
点訳広報、声の広報も製作しています

　年間を通して高額な外来診療を受
けている人に対し、自己負担の年間
上限額を超えた分が払い戻されます。
支給対象と思われる人には、国民健
康保険は令和2年1月以降、後期高齢
者医療制度は3月以降に申請書を送
付します。計算方法など詳しくは、
各担当にお問い合わせください。
対 象 者　7月31日において、高額療
養費の自己負担限度額の区分が「一

般」または「住民税非課税世帯」に属
する70歳以上の人（計算期間中に「現
役並み所得」の区分だった月の自己
負担額を除く）
対象期間　平成30年8月1日から令和
元年7月31日までの1年間
上 限 額　14万4000円（年間）
▪担保険年金課
薀94-4728（国民健康保険）
　94-4521（後期高齢者医療制度）

 市中学生人権作文コンクール

応募作品数＝333編、最優秀賞2編、
優秀賞4編
最優秀賞◇末吉陽菜（伊勢原中3年）、
尾垣美樹（中沢中2年）
優秀賞◇大谷和華子（伊勢原中3年）、
堀之内世（中沢中2年）、南日菜（成瀬
中3年）、桐谷こなみ（同）
▪担人権･広聴相談課薀94-4716

 市中学生人権ポスターコンクール

応募作品数＝67点、最優秀賞2点、
優秀賞3点
最優秀賞◇丸山陽平（成瀬中2年）、
安岡愛華（同3年）
優秀賞◇橘彩寧（伊勢原中3年）、辻󠄀
涼太（同）、山田想来（成瀬中2年）
▪担人権･広聴相談課薀94-4716

 市福祉作文コンクール

応募作品数＝726編、優秀賞8編（入賞
作品は県福祉作文コンクールに出品）
優秀賞【小学生の部】◇安倍花怜（緑
台小1年）、北村芽生（成瀬小5年）、
村田聖奈（同6年）【中学生の部】◇細
田伊織（伊勢原中1年）、石垣檀（中沢
中1年）、井下田詩歩（成瀬中2年）、

市川千姫（伊勢原中2年）、坂田日葵
（成瀬中3年）
▪担福祉総務課薀94-4719

 市読書感想文コンクール

応募作品数＝3234編、市長賞9編、
教育長賞18編
市長賞【小学生の部】◇小原翔琉（大
田小1年）、髙橋光音（桜台小2年）、
山本晄（大田小3年）、成瀬瞳子（成瀬
小4年）、影山芽生（伊勢原小5年）、
児山友咲（竹園小6年）【中学生の部】
◇大澤日菜（成瀬中1年）、吉田素詠
（山王中2年）、中村友香（中沢中3年）
教育長賞【小学生の部】◇振原莉咲
（比々多小1年）、髙橋輝流（成瀬小1
年）、松本絵未（緑台小2年）、大塚麻
由（大田小2年）、髙澤希心（比々多小
3年）、塚原萌織杏（高部屋小3年）、
大久保希実（伊勢原小4年）、黒沢つ
きか（比々多小5年）、山本怜奈（大田
小5年）、片野真哉（比々多小6年）、
森川和洋（桜台小6年）【中学生の部】
◇澤伊織（山王中1年）、石垣檀（中沢
中1年）、尾崎愛実（成瀬中2年）、三
瓶恵実（伊勢原中2年）、五月女隼人
（同3年）、宮﨑希実（成瀬中3年）
▪担教育指導課薀74-5247

　市の審査により、次の児童･生徒が各賞を受賞しました（敬称略）※本人
の希望により、掲載していない人がいます

会計年度任用職員を募集します 

　市役所や金融機関などの職員をか
たり、現金やキャッシュカードをだ
まし取る詐欺が多発しています。市
内でも年々増加傾向にあり、昨年は
30件の被害が発生しました。
　金融機関の合併に伴って、職員が
キャッシュカードを要求することは
ありません。不審な電話がかかって
きたら必ず確認し、家族や警察署（薀
94-0110）に相談しましょう。

くらし安心メールにご登録ください

　市内で発生する振り込め詐欺の情
報をはじめ、不審者への注意喚起や
災害時の避難情報など、市からのお
知らせを登録されたメールアドレス
に配信します。希望する人は、この

面右上のＱＲコードを読み込むか、
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

　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　12月25日（水）～29日（日）
の午前9時～午後4時
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階の担当に
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　11月29日（金）

　市役所業務の事務補助や、専門的
な業務を行う非常勤職員を募集しま
す。任用は令和2年4月1日からです。
　会計年度任用職員は、地方公務員
法第22条の2に規定されている非常
勤の地方公務員です。任期は最長で
1会計年度（4月1日～翌年の3月31日）
となります。
　仕事の内容や募集人数、勤務条件
などは、職種により異なります。詳
しくは市ホームページ「職員採用」か

市役所3階の担当にある募集案内を
ご確認ください。
募集職種　一般事務、保育士、福祉
分野の相談員　ほか※いずれも地方
公務員法第16条（欠格事項）に該当す
る人は応募できません
受付期間　11月29日（金）までの午前
9時～午後4時※市役所は土･日曜日、
祝日を、その他施設は休館日を除く
受付場所　各職種の担当窓口
▪担職員課薀94-4873

募金箱設置場所　市役所1階ロビー、
市民文化会館、図書館
設置期間　12月27日（金）まで

【振込受付口座】
◇ゆうちょ銀行･郵便局
口座番号　00190-2-325148
口座名義　東松山市台風19号災害義

援金
◇埼玉りそな銀行
口座番号　東松山支店　普通　5405182
口座名義　令和元年台風19号東松山
市災害義援金
※金融機関によって手数料がかかる
場合があります

▪担障がい福祉課薀94-4720

▪担福祉総務課薀94-4719

振り込め詐欺の前兆電話にご注意を

高額療養費･外来年間合算の申請について

各種コンクールの審査結果

東松山市への災害義援金にご協力を

レスパイトサービスをご利用ください

　10月の台風第19号により、各地で被
害が発生しました。市では、災害時に
おける相互応援協定を結ぶ埼玉県東松
山市が甚大な被害を受けたことから、
被災地支援のため義援金を受け付けて
います。皆さまの温かいご支援をお願
いします。

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をしながら障がい児･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1400円（交通費支給）
申し込み　電話で、めだかくらぶ（薀94-3553）にお申し込みください

被災した東松山市内の住宅
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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 ●

●COSMOS（コスモス）
日・英の文章の翻訳をネイティブの先
生も交え楽しく学ぶ▪時月3回金曜日ま
たは土曜日▪場中央公民館▪費月2000円
▪問塚越薀94-7033
●社交ダンス月曜会
親切に指導します。初心者歓迎▪時月
3回月曜日午後1時30分～3時30分▪場成
瀬コミュニティセンター▪費月1000円
▪問勝田薀090-2732-8835

● イ ベ ン ト ●

●Hideko Hajimeさをり織り作品展
手織り服やバッグ、小物などの作品
を展示▪時11月26日（火）～29日（金）午
前10時～午後4時▪場江島屋 蔵のギャ
ラリー（秦野市本町）
▪問一

はじめ

薀090-2214-7232
●伊勢原女声合唱団体験会
合唱団と一緒にクリスマスソングを
歌いませんか▪時12月4日～18日の毎
週水曜日・全3回、午前10時～正午▪場
中央公民館▪対女性▪申電話で
▪問石川薀94-6472
●神奈川歌踊チャリティ大会
▪時12月7日（土）午前10時～▪場市民文
化会館小ホール◇入場自由
▪問田中薀95-1278

●伊勢原市文化財協会・見学会
東京両国界

かい

隈
わい

の史跡めぐり▪時12月8
日（日）午前8時30分～◇集合＝伊勢
原駅▪費500円▪申電話で▪締12月4日（水）
▪問陶

す

山
やま

薀93-0964（午後6時以降）
●クリスマスリース作り教室
園内の自然素材でリースを作る▪時12
月15日（日）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、小学生は保護者同伴）
▪費500円
▪問いせはら塔の山緑地公園薀95-5551
●手話サークルふれあいクリスマ
ス会
手話などのいろいろなコミュニケー
ション方法で交流を▪時12月15日（日）
午前11時～午後2時30分▪場伊勢原シ
ティプラザ▪対市内在住・在勤の人80
人（申込順）▪費1000円（小学生以下500
円）▪申電話かFAXで▪締12月8日（日）
▪問手話サークルやまぶき会・今井
薀 94-1099

●コンサート「クリスマスのおくり
もの」
歌やピアノ、弦楽五重奏の演奏。「く
るみ割り人形」ほか▪時12月15日（日）
午後1時30分～▪場市民文化会館小ホー
ル▪費900円（前売り800円）▪申電話か市
音楽家協会ホームページから
▪問市音楽家協会・竹内
薀090-8588-6079
●協会主催 春季テニス大会
詳しくはテニスコート横のチラシか
市テニス協会ホームページで▪時令和
2年1月19日（日）～3月28日（土）▪場市ノ
坪公園テニスコート▪対市内在住・在
勤・在学の人▪費3000～4000円▪申12月1
日（日）から電子メール（ isehara_t_ 
1979@yahoo.co.jp）で▪締12月12日（木）
▪問市テニス協会・田中
薀090-5786-3706

◇事務の都合上、「平成31年（度）」と表記しているものがありますが、新元号への読み替えをお願いします

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 9月 1～9月

振り込め詐欺 4 27（± 0）

忍 込 み 5 17（＋15）

車上狙いなど 4 32（− 7）

乗 り 物 盗 8 70（−23）

11/18・25、 12/2・9

11/25、 12/9

11/18・23・25、 12/2・9
※11/18､12/2は中央・大田公民館のみ開館
※12/9は中央公民館のみ開館

11/18・25、 12/2・9

11/18・25

11/18・25・26、 12/2・4・9

11/18・25・26、 12/2・4・9

11/15～12/14

臨時職員を募集
課税資料の整理や簡単なデータ入力
など事務補助に従事◇任用期間＝令
和2年1月15日（水）～3月31日（火）◇
勤務形態＝月～金曜日（祝日を除く）
の週3日以上、午前8時30分～午後5
時15分のうち5時間以上◇賃金＝時
給1011円（通勤手当支給、雇用保険
加入あり）◇選考方法＝書類審査と
面接▪申顔写真付きの履歴書に記入し
郵送か直接市役所1階の担当へ▪締12
月5日（木）
▪担市民税課薀74-5429

高齢者・障がい者などの無料税
務相談

相続税や贈与税、成年後見対象者の
確定申告などについて相談を受けま
す▪時12月13日（金）、令和2年2月14日

（金）の午後1時～3時▪場伊勢原シティ
プラザ▪対市内在住で65歳以上の人、
障がい児･者とその親族◇要予約
▪担社会福祉協議会薀94-9600

シルバー人材センター会員優待
事業所を募集

シルバー会員に割引、特典などの優
待サービスを提供する事業所を募集
しています。詳しくは担当へ▪申伊勢
原シティプラザ内の担当で配布する
エントリーシートに記入し、FAXか
直接担当へ※エントリーシートは担
当ホームページからも入手できます
▪担シルバー人材センター
薀92-8801 92-0008

福祉のいずみ基金　＊敬称略
◇大宝寺護持会･9万546円◇伊勢原市
民ゴルフ大会参加者一同･4万8702円
▪担福祉総務課薀94-4718

催　　し 講座・教室など
event

2020ニューイヤーコンサート
伊勢原第九合唱団によるベートーベ
ン交響曲第九番「合唱付」の演奏▪時令
和2年1月19日（日）午後2時～▪場市民
文化会館大ホール▪費2300円（高校生
以下1200円、前売りは2000円、高校
生以下1000円、全席
自由）◇チケットは担
当窓口や駅ナカクル
リンハウスで発売中
▪担市民文化会館薀92-2300

伊勢原市少年少女音楽祭
プロのオーケストラ演奏と子どもた
ちの歌声によるコンサート▪時令和2
年2月9日（日）午後2時～▪場市民文化
会館大ホール◇全席自由
▪担市民文化会館薀92-2300

お知らせ information

12/4 全国一斉Ｊアラート試験放送
機器の動作確認のため、防災いせは
らのスピーカーから放送が流れます
▪時12月4日（水）午前11時※中止の場合
は市ホームページ、くらし安心メー
ルでお知らせします
▪担危機管理課薀94-4865

市スポーツ賞・スポーツ奨励賞 の
被表彰者の推薦を

平成31年1月1日～12月31日に行われ
たスポーツ競技大会で、次に該当す
る成績を収めた市内在住の個人･団
体を表彰します◇スポーツ奨励賞は
小学生以下が対象
推薦基準　全県規模で優勝、関東規
模で準優勝以上、全国規模で第3位
以内、世界規模で第8位以内、全県
規模以上で記録を更新
推薦期限　12月6日（金）※期限以降、
年内に行われる大会結果で該当する
場合は速やかにご連絡ください
▪担スポーツ課薀94-4628

エコドライブ講習・診断
最新のエコカーを試乗し、排気ガス
を抑制するエコドライブ技術を身に
付ける▪時12月21日（土）①午後1時～3
時②午後3時～5時◇集合＝市体育館
▪対市内在住で運転免許を持っている
人各回9人（申込順）
▪担環境対策課薀94-4737

ゆったりウオーキング
上平間周辺を歩く▪時12月13日（金）午
前9時30分～11時30分◇集合･解散＝
大田公民館前※参加自由、雨天中止
▪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

冬季子どもふれあい教室
児童館指導員による作って遊べる工
作教室◇参加自由

▪担青少年課薀94-4647

上級救命講習会
成人･小児･乳児の心肺そ生法やＡＥ
Ｄ（自動体外式除細動器）の使い方を
学ぶ◇修了証の発行あり、再講習可
▪時12月14日（土）午前9時～午後5時▪場
コミュニティ防災センター（南分署）
▪対中学生以上の人20人（申込順）
▪担警防救急課薀95-9144

おもちゃ病院いせはらを開院
おもちゃドクターが壊れたおもちゃ
を治療します。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①11月23日（土）②
11月24日（日）③12月8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

産業能率大学スポーツ教室「初心者サッ
カークリニック④ゲームテクニック」

▪時12月22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12月13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

日　時 児童館 内　容
12/ 1（日）
10：30～11：30 七

し め ひ き

五三引 クリスマス
ガーランド

12/ 7（土）
13：15～16：00 高森台

パズルを作
ろう、音楽
と遊ぼう

12/14（土）
10：00～正午 板戸 カレンダー

を作ろう
12/20（金）
13：30～15：30 つきみの バルーン

アート
12/21（土）
10：30～正午 沼目 牛乳パックの

びっくり箱
12/21（土）
13：30～15：30 大原 木の実の飾り

12/23（月）
13：30～15：30 藤野 スライム

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。

お飾り講習会
約50cmの本格玄関飾りを作る▪時12
月21日（土）午前9時～正午▪定20人（申
込順）▪費1600円
▪担比々多公民館薀92-6961

蕎
そ

麦
ば

づくり教室
手作りの良さと楽しさを▪時12月13日

（金）午前10時～午後1時▪対市内在住･
在勤の人16人（申込順）▪費700円
▪担成瀬公民館薀95-1096

親子お飾りづくり講習会
お正月用の玄関飾りを作る▪時12月22
日（日）午前9時30分～正午▪対小学生
以上の子と保護者28組（申込順）▪費1
組500円（複数作る場合は1個につき
300円追加）
▪担成瀬公民館薀95-1096

デジカメサークル写真展
伊勢原南公民館で活動する3団体が
撮影した春夏秋冬の
写真を展示▪時12月27
日（金）までの午前9
時～午後10時◇入場
自由
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

介護料理教室
簡単でおいしい介護食を作る▪時12月
18日（水）午前10時～午後1時▪定15人

（申込順）▪費600円（65歳以上の人は400 
円）▪締12月13日（金）
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

お正月の生け花教室
美しい生け花ですばらしい新年を▪時
12月27日（金）午後1時30分～3時30分
▪対市内在住の人10人（申込順）▪費2200
円▪締12月20日（金）
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

楽しいパソコン活用講座
動画や音楽などインターネットの幅
広い楽しみ方を学ぶ。令和2年1～3
月の受講者を募集▪時毎週金曜日、午
前9時30分～正午▪対市内在住･在勤で
パソコンを持っている人10人（申込
順）▪費1回300円（テキスト代別途）
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

初心者パソコン講習会
ワードやエクセルの使い方を学ぶ。
令和2年1～3月の受講者を募集▪時毎
週金曜日、午後1時30分～4時▪対市内
在住･在勤でパソコンを持っている
人10人（申込順）▪費1回300円（テキス
ト代別途）
▪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
萩の会 絵手紙展
11月16日（土）～30日（土）

おはなし会＆対面朗読
おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時11月27日（水）～29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。

図書館のクリスマス会
図書館ボランティアによる読み聞か
せなど▪時12月15日（日）午後2時～3時
▪対小学生以下の子ども50人（申込順、
保護者同伴可）

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」
　　※12月14日（土）の投影はありません
◎＝ 幼児･低学年向け番組「オズのまほうつかい」

プラネタリウム特別企画「クリ
スマスほしぞらコンサート」

音楽と星の世界を楽しむ▪時12月14日
（土）午後3時40分～4時50分▪定100人
（申込順、小学生以下は保護者同伴）

科学工作教室「2019年の思い出
ムービーを作ろう」

思い出の写真に音楽とメッセージを
付け、自分だけの映像作品を作る▪時
12月21日（土）午前10時～正午▪対小･
中学生10人（申込順、小学校3年生以
下は保護者同伴）

科学工作教室「七宝焼きを体験
しよう 入門編」

熱によるガラスの変化を観察▪時12月
26日（木）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）

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。中央公民館では妊婦
の歯科･栄養相談も行います。母子
健康手帳をお持ちください。

日　時 会　場
11/27（水）
13：10～14：10

中央公民館
※1歳未満児と妊婦のみ

12/ 2（月）
 9：50～10：40

成瀬コミュニティ 
センター
※1歳未満児のみ

12/ 3（火）
10：00～11：00 高部屋公民館

12/ 5（木）
10：00～11：00 成瀬公民館

▪担子育て支援課薀94-4637

赤ちゃんからのスキンケア講座
アトピー性皮膚炎や乳児湿疹を予防
するスキンケアについて専門医が解
説▪時12月24日（火）午後1時30分～3時
▪場中央公民館▪対市内在住の乳幼児の
保護者30人（申込順）▪申住所、氏名、
電話番号、託児（7カ月児以上）を希
望する場合は子どもの氏名･生年月
日を明記しFAXか電子メール、また
は電話で担当へ▪締12月13日（金）
▪担子育て支援課薀94-4637 95-7612

kosodate@isehara-city.jp
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※12/1～3/9は休場

　市体育館のトレーニング室に
は、ランニングマシーンをはじ
め、筋力アップや身体機能維持
のための機器を設置していま
す。日ごろの運動不足解消や心
身のリフレッシュにご活用くだ
さい。
利用時間　①午前9時～正午②
午後1時～5時③午後6時～9時
対　　象　高校生以上の人
利用料金　各時間300円
※初めて利用する場合は、ビギ
ナートレーニングの受講と利用
登録が必要です。詳しくは市体
育館（薀92-3536）にお問い合わ
せください
▪担スポーツ課薀94-4632

市体育館の
トレーニング室で
健康づくりを
しませんか

　人権は、全ての人が生まれなが
らに持っている権利です。人権週
間をきっかけに、かけがえのない
命や思いやりについて、みんなで
考えましょう。

 人権に関する主な行事
中学生人権ポスター展
と　き　11月29日（金）～12月12日

（木）
ところ　市役所1階ロビー、中央
公民館※12月5日（木）は全作品を
中央公民館で展示
人権啓発講演会
　｢前に進む力｣をテーマに、東海
大学陸上競技部長距離駅伝監督の

両
も ろ

角
ず み

速
はやし

さんが講演します。また、
人権作文･人権ポスターの表彰も
行います。
と　き　12月5日（木）午後1時30分～
3時50分
ところ　中央公民館
定　員　250人（申込順）◇託児あ
り（7カ月～未就学児、11月25日ま
でに要予約）
特設人権相談
　人権擁護委員が相談を受けます

（要予約）。
と　き　12月9日（月）午前9時30分～
11時50分
ところ　市役所1階市民相談室
▪担人権･広聴相談課薀94-4716

12月4日～10日は人権週間

▪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

※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

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）。2月1日号分は12月2日（月）から受け
付けます。なお、会員募集は年度に1回の掲載とします。

市陸上競技協会が
生涯スポーツ
優良団体を受賞

　市陸上競技協会（越水清会長）
が長年にわたる市のスポーツ事
業の運営や子どもたちへの実技
指導に尽力し、地域スポーツの
推進に多大な功績を挙げたこと
が認められ、文部科学大臣から
令和元年度生涯スポーツ優良団
体の表彰を受けました。
▪担スポーツ課薀94-4628

　市ホームページトップ画面のアイ
コンをクリックしてご覧ください。

フェイスブック・ツイッターで
市の情報を発信中
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比々多の杜
もり

で骨董市
　三之宮比々多神社で、秋の正祭に合
わせ｢骨董蚤

の み

の市｣が行われました。境
内に軒を連ねた古物商が陶磁器やアン
ティークなどを販売。来場客は掘り出
し物を探して楽しみました。

（10月20日）

いせはらハロウィン2019
　伊勢原駅周辺で、市商工会連合会が
ハロウィンイベントを開催しました。
74店舗が参加し、仮装して店を訪れた
子どもにお菓子をプレゼント。5つの
商店会を巡るスタンプラリーも実施さ
れ、にぎやかな一日となりました。

（10月26日）

太田道灌公鷹狩り行列（A） �北条政子日向薬師参詣行列（A）

ISEHARAソーレパレード（B）�

�山王中学校吹奏楽演奏（B）

日向薬師神
し

木
ぎ

のぼり（C） クルリンスペシャルステージ（C）

韓国の中学生が伊勢原を訪問
　韓国済州島の中学生15人が国際交流
研修会で本市を訪れました。春には市
内中学生が済州島を訪問しており、両
国での研修会が実現しました。大山で
とうふ作りや参道の清掃を行ったほか、 
中学校では英語で互いを紹介し合った
り大縄跳びをしたりしました。

（10月27･28日）

いせはら独楽チャンピオンシップ（B）

ちびっこみこしパレード（A）

わくわくキッズパーク（C）
稚児行列（C）

道灌まつりフォトアルバム

第5回　「八王子通り大山道（後編）」現代の大山道
　前回に引き続き、｢八王子通り大山道｣をたどっていきます。八王子を後
にし、武蔵国と相模国の国境にあった境

さかいがわ

川に架かる両
りょう

国
ごく

橋
ばし

を渡ると橋本
（相模原市）に入ります。
リニア停車駅開設予定の注目スポット｢橋本｣
　大型ショッピングセンターがある橋本駅南口には、
大山町という地名があります。郷土資料｢橋本の昔話｣

（昭和60年、加藤重
しげ

夫
お

著）によると「棒
ぼう

杭
ぐい

の東側から相
原高校の実習農場辺りは地名で『大山』といわれ、その
地名のごとくかつては杉や松の大木が（中略）生い茂っ
て続いていた｣とのことです。伊勢原の大山との直接
的な関係は不明ですが、この｢棒杭｣は安政2（1855）年
に建てられた大山道の道標（写真）を指しています。
　この付近には令和9（2027）年にリニア中央新幹線神
奈川県駅（仮称）ができる予定で、交通の要として注目
を集めています。
水郷田名の中心地｢久

ぐ

所
ぞ

｣
　橋本を後にすると、現在の高田
橋付近にあった久所の渡しで相模
川を渡ります。久所は、大山参拝
道中の宿場町として栄えました。
明治3（1870）年に英国人マックレ
ガーらが相模川にカヌーを浮かべ
て江ノ島まで巡航したのが、日本で最初のカヌー
の海路巡航とされています。
　久所から小

こ

沢
さわ

（愛川町）を通り、中津川にあった
才
さい

戸
ど

の渡しへ。この地名は、セイトバライ（どん
ど焼きの別名）をした場所だったことに由来して
おり、多くの渡し船が行き交っていました。才戸
の渡しで厚木市に渡り、三

さん

田
だ

で府中通り大山道と
合流し、大山へ向かいます。

橋本駅付近には｢大山街道踏
切｣があります（相模原市提供）

才戸の渡しがあった所に架か
る才戸橋。たもとには渡し船
を思わせる親

おや

柱
ばしら

が設けられて
います（愛川町提供）

正面に｢右大山みち｣、
右側に｢北八王子道｣、
左側に｢南あつぎ道｣と�
あります（相模原市提供）

◇次回は令和2年2月15日号で｢柏
かし

尾
お

通り大山道｣を紹介します

　第52回伊勢原観光道灌まつりが10月5日･6日に開催されました。
　今年は2日間で約30万人が来場し、伊勢原駅周辺は熱気に包まれました。
道灌公役はプロレスラーの真壁刀義さん（新日本プロレス）が、政子役は
サッカー元女子日本代表の丸山桂里奈さんが務め、沿道に詰めかけた観衆
からの大歓声に応えていました。

【撮影者】（A）福田伸さん（広報カメラマン） （B）鈴木真由美さん（広報カメラマン） （C）広報戦略課

下落合公園に自治会寄贈の時計を設置
　下落合公園に、地元の南落合自治会から
時計が寄贈されました。登校時に集まる小
学生が時間どおりに行動できるよう自治会

が地域に寄付を呼びか
けたもので、子どもた
ちへのメッセージを込
めたプレートが取り付
けられています。

（10月21日）


