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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

1/1～31

1/1～4･6･13･20･27
※中央･大田公民館は1/6･20は開館

お知らせ information

農林業センサスにご協力を
市内の農家･林家の全世帯を対象に、
2月1日を基準日として農林業の実態
を把握する調査です。県知事が任命
した調査員が、調査員証を持って1
月中旬から伺います※調査内容は統
計以外の目的には使用されません
▪担経営企画課薀74-5608

固定資産評価審査委員を再任
任期満了に伴い、市長は議会の同意
を得て、令和元年7月4日付けで吉

き ち

川
か わ

秀
ひ で

夫
お

氏を、12月22日付けで三
み つ

野
の

光
み つ

髙
た か

氏を再任しました。任期は3年間です。
▪担市民税課薀74-5428

愛の献血
輸血を必要としている人のために、
1人でも多くの皆さんの協力をお願
いします▪時2月3日（月）午前10時～午
後0時30分、午後2時～4時▪場市役所
▪担健康づくり課薀94-4609

幼児教育･保育の無償化に伴う
利用料を助成

施設等利用給付認定「新2号」「新3号」
を受け、令和元年10～12月に幼稚園
の預かり保育、認可外保育施設、保
育所の一時預かり、病児･病後児保育、
ファミリー･サポート･センターの預
かりを利用した場合の利用料を助成
します。必要書類など詳しくは、担
当へ◇受付場所＝市役所1階の担当
▪締1月24日（金）※幼稚園の預かり保育
の申請は、各施設へ
▪担子ども育成課薀94-4638

都市計画素案の閲覧
伊勢原大山インターチェンジ周辺地
区における区域区分の変更について
素案の閲覧や公述の申し出ができま
す▪時1月7日（火）～28日（火）の午前8時
30分～午後5時▪場市役所2階の担当ほ
か【公聴会】▪時2月12日（水）午後7時～
▪場市役所2階2C会議室※公述の申し
出がない場合は中止
▪問県都市計画課薀045-210-6175
▪担都市政策課薀94-4742

学校給食用物資納入業者を募集
令和2･3年度の業者を募集。現在登
録していて継続を希望する業者も2
年に1度申請書類を提出してくださ
い◇対象物資＝生鮮物資全般、調味
料、乾物類など▪申市役所5階の担当
で配布する用紙に記入し直接担当へ
▪締1月10日（金）
▪担学校給食会事務局（学校教育課内）
薀74-5224

就学通知書が届かない人は連絡を
4月に小･中学校へ入学予定のお子さ
んがいる家庭に就学通知書を送付し
ます。1月31日（金）までに届かない
場合は担当へ連絡を。また、私立な
どの学校へ入学する
場合は、入学許可書
と印鑑を持参し市役
所5階の担当へ届け
出を。
▪担学校教育課薀74-5168

教育委員会とフリースクールな
どによる不登校相談会

▪時2月1日（土）午後1時～4時30分▪場深
沢学習センター（鎌倉市常盤）◇当日
受付
▪問県子ども教育支援課薀045-210-8292
▪担教育センター薀74-5253

危険物取扱者試験
▪時3月15日（日）▪場神奈川大学（横浜市
神奈川区）▪申1月20日（月）～31日（金）
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1月23日（木）～2月
3日（月）に郵送で
受験準備講習会
▪時2月23日（日）午前9時～午後5時▪場
秦野市保健福祉センター（秦野市緑
町）▪定50人（申込順）▪申受講料9550円
を持参し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

緑化募金　＊敬称略

◇宇都宮螺子（株）伊勢原製作所･1465円
▪担みどりのまち振興財団薀96-6466

催　　し 講座・教室など
event

統計グラフコンクール･明るい選挙
啓発ポスターコンクール優秀作品展

小･中学生による力作を展示▪時1月18
日（土）･19日（日）の午前9時～午後5時

（19日は午後4時まで）▪場中央公民館
▪担経営企画課薀74-5608
　選挙管理委員会事務局薀74-5273

働くママ＆パパのための思春期
セミナー

思春期の特徴や子どもとの接し方を
学ぶ▪時2月23日（日）午前10時～正午
▪場市民文化会館▪定30人（申込順）▪申氏
名、電話番号を明記しFAXか電子
メール、または電話か直接市役所1
階の担当へ◇託児あり（7カ月～未就
学児、2月10日までに要予約）
▪担人権･広聴相談課薀94-4716 92-9009

jinken@isehara-city.jp

農婚in伊勢原
市内の若手農業者との婚活イベント。
イチゴの摘み取り体験や交流会など
▪時2月22日（土）午後1時～7時30分▪対
20～39歳の独身女性12人（申込順）▪費
3000円▪申住所、氏名、生年月日、電話
番号、メールアドレスを明記しFAX
か電子メール、または電話で担当へ
▪担農業振興課薀94-4664 95-7613

nousei@isehara-city.jp

地球温暖化対策セミナー
「地球温暖化の影響と適応策」

【市民向け】▪時1月26日（日）午後1時～
3時30分▪場伊勢原シティプラザ▪定80人

（申込順）▪申住所、氏名、電話番号を
明記しFAXか電子メール、または電
話で担当へ▪締1月22日（水）【事業所向
け】▪時1月28日（火）午後2時～4時30分
▪場鈴川会館▪対市内在勤の人30人（申込
順）▪申事業所名･所在地、参加人数、
電話番号を明記しFAXか電子メール、
または電話で担当へ▪締1月24日（金）
▪担環境対策課薀94-4737 95-7613

kankyou@isehara-city.jp

リサイクルフェア
シルバー人材センターで修理した家
具の販売など◇食品ロス削減の一環
としてフードドライブを実施。未開
封の食品をお持ちください。詳しく
は担当へ▪時1月18日（土）午前9時～午
後2時▪場資源リサイクルセンター
▪問シルバー人材センター薀92-8801
▪担環境美化センター薀94-7502

福祉展
高齢者や障がい者の作品を展示▪時1
月15日（水）～17日（金）の午前9時～午
後4時（15日は午後1時～、17日は午
後3時まで）▪場中央公民館
▪担福祉総務課薀94-4718

障害者権利条約講演会
講演会とシンポジウム◇手話通訳、
要約筆記あり▪時2月19日（水）午後0時
30分～4時▪場市民文化会館小ホール
▪定200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2月5日（水）
▪問県障害者社会参加推進センター
薀045-311-8744 045-316-6860
▪担障がい福祉課薀94-4720

家族介護者教室
「介護保険制度の基礎知識」
▪時2月29日（土）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・ 
在勤の人30人（申込順）
▪担介護高齢課薀94-4725

ゆったりウオーキング
吾妻山公園（二宮町）周辺を歩く▪時1
月31日（金）午前9時～午後3時30分◇
集合＝伊勢原駅※参加自由、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

百歳体操
楽しく筋力アップをしませんか▪時2
月10日（月）午前11時～正午▪場伊勢原
シティプラザ▪申電話で担当へ
▪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2月19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

マンスリーウオーキング（約6km）
伊勢原大神宮周辺めぐり▪時1月15日

（水）午前9時～正午◇集合･解散＝市
役所※当日受付、小雨実施
▪担スポーツ課薀94-4628

親子タグラグビー教室
子どもでも安全に楽しめるラグビー
教室▪時2月8日（土）①午前10時～11時
30分②午後1時～2時30分▪場専修大学
伊勢原総合グラウンド（西富岡）▪対小
学校3年生以上の親子各回30組（申込
順）▪申1月15日（水）から電話で担当へ
▪担スポーツ課薀94-4628 93-8389

タンポポ展
小･中学校の特別支援学級に通う児
童･生徒の作品展▪時1月24日（金）～28
日（火）の午前9時～午後4時30分（27
日は休館、28日は午後3時まで）▪場市
民文化会館展示室
▪担教育センター薀74-5253

中学校作品展
【生徒美術展】授業や部活動で作った
作品を展示▪時1月24日（金）～26日（日）
の午前9時～午後5時（26日は午後3時
まで）▪場中央公民館【書き初め展】各校
の秀作を展示▪時2月1日（土）･2日（日）
の午前10時～午後4時▪場中央公民館
▪担教育センター薀74-5253 

冬のクリセンフェスタwith富士見の湯
スタンプラリーやガイドツアー（予約
優先）など。詳しくは担当のホーム
ページで確認を▪時1月26日（日）午前
10時～午後2時▪場はだのクリーンセ
ンターほか（秦野市曽屋）◇雨天実施
▪担秦野市伊勢原市環境衛生組合施設
課薀82-2502

おもちゃ病院いせはらを開院
受付は各日20個（先着順）。部品交換
は実費、修理できない場合あり。詳
しくは担当へ▪時①1月25日（土）②1月
26日（日）③2月9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

阿夫利荘「趣味の教室」発表会
作品の展示とダンスやお茶席などの
発表▪時1月11日（土）午前9時30分～午
後3時▪場老人福祉センター阿夫利荘
▪担老人福祉センター阿夫利荘薀93-1006

探鳥会
伊勢原･平塚の水田地帯を巡る▪時1月
26日（日）午前9時30分～午後3時◇集
合＝伊勢原駅▪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
C型肝炎について医師らが講演▪時1月
18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
前立腺がんを知る
専門医が講演▪時2月1日（土）午後2時～
▪場東海大学伊勢原校舎松前記念講堂
▪定200人（先着順）
▪担東海大学医学部付属病院薀93-1121

日本神経消化器病学会市民公開講座
お腹の症状について医師らが講演▪時1
月18日（土）午後2時～5時▪場東海大学
伊勢原校舎松前記念講堂◇入場自由
▪担東海大学医学部内科学系消化器内
科学薀93-1121

伊勢原協同病院市民公開講座
外反母趾について整形外科医が解説
▪時1月25日（土）午後2時～▪場市民文化
会館小ホール▪定390人（先着順）
▪担伊勢原協同病院薀94-2111

湘南里川づくりフォーラム2020
「金目川水系の今後」をテーマにした
基調講演や意見交換など▪時2月2日

（日）午前10時～午後4時▪場東海大学
湘南校舎（平塚市北金目）◇入場自由
▪担湘南地域県政総合センター
薀22-9186

公民館・社会教育課
申し込みは、1月7日（火）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。

はじめてのお抹茶体験
日本の伝統文化に触れる▪時1月18日

（土）午後1時30分～3時30分▪対小学生
20人（申込順）▪費300円
▪担中央公民館薀93-7500

※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
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3/9まで休場

電話番号のおかけまちがいにご注意ください
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神（よさこい）
小学生～70代の女性チームです▪時毎
週水曜日午後7時～9時▪場中央公民館
ほか▪費月2500円（小学生～高校生は
月1000円）
▪問清水薀090-8022-3642

● イ ベ ン ト ●

●ゴスペルトーク＆コンサート
ゴスペルを歌い、その歴史を語りま
す▪時1月17日（金）午前10時～11時30
分▪場中央公民館◇入場自由
▪問藤原薀090-8500-6735
●大人のための韓国語講座
▪時1月30日～3月19日の毎週木曜日･
全8回、午後4時～（入門）、午後6時～

（中級）、午後7時30分～（初級）▪場伊
勢原シティプラザ▪費6000円
▪問国際文化交流協会･前田薀090-
6489-2803（平日午前10時～午後5時）

●志賀高原スキーツアー
ゲレンデを楽しく滑ろう。3泊4日の
バスツアー▪時2月12日（水）～15日（土）
◇集合･解散＝伊勢原駅▪費4万5500円
▪申電話で▪締2月5日（水） 
▪問山とスキーの会･柳澤
薀080-5970-5723
●シイタケ原木作り教室
シイタケを自宅で栽培してみません
か▪時2月16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1000円◇1家族2本
▪問いせはら塔の山緑地公園薀95-5551

市民協働事業「いきいきシニア
伊勢原まつり」

歌、踊り、落語を楽しむ▪時1月11日
（土）午後1時30分～4時
▪問事務局･三上薀95-0807
▪担社会教育課（中央公民館内）
薀93-7500

長寿と健康「百歳体操教室」
▪時1月21日（ 火 ）午
前10時～11時▪定10
人（申込順）
▪担比々多公民館
薀92-6961

定年後の男の料理教室
生活習慣病予防の料理を作る▪時1月
30日（木）午前10時～午後1時▪定15人

（申込順）▪費600円▪申住所、氏名、年
齢、電話番号を明記しFAX、また
は電話か直接担当へ
▪担大田公民館薀95-4375 90-2251

図書館　薀92-3500

図書館ミニギャラリー
木村たくみ小品展
▪時1月4日（土）～15日（水）
山吹会による絵手紙展
▪時1月17日（金）～29日（水）

おはなし会＆対面朗読
なないろらんぷ（小学生向け）
▪時1月11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1月12日（日）午前11時～11時30分
おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時1月15日（水）～17日（金）･28日（火）～
31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。

朗読会　
※開始時刻はいずれも午後2時

日　程 タイトル

1/ 9（木）
かわうそ、卵とわたし、
海苔巻の端っこ（作/向田
邦子）

　16（木） 身上調査、石頭、寺内貫
太郎の母（作/向田邦子）

　19（日） モナリサ、行列、夢十夜
（作/夏目漱石）

子ども科学館　薀92-3600

※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

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

プラネタリウム投影番組

天体観察会｢クーデの日｣☆
望遠鏡で冬の星雲･星団を観察▪時1月
11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

天文学習会「冬の星座を観察しよう」
プラネタリウムで星の話を聞き、望
遠鏡で夜空を観察▪時2
月8日（土）午後6時～8時
▪定60人（申込順、中学生
以下は保護者同伴）

天文工作教室「地球を作って、
観察しよう」

ペーパークラフトで地球の模型を作
る▪時2月15日（土）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）

1月13日（月）まで

1/7､ 土曜日 13：00◎/14：20□/
15：40■

日曜日、祝日 10：30○/13：00◎/
14：20□/15：40■

1月18日（土）から

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「ポラリス2 ルシア
と流れ星の秘密」

□＝ 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「ユニバース 宇宙ヘ」
◯＝ 幼児･低学年向け番組「手ぶくろを買いに」
●＝ 親子･一般向け番組「銀河鉄道の夜」

※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★ 21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）

10日（金）･17日（金）･24日（金）･
31日（金）13：00～16：00

行政相談★ 15日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 16日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 23日（木）13：00～16：00
行政書士相談★ 27日（月）13：30～16：00
社会保険労務士相談★ 22日（水）13：30～16：00
人権相談★ 20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

② マンション管理相談★
▪締17日（金） 22日（水）13：00～16：00 建築住宅課薀94-4782

③

成年後見などの行政書士相談★  8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★ 27日（月）16：00～18：00

法律･特許･経営安定相談★ 18日（土）13：00～16：00 商工会薀95-3233

精神保健福祉･認知症相談★  9日（木）･10日（金）
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

1 月 の 相 談

会場　①市民相談室②市役所2階2D会議室③伊勢原シティプラザ

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

市内の交通事故件数
11月 1～11月

発　生 36 216（−49）
死　者  1   3（+ 2）
負
傷
者

計 46 274（−43）
重  0   8（+ 2）
軽 46 266（−45）

市･県民税普通徴収············ 4期分
国民健康保険税··············· 10期分
介護保険料····················· 10期分
後期高齢者医療保険料······· 7期分

納期のお知らせ
納期限1月31日（金）

※1/4は正午から開館

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。

　12月15日号4面｢2019年 伊勢原のでき
ごと｣に掲載した｢5月25日 第8回いせはら
芸術花火大会｣に｢2年ぶりに開催｣とある
のは誤りでした。
　お詫びして訂正いたします。


