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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

▪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

11/1～30

11/3･4･11･18･23･25
※11/3･11は中央公民館のみ開館
※11/18は中央･大田公民館のみ開館

国民健康保険税················�8期分
介護保険料······················�8期分
後期高齢者医療保険料·······�5期分

納期のお知らせ
納期限12月2日(月)

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

市内の交通事故件数
9月 1～9月

発　生 22 149（−56）
死　者 0   2（+ 1）
負
傷
者

計 30 194（−56）
重 0   5（+ 1）
軽 30 189（−57）

お知らせ information

｢まちづくり市民意識調査｣に
ご協力を

今後のまちづくりの基礎資料とする
ため、調査を実施します。満18歳以
上の市民3000人（無作為抽出）を対象
に、10月下旬に調査票を発送しまし
た。回答にご協力をお願いします▪締
11月22日（金）
▪担経営企画課薀94-4845

家計･お金に係る特別相談会
多重債務や住宅ローンなどについて
弁護士や生活支援相談員が相談を受
けます▪時12月5日（木）午前10時～午
後4時▪場市役所1階市民相談室▪定5人
（申込順）
▪担人権･広聴相談課薀94-4717

就職面接会
市ふるさとハローワークによる面接
会▪時11月11日（月）午後2時～4時▪場伊
勢原シティプラザ◇当日受付
▪担商工観光課薀94-4732

配偶者の扶養から外れたら国民
年金の届け出を

厚生年金などの第2号被保険者に扶
養されている配偶者（第3号被保険
者）が扶養から外れたときは、国民
年金への資格変更が必要です。扶養
から外れた日付を確認できる書類と
年金手帳、マイナンバーカード（ま
たは通知カードと本人確認書類）、
印鑑を持参し、市役所1階の担当で
手続きを。
▪担保険年金課薀94-4520

11月11日は｢公共建築の日｣、
11月は｢公共建築月間｣

公共建築は生活に密接な関わりを持
ち、地域の活性化や生活･文化水準
の向上、街並み、景観の形成などを
図るうえで重要な役割を果たしてい
ます。公共の建物に関心を持つ機会
にしましょう。
公共建築キーワードラリーを開催
県内の対象施設を巡ってキーワード
を集めると、抽選で記念品が当たり
ます。対象の建築物など詳しくは、
市役所2階の担当で配布するパンフ
レットで確認を。
▪問秦野市公共建築課薀86-6019
▪担建築住宅課薀94-4790

木造住宅の耐震化補助申請は
お早めに

今年度の申請受け付けは12月ごろま
でです。予算の範囲内で先着順に受
け付けます。工事などの着手前に市
役所2階の担当にご相談ください。
▪担建築住宅課薀94-4790

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

令和元年分年末調整等説明会
年末調整のやり方や、給与支払報告
書･法定調書の作成方法について▪時
11月15日（金）午後2時～4時（用紙配
布は午後1時30分～）▪場市民文化会館
小ホール◇当日受付
▪担平塚税務署薀22-1400

催　　し 講座・教室など
event

交通安全市民総ぐるみ大会
交通安全や交通事故防止に貢献した
個人･団体の表彰や県警察音楽隊の
演奏など▪時11月22日（金）午後1時30
分～▪場市民文化会館小ホール◇入場
自由、参加記念グッズあり
▪担市民協働課薀94-4715

商工会青年部イベント「若手の力」
市内の若手事業者らによる学び、味
わい、体験するイベント。飲食･物
販･PRブースの出店や、会場で使え
る割引券がもらえるスタンプラリー
など▪時11月10日（日）午前11時～午後
4時▪場日産バスターミナル（伊勢原3
丁目）※小雨実施
▪問商工会青年部薀95-3233
▪担商工観光課薀94-4732

家族介護者教室｢看
み

取
と

りについて｣
ケアマネジャーや家族による事例紹
介▪時11月26日（火）午前10時～正午▪場
伊勢原シティプラザ▪対市内在住で高
齢者を介護している人か65歳以上の
人20人（申込順）
▪担介護高齢課薀94-4725

ノルディックウオーキング体験教室
専用のポールを使って歩く▪時11月25
日～12月9日の毎週月曜日･全3回、
午前10時～11時30分▪場総合運動公園
▪対市内在住の人15人（申込順）▪申電話
で問い合わせ先へ�
▪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

ボッチャ体験教室
パラリンピック正式種目「ボッチャ」
を楽しむ▪時11月17日（日）午前10時～
正午▪場行政センター体育館▪定50人（申
込順）▪申住所、氏名、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

いせはらCITYウオーキング（約6㎞）
大山寺めぐり▪時11月24日（日）午前9
時～正午◇集合＝大山小学校、解
散＝大山寺※当日受付、小雨実施、
公共交通機関でお越しください
▪担スポーツ課薀94-4628

子育て支援センターで人形劇
お子さんと一緒に楽しいひとときを
▪時①11月28日（木）②12月20日（金）の
午前11時10分～11時40分▪場①子育て
支援センター②つどいの広場なるせ

（旧石田西集会所）◇入場自由
▪担子育て支援課薀74-5558

落ち葉の感謝祭
サツマイモ堀りと焼きいもを楽しむ
▪時11月9日（土）午前10時～正午▪場総
合運動公園▪対年長相当児～小学生と
保護者20組（申込順）▪費1人100円
▪担みどりのまち振興財団薀96-6466

ミニ観察会
▪時11月23日（土）午前10時～正午◇集
合=いせはら塔の山緑地公園パーク
センター※当日受付、雨天中止
▪担みどりのまち振興財団薀96-6466

探鳥会
狩川（小田原市）と周辺の里山を巡る
▪時11月30日（土）午前9時30分～午後3
時◇集合＝蛍田駅▪定30人（申込順）�
▪担みどりのまち振興財団薀96-6466

東海大学医学部付属病院市民公
開講座｢みんなの肝臓病講座｣

B型肝炎について医師らが講演▪時11
月16日（土）午前11時～正午▪場東海大学
医学部付属病院病院棟5階◇入場自由
▪担東海大学医学部付属病院総務課
薀93-1121

産業能率大学学園祭｢瑞
みず

木
き

祭
さい

｣
タレント･りゅうちぇるさんのトー
クショーやお笑いライブなど▪時11月
9日（土）･10日（日）の午前10時～午後
5時▪場産業能率大学
▪担産業能率大学湘南学生SC薀92-2214

産業能率大学スポーツ教室｢初心者
サッカークリニック③シュート教室｣

▪時12月8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29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。

中沢中学校区家庭教育講演会
｢ポジティブ思考の育て方｣をテーマ
に、東海大学スポーツ教育センター
所長の陸

りく

川
かわ

章
あきら

さんが講演▪時11月30日
（土）午前10時～11時30分▪定150人（申
込順）◇託児あり（7カ月以上、11月
25日までに要予約）
▪担中央公民館薀93-7500

親子で作るホームパーティー料理
寿司やケーキを作る▪時12月7日（土）
午前10時～午後1時▪対小学生以下の子
どもと保護者15組（申込順）▪費1人700
円（子ども300円）
▪担中央公民館薀93-7500

おもてなし料理教室
手軽な料理の紹介と日ごろの食生活
を考える▪時11月20日（水）午前10時～
午後1時▪定15人（申込順）▪費1000円
▪担高部屋公民館薀94-3857

わんぱく講座｢マジック教室｣
手作りマジックや簡単なマジックを
学ぶ▪時12月1日（日）午前10時～正午
▪対小･中学生15人（申込順）
▪担成瀬公民館薀95-1096

花屋さんに学ぶフラワーアレン
ジメント

クリスマス用のアレンジメント作り
▪時12月4日（水）午前10時～11時30分
▪定20人（申込順）▪費2000円
▪担成瀬公民館薀95-1096

大田の新大豆でみそ造り
地元で収穫された大豆を使って造る
▪時11月19日（火）･21日（木）の午後1時30
分～4時▪定各日25人（申込順）▪費2000円
▪担大田公民館薀95-4375

シニアカフェ
体操やゲームなどを楽しむ茶話会▪時
11月30日（土）午前11時～午後2時▪対
65歳以上の人25人（申込順）▪費200円
▪担大田公民館薀95-4375

おもてなし料理教室
クリスマスやお正月に振る舞う料理
を学ぶ▪時11月28日（木）午前10時～午
後1時▪定15人（申込順）▪費700円▪締11月
22日（金）
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

図書館　薀92-3500

おはなし会＆対面朗読
なないろらんぷ（小学生向け）
▪時11月9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11月10日（日）午前11時～11時30分
おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時11月12日（火）～15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。

秋から冬の読書マラソン大会
令和2年2月29日（土）までの期間中に
100冊の本を読んだ先着10人にメダ
ルを授与。参加方法など詳しくは、
担当へ。

朗読会｢藤沢周平を読む｣
※開始時刻はいずれも午後2時
日　程 タイトル
11/14(木) 犬を飼う女

17(日) 醜
し こ め

女

バリアフリー映画会
東野圭吾ドラマシリーズ｢笑｣を上映
◇副音声･字幕あり▪時12月7日（土）午
後2時～3時40分▪定60人（申込多数の場
合は障害者手帳を持っている人優先）

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□/
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」

親子ふれあい教室｢幼児のため
のシャボン玉広場｣☆

シャボン玉遊びを親子で楽しむ▪時11
月8日（金）午前10時30分～11時30分
▪対未就学児と保護者◇参加自由

天体観察会｢クーデの日｣☆
望遠鏡で惑星や星雲、星団を観察▪時
11月9日（土）午後6時～7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｢廃油からキャン
ドルを作ろう｣

▪時11月30日（土）午前10時～正午▪対小･
中学生15人（申込順、小学校3年生以
下は保護者同伴）

科学工作教室「わくわく電気自
動車体験」

車のペーパークラフト作りや電気自
動車の試乗など▪時12月22日（日）午前
10時～正午▪対小学校3～6年生30人（申
込順、3年生は保護者同伴）※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）
※催しなどの対象は原則、市内在住･在勤･在学の人です

11/5･6･11･18･25･26

11/5･6･11･18･25･26

11/5･11･18･25

11/11･25

11/3･11･18･25

11/11･18･25

※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★ 19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）

 8日（金）･15日（金）･22日（金）･
29日（金）13:00～16:00

行政相談★ 20日（水）13:30～16:00
不動産相談★ 21日（木）13:30～16:00
司法書士相談★ 14日（木）13:00～16:00

行政書士相談★ 11日（月）･25日（月）
13:30～16:00

社会保険労務士相談★ 13日（水）13:30～16:00
人権相談★ 18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22日（金） 27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★ 13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★ 20日（水）16:00～18:00

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

精神保健福祉･認知症相談★  1日（金）･7日（木）
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

11 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 ●

●竹の会(書道)
毛筆や硬筆を自分のペースで練習▪時
毎月第1･3火曜日午前9時30分～11時
30分▪場伊勢原南公民館▪対20歳以上の
人◇教材費の負担あり
▪問大場薀090-9360-4745

● イ ベ ン ト ●

●ラッテチャリティー朗読会
子どもと大人のための｢イギリス絵
本と宮澤賢治｣◇茶菓付き▪時11月9日
(土)午後2時～3時30分▪場ポポロ広場
(上粕屋)▪定30人(申込順)▪費1000円(小･
中学生無料、70歳以上500円)▪申電話
かFAXで▪締11月5日(火)
▪問手

て

毬
まり

会･中尾薀 92-0187
●みらいあいこ×ホップスコッチ
シンガーソングライターと打楽器ト
リオのコンサート▪時11月23日(土)午
後1時30分～▪場伊勢原音楽院(伊勢原
2丁目)▪定50人(申込順)▪費2500円▪締11
月22日(金)
▪問ホップスコッチ･松尾
薀070-3604-3545

●BMJOジャズコンサート
20周年記念コンサートをお楽しみく
ださい▪時11月23日(土)午後2時～▪場 �
タウンニュースホール(秦野市南矢
名)◇入場自由
▪問ビッグマウンテンジャズオーケス
トラ･堀江薀94-5948
●秦野マンドリンクラブ定期演奏会
ディズニーメドレーなど▪時11月23日
(土)午後2時～▪場秦野市文化会館◇
乳幼児同伴･車いす可
▪問小

こ

金
がね

薀0465-82-1569
●日本語スピーチコンテスト
東海大学の留学生が日本語でスピー
チ▪時11月28日(木)午後3時20分～4時
55分▪場東海大学湘南校舎松前記念館
講堂(平塚市北金目)◇入場自由
▪問東海大学国際教育センター･外

との

崎
さき

薀50-2086
●秋の紅葉ハイク
塔の山や聖峰の紅葉を楽しむ▪時11月
30日(土)午前10時～午後3時▪場いせ
はら塔の山緑地公園▪対小学生以上の
人30人(申込多数の場合は抽選、小
学生は保護者同伴)▪締11月25日(月)
▪問いせはら塔の山緑地公園薀95-5551
●手づくり絵本展
個性豊かな絵本をご覧ください▪時12
月7日(土)午後1時～4時、8日(日)午�
前10時～午後3時▪場図書館
▪問伊勢原手づくり絵本の会･目

め

﨑
さき

薀93-3236
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。

風水害から身を守りましょう
　近年、台風やゲリラ豪雨などに
よる風水害が、全国的に多発して
います。
　被害を最小限に抑えるために
は、まず風水害に対する知識や備
えが必要です。日ごろから、住ん
でいる地域でどのような災害が発
生するのか把握しておくととも
に、災害から身を守るため、次の
ことを心がけましょう。
風水害ハザードマップで危険箇所
を確認
　自宅周辺の状況を確認しましょ
う※市ホームページ｢防災･災害｣
でも閲覧できます
雨が降り出したら気象情報を収集
　テレビやラジオ、インターネッ
トで最新の情報
を収集しましょ
う※市内の雨量
情報は、市ホー
ムページ｢いせ
はら雨量観測
マップ｣でも確
認できます

新たな統一指標｢警戒レベル｣
　国は防災情報を的確な避難行動
へとつなげるため、災害発生の危
険度と、その際に取るべき行動、
避難情報の発令基準を5段階に整
理しました※詳しくは8月1日号を
ご覧ください
早めに自主避難を
　避難情報に注意し、レベル3･4
が発令されたら確実に避難しま
しょう。激しい雨や暴風などで避
難所まで行けない場合は、近くの
頑丈な建物や、自宅で最も安全な
場所(崖から離
れた部屋や2階
など)で身を守
りましょう。

▪担危機管理課薀94-4865

◇避難する際は食料や飲料水、
常備薬、クッション、毛布、レ
ジャーシート、スリッパなどを
準備してください。ペットを連
れていく場合はペット用のケー
ジやシーツをお持ちください


