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来て・見て・知って
楽しもう！

畜産まつり（地図 ❶）
午前9時30分〜午後3時

農業振興課

94-4664

乳牛とふれあい、市内の畜産を身近に感じていただける催
しです。新鮮な乳製品や卵、野菜の直売なども行われます。

主な内容
◇イベント
牛の展示、子牛のブラッシング
（午後1時30分〜
2時）
、たまごのつかみ取り
（①午前10時〜10時
30分②午後2時30分〜3時※1回50円）
、牧草の遊
び場
（午後2時30分まで） ほか

こども獣医師体験
11時30分）
（午前10時30分〜

市役所周辺で行われる秋のイベントの見どころを紹介します。市民の皆さんの
思いが詰まった企画が満載です。家族みんなでお出かけください※来場の際は公
共交通機関をご利用ください。なお、雨天時は一部催しが中止となります

地元の畜産業を知ってもらう機会に
高橋牧場

トラクターの展示

郵便局
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94-4737
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午前10時〜午後1時

ス

普段の生活で、できることから

例えば、冷暖房の過度な使用を控える、
移動に自転車や公共交通機関を使う、車や
家電を省エネ製品に買い替える…。身近な
と こ ろ か ら、 未 来 の た め に で き る
「ア ク
ション」
を選びましょう。

ストップ温暖化展で賛同登録ができます

会場で賛同用紙を配布します。市民一丸
となって取り組みを進めましょう。

今後の実施事業

◆ウオームシェア
（11/1〜1/31）
冬場の暖房使用を見直し、地域で暖を分
け合う取り組みです。次の施設をウオーム
シェアスポットとして登録しました。営業
時間中、暖をとる場所としてご利用くださ
い。
公共施設 市役所／市役所1階レストラン
／各コミュニティセン
ター／中央公民館／高部
屋公民館／大田公民館／
市民文化会館／図書館
商業施設など 横浜銀行
伊勢原支店／厚木ガス伊
勢原支店／イトーヨーカ
このステッカーが
ドー伊勢原店／イオン伊
目印です

販売・体験ブース、ステージ発表、サポセン開
設10年を振り返る展示 ほか

11/18〜23 市民活動ウイーク
いせはら市民活動サポートセンター
日替わりミニ講座・講演会
（各日①午後1時〜②
午後2時30分〜）※詳しくは市ホームページをご
覧ください

子育て応援フェスタ2019（地図 ❹）

始めよう・広げよう「COOL CHOICE」
2030年度の温室効果ガス排出量を2013年
度比で26％削減することを目標に、温暖化
対策に有効な
「賢い選択」を推進する国民運
動
「COOL CHOICE」
。 本 市 は 平 成29年 度
に賛同宣言をし、関連イベントなどを通じ
た啓発活動を行っています。

主な内容

勢原店／日産サティオ湘南伊勢原店／ＷＥ
ショップ・いせはら／伊勢原ボウリングセ
ンター／だいろくコミュニティ広場来るり
ん／ヨークマート伊勢原店・伊勢原成瀬店
／伊勢原駅観光案内所
（駅ナカ クルリンハ
ウス）／スーパーアルプス伊勢原下落合店
／ベルク伊勢原白根店
◆エコ・クッキング
ガスや水道の節約、生ごみの減量など、
環境に配慮した調理方法でクリスマスのレ
シピを作ります。
11月24日
（日）午前10時30分〜午後2時
厚木ガス伊勢原支店 市内在住の人16人
（申込順）※乳幼児を連れての参加はご遠慮
ください 500円 電話で担当へ

11/24 市民活動フォーラム
午前9時30分〜午後3時30分
中央公民館
基調講演
「市民活動ではじめよう！働き方改革・
生き方改革」
、パネルディスカッション、パネル
展示・体験ブース、ステージ発表 ほか

実行委員長

①〜⑤の会場に設置されたスタンプを集めると、花苗をプ
レゼント。全てのイベントに参加して、親子でめいっぱい楽
しみましょう。
午前10時〜正午 小学生以下の子ども◇専用マップは畜産
まつり会場で配布
（先着200枚）

電気自動車の展示、小型電気自動車の試乗体験、市民団体や事業
所による展示・体験ブース ほか
ル

今年は市民活動サポートセンターの開設10周年を記念し、
16日の
「おまつりフェスタ」をはじめ、1週間にわたりさまざ
まな企画を行います。

分室

いせはら市民活動
サポートセンター

主な内容

ー

94-4714

行政センター体育館

地球温暖化をはじめとした環境問題の啓発のため、市民団体や
企業などの活動や環境にやさしい暮らしについて紹介します。

ク

市民協働課

市役所

いせはらストップ温暖化展（地図 ❸）
環境対策課

市民活動フェスタ2019

市民と社会がつながるきっかけに

子ども向けスタンプラリーを開催

午前10時〜午後3時
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◇青空市場
（午前10時〜※売り切れ次第終了）
「日本遺産のまち 伊勢原うまいものセレクト」
認定品など地元の畜産物を使った商品の販売、
「いせはら地ミルク」
でバター作り ほか

セ

伊勢原協同病院

よしのり

高橋純徳さん（27歳・東富岡）

乳搾りやブラッシングなど、
本物の牛に触れる企画が毎年
子どもたちに人気です。
僕は乳搾り体験を担当する
ことが多いのですが、近くで
見る牛の大きさに驚いたり、
「牛乳って出
てくるとき温かいんだね」と感想を教えて
くれたりと、いろいろな反応があって面白
いですね。
生産者の多くは普段、消費者の方と直接
話す機会がないので、市内の畜産農家のこ
とを知ってもらう良い機会にもなっている
と思います。

ポ

11/16 おまつりフェスタ
午前10時〜午後3時 地図 ❷

〜11/16
（土）
にイベントを一斉開催〜

〜
（① 午 前11時30分
牛の乳搾り体験
理
回30分 前 か ら 整
② 午 後2時 〜 ※ 各
人）
券を配布、 各60

サ
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子育て支援課

94-4633

安心して子育てができるまち
「いせは
ら」を発信し、子育て世代をサポートす
る取組や体制などをお知らせするイベン
トです。親子で楽しく遊びながら、子育
てのちょっと気になることや知りたいこ
とを、気軽に専門職員に相談できます。
キッズスペースや工作教室など、お子
さんと一緒に楽しめる企画が盛りだくさ
ん。また、お楽しみ抽選会も行います。

主な内容
◇ステージ
親子で楽しむヨガ、人形劇、
シャボン玉遊び、親子ふれあ
い体操 ほか
◇ブース
子育てに関する相談コーナー（妊産婦・乳幼児、母子父
子福祉、療育、青少年相談など）
、保育所相談 ほか

櫻井志保さん（56歳・東大竹）

市民活動サポートセンター
の登録団体は、幅広い分野で
活動しています。趣味の活動
から一歩踏み込んで、社会の
ために何かしたいという思い
を持った人が多いですね。フェスタが縁で
他の団体との交流も広がるので、私たちに
とっても楽しみなイベントです。
今年は節目の年なので、いつも以上に充
実 し た 催 し を 企 画 中 で す。
「市 民 活 動 ウ
イーク」では各団体がアイデアを出し合
い、歴史やスポーツ、防災など多彩なジャ
ンルの講座を日替わりで行います。気軽に
参加してもらって、関心のある活動を見つ
ける入り口になればうれしいですね。
最終日にはパネルディスカッションを行
い、みんなで市民活動について考えます。
今まで興味がなかった人も、地域のよさや
自分を再発見するきっかけになると思いま
すよ。

その他のイベント
健康バス測定会（地図 ❺）
午前10時〜正午

健康づくり課

94-4609

未病月間に合わせた健康測定会です。体組成や骨量、血管年齢が測
定できます。

伊勢原協同病院文化祭（地図 ❻）
午前9時〜午後3時

伊勢原協同病院

94-2111

楽しみながら健康づくりに役立つ催しが
行われます。
主な内容 マタニティヨガ＆赤ちゃんと一
緒に写真を撮ろう、こども薬剤師体験、リ
ハビリ室からの健康生活指南 ほか

子ども・若者育成支援強調月間啓発キャンペーン
午前11時〜

青少年課

94-4647

子どもたちが社会の一員として自立・活躍できるよう、地域が一体
となって取り組むことを目指し、キャンペーンを行います。
◇会場周辺で啓発グッズを配布します

