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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

2/1～29

2/3･10･11･17･24
※中央公民館は2/3･10･17は開館
※大田公民館は2/3･17は開館

お知らせ information

償却資産の申告を
令和2年1月1日現在、事業用に使用し
ている土地･家屋以外の資産を所有
する人は、償却資産の申告をしてく
ださい。新しく市内で事業を始めた
人や資産を取得した人で、申告書が
届いていない場合は担当へ。
▪担資産税課薀74-5469

市役所本庁舎の有料広告を募集
詳しくは市役所3階の担当か市ホーム
ページ｢募集｣で確認を◇掲載場所･規
格＝①エレベーター横壁面(2～5階)
縦50cm以内×横70cm以内②冷水機
前面(1階)縦60cm以内×横30cm以内
◇掲載期間＝1年間◇広告料＝見積
もり合わせによる※別途使用料1枠
年額①1万円②7000円▪申担当で配布す
る申込書に必要書類と見積書を添え
て直接担当へ▪締2月17日(月)午後3時
▪担管財契約検査課薀94-5020

小規模契約希望者の登録
市が発注する工事(修繕)請負、業務
委託、物品売買のうち、内容が軽易
で少額(原則50万円以下)な契約を希
望する事業者を登録します◇有効期
間＝4月1日から2年間▪対市内に主たる
事業所がある法人または個人※｢か
ながわ電子入札共同システム｣に登録
している業種を除く▪申市役所3階の
担当で配布する申請書に必要書類を
添えて直接担当へ※申請書は市ホー
ムページ｢入札･契約｣からも入手でき
ます▪締2月14日(金)
▪担管財契約検査課薀94-5030

県障害者スポーツ大会の参加者募集
申し込みは担当へ。競技内容や会場
など詳しくは、県身体障害者連合会
(薀045-311-8736)へ▪対県内在住で13
歳以上の身体･知的･精神障がい者

競技名 日程 申込期限
フライングディス
ク(身体･知的) 4/12(日) 2/17(月)

ボウリング(知的)
4/19(日) 2/25(火)アーチェリー

(身体)
陸上(知的) 4/26(日) 3/ 2(月)
陸上(身体) 5/10(日) 3/ 9(月)
水泳(身体･知的) 7/ 5(日) 5/18(月)

卓球(精神) 令和3年
1/15(金) 11/24(火)

卓球(身体･知的) 1/17(日)
ボッチャ(身体) 2/21(日) 12/ 7(月)

▪担障がい福祉課薀94-4720 95-7612

愛の献血
▪時2月8日(土)午前10時～正午、午後 
1時～4時▪場MIプラザ
▪担健康づくり課薀94-4609

学校体育施設開放登録説明会
令和2年度に小･中学校の体育館やグ
ラウンドの利用を希望する団体の代
表者は必ず出席を※利用を中止する
団体は鍵を返却してください▪時2月
13日(木)午後6時～▪場市民文化会館
大ホール▪対市内在住･在勤･在学の人
が過半数を占める10人以上の団体
▪担スポーツ課薀94-4632

市営住宅入居者を募集
条件など詳しくは、｢募集のしおり｣
で確認を◇一般世帯向け4戸＝池端
住宅2戸、峰岸住宅2戸※単身者向け
の募集はありません
募集のしおり配布
◇期間＝2月3日(月)～3月6日(金)▪場
市役所2階の担当、1階ロビー、市役
所駅窓口センター(夜間と土･日曜日、
祝日は市役所夜間窓口で配布)
入居申込受付
◇期間＝3月4日(水)～6日(金)の午前
9時～正午、午後1時～5時(4日は午後
のみ)▪場市役所2階2D会議室
▪担建築住宅課薀94-4782

台風第15･19号で被災した住宅の
補修費を補助

屋根や外壁などの耐震性向上を図る
費用を県が補助します。申請方法な
ど詳しくは、担当へ◇対象者＝半壊ま
たは一部損壊で罹

り

災
さい

証明を受けた居
住用住宅の所有者※災害救助法に基
づく応急修理制度の利用者を除く◇
対象工事＝10万円(税込)以上で2月中
に完了するもの◇補助額＝工事費の
20％以内(限度額30万円)▪締3月10日(火)
▪問県住宅計画課
薀045-210-6535（制度全般）
▪担建築住宅課薀94-4782

石田小学校特別教室の一般開放
利用説明会

令和2年度に利用を希望する団体の代
表者は必ず出席を▪時2月20日(木)午後6
時～▪場石田小学校▪対市内在住･在勤の
人が過半数を占める10人以上の団体
▪担社会教育課薀93-7500

放送大学4月入学生の募集
テレビ放送やインターネットによる
通信制の大学▪対15歳以上の人▪締【第1
回】2月29日(土)【第2回】3月17日(火)
▪問放送大学神奈川学習センター
薀045-710-1910
▪担社会教育課薀93-7500

催　　し 講座・教室など
event

いせはらシティプロモーションツアー
はだのクリーンセンターほか▪時2月
26日(水)午前9時～午後0時10分◇集
合＝市役所1階ロビー▪定30人(申込順) 
▪担広報戦略課薀94-4864

歴史･自然体感ハイキング＆アイ
デアソン

大山観光アプリを活用した自然観察
やワークショップ▪時2月29日(土)午前9
時～午後4時◇集合＝大山ケーブルバ
ス停付近▪対市内在住の小学校5年生～
大学生40人(申込順、中学生以下は保
護者同伴)▪申電話で問い合わせ先へ
▪問タイムカプセル(株)薀058-214-9760
▪担商工観光課薀94-4729

高齢者･障がい者虐待防止講演会
弁護士による講演▪時2月20日(木)午
後2時～4時▪場伊勢原シティプラザ▪申
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2月
14日(金)
▪担障がい福祉課薀94-4721 95-7612

shien-c@isehara-city.jp

ゆったりウオーキング
①曽我梅林周辺②岡崎･八幡台･伊勢
原南公民館方面▪時①2月14日(金)午
前9時～午後3時②2月18日(火)午前9
時30分～正午◇集合＝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95-2570
▪担健康づくり課薀94-4609

ノルディックウオーキング
小田原城址公園周辺をポールを使っ
て歩く▪時2月17日(月)午前10時～午
後3時◇集合＝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

いせはら食育セミナー
食育料理コンテスト受賞メニューを
作る▪時2月27日(木)午
前10時30分～午後1時
30分▪場中央公民館▪定
25人(申込順)▪費600円
▪担健康づくり課薀94-4609

講演会「これからの医療機関への
かかり方」

▪時3月3日(火)午後2時～3時30分▪場伊
勢原協同病院▪定50人(先着順)
▪担健康づくり課薀94-4616

マンスリーウオーキング(約7km)
日向日陰道めぐり▪時2月19日(水)午前
9時～正午◇集合･解散＝高部屋公民
館※当日受付、小雨実施
▪担スポーツ課薀94-4628

ビームライフル射撃教室
▪時2月23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

親御さん向け婚活セミナー
最近の結婚事情などを解説▪時3月24 
日(火)午後2時～4時▪場市民文化会館
▪対未婚の子を持つ親30人(申込順)▪申
住所、氏名、年齢、電話番号を明記 
し電子メール、または電話で担当へ
▪締2月28日(金)
▪担青少年課薀94-4647

seisyounen@isehara-city.jp

普通救命講習会
心肺そ生法やAEDの使い方を学ぶ◇
修了証を発行▪時3月7日(土)午前9時～
正午▪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

オレンジカフェ(認知症カフェ)
楽しくお茶を飲みながら認知症を考
える▪時2月14日(金)午前9時30分～11
時▪場とうげん(高森3丁目)▪対市内在
住の認知症の人とその家族20人(先
着順)▪費500円
▪担北部地域包括支援センター薀75-8085

認知症サポーター養成講座
基本知識や対応方法を学ぶ◇修了者
にはオレンジリングを配布▪時2月17
日(月)午前10時30分～正午▪場伊勢原
山王幼稚園▪定25人(申込順)
▪担西部地域包括支援センター薀95-2111

高齢者支援ボランティア養成講座
認知症講座や体験談など▪時3月7日
(土)･14日(土)の全2回、午後1時～4 
時▪場だいろくコミュニティ広場｢来る
りん｣(伊勢原1丁目)▪定30人(申込順) 
▪締2月28日(金)
▪担中部地域包括支援センター薀92-4091

健
け ん

幸
こ う

楽
ら く

笑
しょう

会
体操を中心とした介護予防教室▪時4
月から毎月1回、木曜日午後2時～3
時30分▪場だいろくコミュニティ広場
｢来るりん｣ほか▪対市内在住で65歳以
上の人100人(申込多数の場合は抽選) 
▪費4000円▪締2月28日(金)
▪担中部地域包括支援センター薀92-4091

ワンコイン教室
いずれも▪場市体育館▪定20人(申込順) 
▪費500円
バランスボール
▪時2月19日(水)午前10時～11時
シニアのための筋力体操
▪時2月27日(木)午前10時～11時
▪担"元気な伊勢原づくり"共同事業体
薀92-3536

探鳥会
▪時2月22日(土)午前9時30分～午後3時
◇集合＝市体育館▪定30人(申込順)
▪担みどりのまち振興財団薀96-6466

東海ブルーカフェ
人生の最終段階に備えた医療やケア
を学ぶ▪時2月20日(木)午後3時30分～5
時▪場東海大学医学部付属病院▪定30人
(申込順)▪申氏名、電話番号を明記し
FAXか電子メールで▪締2月17日(月)
▪担東海大学医学部医療倫理学領域
薀93-1121 92-2600

tokairinri5050@gmail.com

産業能率大学スポーツ教室｢バレーボール｣
▪時3月7日(土)午前9時30分～11時30 
分▪場産業能率大学▪対小･中学生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2月28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、2月4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。

市民音楽会
市音楽家協会と市民ボランティアに
よる手作りクラシック音楽会▪時3月1
日(日)午後1時30分～4時▪場市民文化
会館大ホール◇入場自由
▪担社会教育課薀93-7500

親子ふれあい陶芸教室
茶わんやカップを作る▪時2月29日(土)、
3月14日(土)の全2回、午前10時～正 
午▪対小学生以上の子と保護者15組(申
込順)▪費1人300円
▪担中央公民館薀93-7500

みんなで飛ばそう 紙ヒコーキ
紙飛行機を作って飛距離を競う▪時3月
7日(土)午後1時30分～3時▪対小学校3
年生以下の子と保護者15組(申込順)
▪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

2/3･5･10･12･17･25

2/3･5･10･12･17･25

2/3･10･17･25

2/10･24

2/3･10･17

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

● 会 員 募 集 ●
●服飾文化研究会
手持ちの着物で着付けのけいこ▪時
月2回火曜日午前9時45分～11時45分
▪場アミューあつぎ(厚木市中町)▪対成
人女性▪費月1100円
▪問倉持薀046-224-7805(午後7時以降)

● イ ベ ン ト ●

●しいたけ栽培教室
植菌した原木を3本持ち帰れます▪時2
月29日(土)午前10時～正午▪場いせは
ら塔の山緑地公園▪定20人(申込順)▪費
2000円▪申電話か電子メールで▪締2月
28日(金)
▪問伊勢原市森林組合薀91-4425

yo-ishii@iseharashinrin.or.jp
●チャリティーショー･華やかなオ
ペラの世界
カラオケバトルでおなじみの翠千賀
さんと仲間が共演▪時3月7日(土)午後
1時30分～▪場市民文化会館小ホール
▪費3500円
▪問国際ソロプチミスト伊勢原･能條
薀94-1260

●日帰りバス｢坂東三十三観音への旅｣
飯泉観音(小田原市)や星の谷観音（座
間市）など4カ所を巡る▪時2月8日(土)
午前8時15分～◇集合＝中央公民館
▪定27人(申込順)▪費5500円
▪問伊勢原郷土史研究会･飯島薀95-4338
●伊勢原市文化財協会･見学会
東海道（戸塚宿～藤沢宿）を歩く▪時3月
7日(土)午前9時30分～◇集合＝平塚
駅▪費500円▪申電話で▪締3月4日(水)
▪問陶山薀93-0964(午後6時以降)
●市水泳選手権大会
▪時3月20日(金)午前8時～11時30分▪場
伊勢原スイミングクラブ▪対小学生以
上の人▪費1種目600円▪申電子メールで
▪締2月14日(金)
▪問市水泳協会･佐藤薀95-0870

isehara.city.swim@gmail.com

ルーシーダットン体験教室
タイ式ヨガを体験▪時3月3日(火)午前
10時～11時30分▪定20人(申込順)
▪担成瀬公民館薀95-1096

春色ハーバリウム２
プリザーブドフラワーと丸ボトルで
作る▪時3月4日(水)午前10時～11時30
分▪定30人(申込順)▪費2000円
▪担成瀬公民館薀95-1096

暮らしに役立つ硬筆書道教室
▪時2月25日、3月10日･24日の毎回火曜
日･全3回、午前10時～正午▪定10人(申
込順)▪締2月20日(木) 
▪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
MOA美術館伊勢原児童作品展優秀作品展
▪時2月2日(日)～15日(土)

おはなし会＆対面朗読
なないろらんぷ（小学生向け）
▪時2月8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2月9日(日)午前11時～11時30分
おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時2月11日(火)･13日(木)･14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｢ミステリーを読む｣
コナン･ドイル作｢赤毛組合｣を読む
▪時2月13日(木)午後2時～

雑誌のスポンサーを募集
雑誌の年間スポンサーになる法人を
募集しています。詳しくは図書館の
ホームページをご覧ください。

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

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

親子ふれあい教室
たぬき先生の折り紙教室
折りびなを作ろう▪時2月24日(月)、3月1
日(日)の午後1時～3時▪対小学校2年生
以上の子と保護者、各日6組(申込順)
カガクカンをめいっぱい体験しよう
簡単な実験やプラネタリウム▪時3月7
日(土)午前10時～正午▪対幼稚園･保育
園の年長相当児と保護者15組(申込順)

土曜日 13：00◎/14：20〇/
15：40■

日曜日、祝日 10：30〇/13：00◎/
14：20〇/15：40■

◎＝幼児･低学年向け番組｢手ぶくろを買いに｣
〇＝親子･一般向け番組｢銀河鉄道の夜｣
■＝ 親子･一般向け番組｢ポラリス2 ルシア

と流れ星の秘密｣

※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★ 18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)

7日(金)･14日(金)･21日(金)･ 
28日(金)13:00～16:00

行政相談★ 19日(水)13:30～16:00
不動産相談★ 20日(木)13:30～16:00
司法書士相談★ 13日(木)13:00～16:00
行政書士相談★ 10日(月)13:30～16:00
社会保険労務士相談★ 12日(水)13:30～16:00
人権相談★ 17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21日（金） 26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★ 12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★ 19日(水)16:00～18:00

法律･特許･経営安定相談★ 15日(土)13:00～16:00 商工会薀95-3233

精神保健福祉･認知症相談★  5日(水)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

2 月 の 相 談

会場　①市民相談室②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
12月 1～12月

発　生 24 240(−50)
死　者  0   3(+ 2)
負
傷
者

計 28 302(−45)
重  3  11(+ 5)
軽 25 291(−50)

国民健康保険税···············11期分
介護保険料····················· 11期分
後期高齢者医療保険料·······8期分
清掃手数料(し尿)·········12･1月分

納期のお知らせ
納期限3月２日(月)

県福祉作文コンクールの結果
　県内で8861編の応募があり、市
内から次の5人が入賞しました(敬
称略)。
小学生の部◇最優秀賞＝安倍花怜
(緑台小1年)◇優秀賞＝北村芽生
(成瀬小5年)
中学生の部◇最優秀賞＝細田伊織
(伊勢原中1年)、石垣檀(中沢中1年)
◇優秀賞＝市川千姫(伊勢原中2年)
▪担福祉総務課薀94-4719

市民総ぐるみ大清掃
　自宅周辺の広場や公園、河川な
ど公共の場所を地域の皆さんでき
れいにしましょう。中止する場合
は、午前7時30分に防災いせはら
や市ホームページ、くらし安心メー
ルなどでお知らせします。なお、
延期はありません。
とき　3月1日(日)午前8時から◇雨
天中止※収集は9
時15分から開始し
ます。収集時刻を
超えて清掃する場
合は、事前に担当
へご連絡ください
▪担環境美化センター薀94-7502

３／１（日）

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）。4月15
日号分は2月17日（月）から受け付けます。


