）の毎週月または水曜
日（祝日除く）･全18回、午前10時～
正午▪場伊勢原シティプラザ▪対市内在
住･在勤で18歳以上の人30人（申込順）
▪申住所、氏名、連絡先を明記しFAX
か電子メール、または電話で担当へ
▪締11月5日（火）◇テキスト代がかか
ります
▪担障がい福祉課薀94-4720 95-7612 

shien-c@isehara-city.jp

ゆったりウオーキング
①小田急線豪徳寺駅周辺（松蔭神社
ほか）②伊勢原大神宮･板戸方面を歩
く▪時①11月8日（金）午前9時～午後3
時②11月19日（火）午前9時30分～正
午◇集合･解散＝①伊勢原駅②中央
公民館※当日受付、雨天中止、①は
交通費･昼食代実費
▪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
昭和記念公園（立川市･昭島市）を歩
く▪時11月18日（月）午前9時～午後3時
30分◇集合･解散＝伊勢原駅◇ポー
ルの貸出あり（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

踊って笑って歌って人生まだま
だこれ身

か ら だ

体
すこやかリズム体操や懐かしい歌を
楽しむ▪時11月20日（水）午後2時～4時
▪場中央公民館▪申電話で担当へ
▪担健康づくり課薀94-4609

ビームライフル射撃教室
▪時11月3日（日）①午前10時～正午②
午後1時～3時▪場伊勢原射撃場▪対市内
在住の小学生各回35人、中学生各回
5人（申込順、小学校4年生以下は保
護者同伴）
▪担スポーツ課薀94-4628

みんなクルリンいせはら青空会議
大学准教授とNPO法人イセハライ
ク理事長らによる対談形式のイベン
トなど◇市･小田急電鉄･産業能率大
学で組織する伊勢原駅前エリアマネ
ジメント研究会主催▪時11月2日（土）
午前10時～午後3時▪場伊勢原駅北口
暫定タクシー待機所
▪担都市政策課薀94-4739

オレンジカフェ（認知症カフェ）
海外の認知症カフェの紹介▪時11月8日

（金）午後1時30分～3時30分▪場伊勢原
シティプラザ▪対市内在住の認知症の
人とその家族15人（申込順）▪費100円
▪担南部地域包括支援センター
薀71-6616

オレンジカフェふくじゅ
食事をしながら物忘れに関する悩み
や認知症の人への接し方について情
報交換▪時11月15日（金）正午～午後2時
▪場ふくじゅ（伊勢原1丁目）▪対市内在
住の認知症の人とその家族20人（申
込順）▪費600円▪締11月6日（水）
▪担中部地域包括支援センター
薀92-4091

おもちゃ病院いせはらを開院
受付個数は各日20個（先着順）。部品
交換などは実費、品物によって修理
できない場合あり。詳しくは担当へ
▪時①10月26日（土）②10月27日（日）③
11月10日（日）の午前10時～午後2時

（受付は午後1時30分まで）▪場①成瀬
コミュニティセンター②伊勢原南公
民館③伊勢原シティプラザ
▪担社会福祉協議会薀94-9600

シルバーフェスタ2019
フリーマーケットやセンターの活動
紹介、刃物研ぎなど▪時10月22日（火）
午前10時～午後3時▪場伊勢原シティ
プラザ
▪担シルバー人材センター薀92-8801

下水道ふれあいまつり
下水処理場の見学会やゲームなど▪時
10月19日（土）午前10時～午後3時▪場
四之宮ふれあい広場（平塚市四之宮）
▪担県下水道公社企画課薀55-7438

産業能率大学スポーツ教室「初心者
サッカークリニック②パス教室」

▪時11月17日（日）午前9時30分～11時
30分▪場産業能率大学▪対小学生50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（ 24-2514）、電子メー
ル（ event@bellmare.or.jp）で問
い合わせ先へ▪締11月8日（金）
▪問湘南ベルマーレ薀25-1211
▪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、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。

さつま芋の蒸し羊かんづくり
伊勢原産のサツマイモを使って作る
▪時11月17日（日）午後1時30分～3時30
分▪対親子などのグループ
20組（1組3人まで、申込順）
▪費1組300円
▪担中央公民館薀93-7500

太極拳体験教室
筋力低下を防止し、健康増進を図る
▪時11月5日（火）･12日（火）の全2回、
午前9時～11時▪対20歳以上の人15人

（申込順）
▪担高部屋公民館薀94-3857 

おもてなし料理教室
年末年始に役立つ手軽な料理を作る
▪時11月29日（金）午前10時～午後1時
▪定16人（申込順）▪費700円
▪担成瀬公民館薀95-1096

そば打ち体験入門教室
本格的なそば打ちを学ぶ▪時11月2日

（土）午前9時～午後1時▪定15人（申込
順）▪費1500円
▪担大田公民館薀95-4375

男性料理教室
家族に手料理を作る▪時11月9日（土）
午前10時～午後1時▪定15人（申込順）
▪費600円▪締11月6日（水）
▪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
平成のベストセラー展
▪時10月16日（水）～11月14日（木）

おはなし会＆対面朗読
おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時10月22日（火）･24日（木）･25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。

視覚障がい者のための朗読会
福明子「七度夢」、太宰治「哀蚊」など
◇どなたでも参加できます▪時11月2
日（土）午後1時～

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

プラネタリウム投影番組

土曜日 13：00■/14：20□/
15：40●

日曜日、祝日 10：30◎/13：00■/
14：20□/15：40●

■＝ 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」

健康・子育て 検診・教室など
health

クルリン健康測定コーナーのご利用を
筋肉量、骨量などの測定ができ、保
健師や栄養士からアドバイスが受け
られます▪時月～金曜日の午前9時30
分～11時30分、午後1時30分～4時30
分（祝日、年末年始を除く）▪場市役所
分室1階
▪担健康づくり課薀94-4616

高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種
市内と近隣市の一部医療機関で1回
接種できます▪対①令和2年3月31日ま
でに65･70･75･80･85･90･95歳、100歳
以上になる人で1回も接種したこと
がない人②60歳以上65歳未満で、心
臓、腎臓、呼吸器、またはヒト免疫
不全ウイルスによる免疫機能の障が
いがあり1回も接種したことがない
人※①の人は3月下旬に送付した接
種券が必要です。②の人は接種前に
担当へご連絡ください▪費3000円◇接
種期限＝令和2年3月31日（火）
▪担健康づくり課薀94-4616
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歯周病検診（問診･口腔内検査）
対象者には4月下旬にお知らせハガ
キを送付しています。市歯科医師会
に加入する医療機関（秦野･平塚･厚
木市の一部機関を含む）か休日歯科
診療所で受診してください▪対令和2
年3月31日までに40･50･60･70歳にな
る人▪費1000円
▪担健康づくり課薀94-4616

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。

日　時 会　場
10/23（水）
 9：30～10：30 中央公民館

10/31（木）
10：00～11：00 成瀬公民館

11/ 7（木）
10：00～11：00 伊勢原南公民館

11/11（月）
 9：50～10：40

成瀬コミュニティ
センター

▪担子育て支援課薀94-4637

プレパパ･ママ交流会
▪時11月16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

市民提案型協働事業
春いろフェスタに参加しませんか

 ボランティア 
募集人数　各日30人
締め切り　11月30日（土）
 出演者 
定 員　各日3組（1組20分）
参 加 料　1組1000円
締め切り　11月15日（金）

 出店者 
募集区画　各日10区画（1区画は
2m×2m）※1日単位で参加可。申
込多数の場合は抽選
出店費用　1区画1日1000円～
締め切り　11月15日（金）

　市民団体の企画･運営で、市の歴史文化に親しみながら、市内外の
さまざまな人が交流を楽しむ「春いろフェスタ」。当日のイベント運営
を行うボランティアとステージパフォーマンスの出演者、フリーマー
ケットや模擬店の出店者を募集します。
と き　令和2年2月29日（土）、3月1日（日）の午前10時～午後3時
と こ ろ　雨岳文庫（上粕屋）
申し込み　電話で問い合わせ先にお申し込みください

▪問春いろフェスタ実行委員会･笠原薀71-5664
▪担市民協働課薀94-4714

10月1日号3面「伊勢原市民文化祭を開催」
に掲載したマジック教室の時間に誤りが
ありました。お詫びして訂正いたします。
　誤 10：30～15：30
　正 13：30～15：30

伝えたい、伊勢原のまち
地域景観資源を募集
　市では、建物やまちなみ、風
景や眺めなど、伊勢原のまちを
印象付ける大切な景観を「地域
景観資源」として登録し、市内
外に広く発信することを目指し
ています。あなたが伝えたい、
残したいと思う「とっておきの
景観」を教えてください。
　応募いただいた景観の中から
市まちづくり審議会の審議など
を経て、登録する景観資源が決
定されます。
応募方法　住所、氏名、電話番
号、景観資源の名称、応募理由
を明記の上、写真を添付して郵
送か電子メール、または直接市
役所2階の担当にご提出ください
締め切り　11月22日（金）
▪担都市政策課薀94-4742

t-seisaku@isehara-city.jp
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文化財フェスタ2019･秋

11月から草葉類の資源化を始めます
グリーントーカーズ（西富岡516-4）
薀91-3961

マルトシ（石田1117）
薀94-3755

下落合

アクロス
プラザ
伊勢原

マルトシ

22

石田小学校
文

向上
高校

文

271

　市では燃やすごみの削減を図るため、平成29年からせん定枝（幹や枝）の
資源化を行っています。ごみの減量化･資源化をさらに推進するため、11月
から刈草や落ち葉などの草葉類も資源化の対象とします。
　処理手数料はかかりません。資源として収集されたものは、主に堆肥と
して利用されます。
▪担環境美化センター薀94-7502

自己搬入 ※11月1日（金）午前9時から
　事前に担当で｢搬入確認済書｣を受け取り、指定事業者に直接搬入してく
ださい。大きさや量に制限はありません。袋やひもは持ち帰りとなります
◇搬入確認済書の発行は月～土曜日の午前9時～11時、午後1時30分～4時

（祝日、年末年始を除く）

◇キョウチクトウなど毒性のあるもの、芝生
◇除草剤や砂（砂利）、多量の土が付着したもの
◇ごみが混入しているもの
◇造園業者やシルバー人材センターなど事業者に依頼したもの

対象とならないもの

�　収集の方法は次の2通りです。いずれも土や砂はよく落とし、ごみは混
ぜないでください。
戸別収集 ※10月25日（金）午前9時から予約受付、収集は11月1日（金）から
　事前に担当へご連絡ください。日程調整後、自宅まで収集に伺います。
【大きさ･量の目安】45リットルの袋に入れて2袋以上（せん定枝と同じ袋で
の収集も可）

出し方

国登録有形文化財を特別公開
　11月1日～7日の文化財保護強調週間に合わせ、市内にある国登録有
形文化財を特別公開します。日ごろ見ることのできない建物の内部を
市の歴史解説アドバイザーの案内で見学できます。
と　き　11月3日（日）午前10時～正午、午後1時～3時◇参加自由
ところ　①山口家（上粕屋862）②小澤家（西富岡370）③高部屋神社（下
糟屋2202）
交　通　駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
バスはいずれも伊勢原駅北口発です。
①4番バスのりば｢大山ケーブル｣行きで｢〆

しめ

引
ひき

｣下車徒歩3分②3番バスのりば｢日向薬
師｣行き、または｢七沢｣行きで｢専修大学入
口｣下車徒歩5分③2番バスのりば｢愛甲石田
駅｣行きで｢粟窪入口｣下車徒歩3分
▪担教育総務課薀74-5109

自己搬入の指定事業者

第4回　「八王子通り大山道（前編）」現代の大山道
　今回は前回の府中通り大山道に引き続き、北方向から大山を目指す道の
一つ｢八王子通り大山道｣をたどってみたいと思います。
　この道は現在の埼玉県熊谷市にある中山道の熊谷宿

しゅく

を起点とします。こ
こから、伊勢原市と災害時相互応援協定を締結している東松山市を通り、
狭山市に入ります。さらに在日米軍横田基地がある瑞穂町、昭和記念公園
のある昭島市を抜けて、甲州街道から八王子市まで進みます。
高尾山があるまち、八王子
　八王子といえば高尾山。大山と
はライバルだと思われがちですが
実は深いつながりがあります。例
えば、高尾山の御

お

護
ご

摩
ま

受付所の脇
には大山へのルートを示す道標（写
真）があるほか、6号路には大山橋
も存在します。
　また、八王子は中世から近世に
かけて武蔵国の軍事拠点に位置づ
けられており、江戸幕府の命を受け、甲斐と武蔵の国境警備を担う｢八王子
千
せん

人
にん

同
どう

心
しん

｣がいました。同心には天
てん

然
ねん

理
り

心
しん

流剣術の家元である近藤氏がお
り、新撰組の近藤勇もここ
で剣術を学びました。
　さらに南に向かい、「絹の
道」とぶつかる片倉を通って
御殿峠に進みます。御殿峠
は現在の八王子日本閣の裏
山、町田市との境にあり、付
近には平安時代に須

す

恵
え

器
き

と
呼ばれる器を焼いた窯跡が
あります。
◇次回は｢八王子通り大山道（後編）｣を紹介します

片倉駅の南にある｢絹の道｣（横浜
に生糸を運んだ道）との分岐点。
右にのびる通りが大山道（八王子
市提供）

八王子市観光振興
PRキャラクター

「はっちお～じ」
高尾山に住む天狗
がモチーフ

高尾山から見える大山

高部屋神社 拝殿の彫刻

「是ヨリ大山道」と刻ま
れている道標

野焼きは禁止されています
　家庭や事業所から出るごみを庭や畑などで焼却処理する野焼
きは、一部の例外を除き法律や条例で禁止されています。
　野焼きはダイオキシン類などの有害物質を含む煙や悪臭が発
生するため、布団や洗濯物に臭いやススがつくなど周囲にも迷
惑がかかります。
例外的に認められている焼却行為
　合成樹脂･ゴムを含まないものに限ります。周辺に迷惑がかか
らないように十分配慮してください。
◇農林業者が自己の農業･林業の作業に伴い行うもの
◇たき火など日常生活の中で行うもの
◇キャンプファイア、バーベキューなど屋外レジャーで行うもの
◇地域的習慣による催しや宗教上の儀式行事に伴うもの
▪担環境対策課薀94-4735、環境美化センター薀94-7502

燃やすごみの削減にご協力を
　少量の場合は燃やすごみとして出せますが、量がたまってから収集
を依頼するなど、できる限り資源として出しましょう。
　刈草や落ち葉を含む草木類は、燃やすごみの約4分の1を占めていま
す。ごみの削減と資源化にご協力をお願いします。

総合運動公園

分れ道

フラワーランド

グリーントーカーズ
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　昨年新たに市登録文化財となった｢青い目の人形｣をはじめ、大山能
狂言で使われる装束や能面、伊勢原の歴史を物語る史料などを紹介し
ます。また、子どもも楽しめる体験型の催しも行います。それぞれの
文化財が持つ背景を読み解きながら、歴史にふれてみませんか。
と　　き　10月26日（土）･27日（日）
の午前10時～午後3時
と こ ろ　旧堀江邸（西富岡1214）
交　　通　伊勢原駅北口3番バスの
りば｢日向薬師｣行きで｢高部屋小学
校前｣下車徒歩10分
主な内容　市民団体による調査･研
究成果の展示、日向薬師｢神

し

木
ぎ

のぼ
り｣実演、大山こま絵付け体験、大山能 舞の解説、まが玉づくり、リ
アル謎解きゲーム　ほか
▪担教育総務課薀74-5109

旧堀江邸

JA高部屋支所

高部屋公民館
（臨時駐車場）（臨時駐車場） 至別れ道

至日向

高部屋小学校高部屋小学校

高部屋
小学校前
高部屋
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文

温泉入口


