
点訳広報、声の広報も製作しています

　応募方法など詳しくは、市ホーム
ページ｢職員採用｣か、各担当で配布
する募集案内をご確認ください。

受付期間　2月17日（月）～28日（金）
の午前9時～午後5時（土･日曜日、祝
日を除く）

　認知症などで徘
はい

徊
かい

行動が見られる
人の早期発見や事故防止のため、2
月から｢見守りクルリンステッカー｣
の配布を開始しました。
　ステッカーのQRコードを読み込
むと、市と警察署の連絡先が表示さ
れます。1人につき10枚交付し、ア
イロンやドライヤーで普段身に着け
る物に貼り付けて使います。
　事前に｢徘徊高齢者等SOSネット
ワーク｣への登録が必要です。詳し
くは市役所1階の担当にお問い合わ
せください。
対　　象　市内在住で、徘徊のおそ

れがある65歳以上の人か知的障がい
児･者
申し込み　担当で配布する申込書に
記入し、申請してください※申込書
は市ホームページ｢健康･福祉｣→｢高
齢者福祉｣からも入手できます

▪担介護高齢課薀94-4725

　令和元（平成 31）年度に実施した
「ダイオキシン類調査」の測定結果を
お知らせします。
　調査では、伊勢原清掃工場焼却炉
の排出ガス･焼却灰と工場周辺の土
壌･河川水、栗原最終処分場放流水･

周辺地下水、井戸水について測定し
ました。結果はいずれも国の基準値
を大幅に下回っています（表参照）。
　なお、本調査は秦野市伊勢原市環
境衛生組合が行っており、試料の採
取時期は元年10月です。

公共下水道全体計画（案）にご意見を

感染症を予防しましょう

　伊勢原大山インターチェンジ周辺
地区の整備や今後の汚水量の減少、
地域特性などを考慮し、公共下水道
全体計画の見直しを行いました。こ
の計画（案）について、市パブリック
コメント制度（市民意見提出制度）に
基づき、皆さんからのご意見を募集
します。
閲覧場所　アクアクリーンセンター
2階の担当、市役所1階ロビー、各公

民館※市ホームページ「パブリック
コメント」からもご覧になれます
意見提出期間　2月17日（月）～3月13
日（金）※消印有効
意見提出方法　住所、氏名、意見を
明記し、郵送（〒259-1138 神戸120）
かファクシミリ、電子メール、また
は直接担当にご提出ください
▪担下水道経営課薀92-3341 95-0981

g-keiei@isehara-city.jp

　中国で発生した新型コロナウイル
スによる肺炎の患者が、国内外で確
認されています。過剰な心配は必要
ありませんが、インフルエンザと同
様に、次の対策を心がけましょう。

 相談窓口
神奈川県新型コロナウイルス肺炎専
用ダイヤル　薀045-285-0536
受付時間　午前8時30分～午後5時15
分（土･日曜日、祝日は午前10時～午
後4時）
※最新の情報は市ホームページ｢健
康･福祉｣→｢健康･予防｣からもご覧
になれます
▪担健康づくり課薀94-4609

会計年度任用職員を募集します 

｢見守りクルリンステッカー｣を配布しています

伊勢原清掃工場のダイオキシン類調査結果

クルリンのバースデーイベントを開催

　「かながわの花の名所100選」に選
ばれている大田地区渋田川河畔の芝
桜。今年も美しい景色で訪れる人を
楽しませることができるよう、草取
りや苗の補植を行うボランティアを
募集します。みんなで観光名所に美
しい花を咲かせましょう。
と　　き　3月7日（土）午前9時～正
午※雨天時は8日（日）に順延
◇集合＝池田神社（上谷）

申し込み　電話か直接市役所2階の
担当にお申し込みください

▪担商工観光課薀94-4729

　3月1日は市公式イメージキャラク
ター クルリンのお誕生日です。
　今年も、全国のおともだちキャラ
クターからのお祝いメッセージ展示
やお誕生会を行います。ぜひクルリ
ンに会いに来てください。
 メッセージ展示
と　き　2月29日（土）～3月16日（月）
の午前7時45分～午後9時（土･日曜日
は午前9時～、3月16日は午後3時まで）
ところ　横浜銀行伊勢原支店
※駅ナカ クルリンハウス（伊勢原駅

観光案内所）でも展示を行います
 お誕生会
　春いろフェスタの
会場で、特別グリー
ティングを行います。
と　き　3月1日（日）
午前10時～10時30分
ところ　雨岳文庫（上粕屋862-1）
交　通　伊勢原駅北口4番バスのり
ば｢大山ケーブル｣行きで｢〆

しめ

引
ひき

｣下車
徒歩2分
▪担広報戦略課薀94-4864

◇1ナノグラムは10億分の1グラム、1ピコグラムは1兆分の1グラム

焼却炉排出ガス （単位：ナノグラム）

90トン炉 令和元年 平成30年
0.020 0.038

※基準値＝5ナノグラム（1立方メートル中）

焼却灰 （単位：ナノグラム）

90トン炉 令和元年 平成30年
0.0043 0.00041

※基準値＝3ナノグラム（1グラム中）

工場周辺土壌 （単位：ピコグラム）
令和元年 平成30年

栗　原 2.4 栗　原 1.1
坪ノ内 5.1 大住台 13

※基準値＝1000ピコグラム（1グラム中）
※大住台地区と坪ノ内地区は隔年で測定

工場周辺河川水 （単位：ピコグラム）
採取箇所 令和元年 平成30年
栗　原 0.077 0.064
善　波 0.063 0.062

※基準値＝1ピコグラム（1リットル中）

最終処分場放流水 （単位：ピコグラム）

栗原最終処分場 令和元年 平成30年
0.000030 0.000024

※基準値＝10ピコグラム（1リットル中）

最終処分場周辺地下水 （単位：ピコグラム）
採取箇所 令和元年 平成30年

栗原最終処分場観測井戸 0.063 0.062
三ノ宮地区民家（1） 0.066 0.062
三ノ宮地区民家（2） 0.063 0.062

※基準値＝1ピコグラム（1リットル中）

あなたの手で一緒に咲かせませんか
✿渋田川沿いの芝桜✿

ステッカーを着けた人を保護したら、担当
か警察に登録番号を伝えてください

市公式
ホーム
ページ

伊勢原市
公式イメージキャラクター
クルリン

令和2（2020）年

発行／伊勢原市　編集／広報戦略課
〒259-1188　伊勢原市田中348番地

『いせはら　くらし安心メール』の
配信登録や閲覧は、市ホームページから

伊勢原市

人口と世帯

No.1193２月15日

発行部数／39,700部人口101,996（−58）　 世帯数45,538（−6） 2月1日現在（　）は前月比

 ◇手洗いの徹底
 ◇マスクの着用とせきエチケット
 ◇バランスの良い食事
 ◇十分な休息

▪担秦野市伊勢原市環境衛生組合伊勢原清掃工場薀95-1711

募集職種など

※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

職　種 募集人数 任用期間 担　当

一般事務

3人 4月1日～9月30日 情報政策課薀94-4550

1人

4月1日から1年間

子育て支援課薀94-4633

2人

教育センター薀74-5253適応指導教室指導員 1人

適応指導教室補助指導員 2人
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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

● イ ベ ン ト ●
●文化庁支援事業　史跡巡り｢沼目・ 
平間地区を歩こう｣
沼目・平間地区の寺社を巡り、蓮華
寺で説法を聞きます▪時3月14日（土）
午前10時～午後3時◇集合＝つきみ
の団地バス停付近▪定40人（申込順）
▪問伊勢原郷土史研究会･飯島
薀95-4338（午後6時以降）

●甲冑展示会
会員労作の甲冑を約70領展示◇3月
からの甲冑教室の生徒も募集中▪時2 
月21日（金）～23日（日）午前9時～午
後5時（21日は午後1時～、23日は午
後4時まで）▪場中央公民館
▪問伊勢原手作り甲冑隊･若林薀95-2385
●親睦ゴルフ大会
18Ｈストロークプレー（新ペリア方
式）▪時4月2日（木）▪場伊勢原カントリー 
クラブ▪定40人（申込順、市内在住･在
勤の人を優先）▪費参加費2000円、プ
レー費6500円（ビジター8000円）※食
事代含む、税別▪締3月26日（木）
▪問市ゴルフ協会（伊勢原ゴルフセン
ター内）薀94-0666

● 会 員 募 集 ●
●卓伸クラブ
卓球で楽しく健康に◇初心者歓迎▪時
毎週火曜日午後1時～4時▪場行政セン
ター体育館▪費入会金1000円（4月まで
は無料）、1回100円
▪問馬場薀090-8435-5590

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 12月 1～12月

振り込め詐欺 3 37（＋ 4）

空 き 巣 1 17（＋ 3）

車上狙いなど 2 40（−15）

乗 り 物 盗 7 96（−35）

2/17･25、 3/2･9

2/24、 3/9

2/17･24、 3/2･9
 ※中央公民館は2/17、3/2・9は開館
 ※大田公民館は2/17、3/2は開館

2/17、 3/2･9

3/9まで

2/17･25、 3/2～6･9

2/17･25、 3/2～6･9

2/15～3/14

2/19　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2月19日（水）午前11時※中止する
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

土砂災害特別警戒区域指定に関
する説明会

土砂災害から命を守るため、県が実
施した基礎調査の結果を説明します
▪時いずれも午後7時～8時◇当日受付

日　程 会　場

2/28（金） 市体育館

3/ 3（火） 比々多公民館

　 4（水） 大山公民館

　 5（木） 成瀬公民館

　10（火） 伊勢原南公民館

　11（水） 大田公民館

▪問平塚土木事務所河川砂防二課
薀22-2711
▪担危機管理課薀94-4865

いせはらくらし安心メールに登録を
登録されたメールアドレスに、市内
の災害や不審者などの情報、市から
のお知らせなどを配信します。希望
する人は、下のQRコードを読み取 
るか、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

市民農園の利用者を募集
4月から1年間の利用者を募集します
◇募集区画＝八幡台13区画、上平間
10区画（1区画20㎡）▪対市内在住の人

（1家族1区画）▪費年8000円▪申往復ハガ
キに希望地区、住所、氏名、電話番
号、返信欄を記入し、問い合わせ先

（〒259-1103三ノ宮1352-5）へ※申込
多数の場合は抽選、結果は3月中旬
までに返信ハガキで連絡します▪締2
月28日（金）　
▪問NPO法人ファームパーク湘南・大場
薀090-6106-3318
▪担農業振興課薀94-4664

お知らせ information

｢伊勢原の推奨度･認知度｣に関
するwebアンケートにご協力を

シティプロモーション活動を進める
基礎資料とするため、「伊勢原を薦
めたいか」という推奨度などを伺い
ます◇回答方法＝市ホームページ

「市へのご意見 webア
ンケート」から※右の
QRコードからも回答
できます▪締3月4日（水）
▪担広報戦略課薀94-4864

クルリンのイラスト 継続使用
には再申請が必要です

市公式イメージキャラクター クル
リンのデザイン使用申請をしている
人で、使用期間満了後も継続を希望
する場合は、再度申請書をご提出く
ださい。詳しくは担当へ※申請書は
市ホームページ｢伊勢原市公式イメー 
ジキャラクタークルリン｣→｢デザイ
ン使用について｣から入手できます
▪担広報戦略課薀94-4864

年金についてのお知らせ
20歳になったら国民年金保険料の納
付が必要です
国内に住所のある20歳以上の人は、
会社員など第2号被保険者（厚生年金
などの加入者）や第3号被保険者（第2
号被保険者に扶養されている配偶
者）を除き、国民年金の被保険者と
なるため保険料の納付が必要です。
日本年金機構から郵送される納付書
で保険料を納めてください。納める
ことが難しい場合は、免除・納付猶
予制度や、学生納付特例制度があり
ます。詳しくは問い合わせ先へ。
国民年金の支払いは口座振替の前納
がお得です
一定期間分をまとめて前納すると国
民年金保険料が割引されます。口座
振替で前納割引を利用する人は、2
月25日（火）までに問い合わせ先へお
申し込みください。
▪問平塚年金事務所薀22-1515　
▪担保険年金課薀94-4520

市立地適正化計画に基づく届出
制度などの説明会

大規模な商業施設や病院、住宅開発
などの動きを把握するため、4月か
ら開始する届出制度について説明し
ます▪時2月25日（火）午後2時～▪場伊勢
原シティプラザ◇当日受付
▪担都市政策課薀94-4739

土地区画整理事業 事業計画変更の縦覧
東部第二土地区画整理事業の計画変
更（第2回）の内容を縦覧します。事
業に関係する土地などの権利者は、
県知事あてに意見書を提出できます
◇縦覧期間＝2月26日（水）～3月10日

（火）◇提出期間＝3月11日（水）～24 
日（火）▪場いずれも市役所2階の担当
▪担新産業拠点整備課薀94-4769

街路灯やトンネル内照明などの
LED化を行います

維持管理費やCO2の削減を図るため、 
市が管理する道路照明をLED灯に変 
える作業を実施します。6月まで順
次、点検や照明の交換、支柱の建替
工事などを行います。ご迷惑をおか
けしますが、ご理解をお願いします。
▪担道路整備課薀94-4822

トランポリン日本代表 堺選手
応援コーナーを設置します

公民館まつりで子ども時代の写真な
どを展示。会場に設置するノートに
応援メッセージを書
き込めます▪時2月22
日（土）・23日（日）の
午前10時～午後3時
▪場比々多公民館
▪担比々多公民館薀92-6961

つけましたか 住宅用火災警報器
住宅用火災警報器で助かる命があり
ます。火災は決して他人事ではあり
ません。まだ設置していない場合は
必ず設置しましょう。また、日ごろ
から点検を行い、10年を目安に交換
しましょう。
▪担消防本部予防課薀95-2118

交通遺児激励金を支給
支給には事前の登録が必要です。条
件など詳しくは、担当へ▪対交通事故
で保護者を亡くした児童・生徒で、
小・中学校に入学する人か中学校・高
等学校を卒業する人◇支給額＝激励
金5万円、見舞金10万円
▪担社会福祉協議会薀94-9600

緑化募金　＊敬称略
◇諸伏正義・5万円
▪担みどりのまち振興財団薀96-6466

催　　し 講座・教室など
event

乳用子牛育成管理共進会と伊勢
原ホルスタインショー

市内の酪農家が飼育する乳用牛（ホ
ルスタイン）の成長具合や体型など
を審査▪時2月25日（火）午前10時～午
後1時▪場北三間農村広場（東富岡）◇
見学自由
▪担農業振興課薀94-4664

ぐるっと丹沢･大山×宮ヶ瀬ス
タンプラリー

伊勢原市、秦野市、厚木市、愛川町、
清川村の観光名所を回ってスタンプ
を集めると記念ポーチをプレゼント

（先着1000人）。また、抽選で特産品
などが当たります。台紙は各市町村
の観光協会やラリーポイントで配布
中◇実施期間＝3月22日（日）まで
▪担商工観光課薀94-4729

子易･中川原遺跡見学会
縄文時代～中世の遺跡見学とミニ講
座▪時2月22日（土）①午前10時15分～② 
午後1時30分～◇集合＝子易道灌塚
事務所（伊勢原駅北口4番バスのりば

「大山ケーブル」行きで「道灌塚前」下
車徒歩1分）※参加自由、小雨実施、
中止の場合は問い合わせ先のホーム
ページでお知らせします
▪問かながわ考古学財団薀080-7799-5939
▪担教育総務課薀74-5109

遺跡調査報告会
新東名高速道路の周辺を中心に、市
内で行われている発掘調査の成果を
報告▪時2月29日（土）午後1時30分～4
時30分▪場図書館◇入場自由
▪担教育総務課薀74-5109

そば打ち体験入門教室
本格的なそばを打つ▪時3月14日（土）
午前9時～午後1時▪場大田
公民館▪定12人（申込順）▪費
1500円▪申2月18日（火）午前 
9時から電話か直接担当へ
▪担大田公民館薀95-4375

楽しいパソコン活用講座
インターネットの幅広い楽しみ方を
学ぶ。4～6月の受講者を募集▪時毎週
金曜日・全13回、午前9時30分～正午
▪場伊勢原南公民館▪対パソコンを持っ
ている人10人（申込順）▪費1回300円（テ 
キスト代別途）▪申2月18日（火）午前9
時から電話か直接担当へ
▪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。
4～6月の受講者を募集▪時毎週金曜日・ 
全13回、午後1時30分～4時▪場伊勢原
南公民館▪対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）▪申 2月18日（火）午前9時から
電話か直接担当へ
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

ワンコイン教室「女性のための
ストレッチ」

冷えやむくみを解消し代謝を高める
▪時3月4日（水）午前10時～11時▪場市体
育館▪対女性20人（申込順）▪費500円
▪担"元気な伊勢原づくり"共同事業体
薀92-3536

小学生・中学生3X3（バスケット
ボール）教室

オリンピック新種目のルールを学び
体験しよう▪時3月8日（日）午前10時～
午後3時▪場市体育館▪対小・中学生で構
成する20チーム（1チーム4人、申込
順）※混成・個人参加可▪費1チーム2400 
円、個人600円
▪担"元気な伊勢原づくり"共同事業体
薀92-3536

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
細は担当へ▪時①2月16日（日）②2月22
日（土）③3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
伊勢原南公民館②成瀬コミュニティ
センター③伊勢原シティプラザ
▪担社会福祉協議会薀94-9600

図書館　薀92-3500

図書館ミニギャラリー
ディスカバーいせはら 日本遺産「大
山詣り」の道を歩こう
▪時2月16日（日）～29日（土）

おはなし会＆対面朗読
おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時2月26日（水）～28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 名探
偵に訊

き

け」
東川篤哉作「殺人現場では靴をお脱
ぎください」を読む▪時2月20日（木）午
後2時～

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

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。

日　時 会　場
 2/26（水）
 9：30～10：30 中央公民館

 3/ 2（月）
 9：50～10：40

成瀬コミュニティ
センター

▪担子育て支援課薀94-4637

プレパパ・プレママ交流会
初めての出産に備える教室▪時3月14
日（土）午前10時～午後0時30分▪場伊
勢原シティプラザ▪対初めてお父さん・ 
お母さんになる人24組（申込順）
▪担子育て支援課薀94-4637

プラネタリウム投影番組

土曜日 13:00◎/14:20〇/
15:40■

日曜日、祝日 10:30○/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」

科学実験教室「混ぜてびっくり 
ふしぎな水」

実験道具の使い方を学びながら、さ
まざまな水溶液の実
験をする▪時 3月28日 

（土）午前10時～正午 
▪対小学校4年生～中 
学生10人（申込順）

健康・子育て 検診・教室など
health

高齢者肺炎球菌ワクチンの接種
はお済みですか

3月末まで、市内と近隣市の一部医
療機関で1回接種できます▪対①3月31
日（火）までに65・70・75・80・85・90・95
歳、100歳以上になる人で1回も接種
したことがない人②60歳以上65歳未
満で、心臓、腎臓、呼吸器、または
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
能の障がいがあり1回も接種したこ
とがない人※①の人は事前に送付し
た接種券が必要です。②の人は接種
前に担当へ連絡を▪費3000円※生活保
護世帯の人、世帯全員が住民税非課
税の人は無料（接種日の1週間前まで
に担当へ要申請）
▪担健康づくり課薀94-4616

オープン参加型クルリン健康ポ
イント事業は3月末まで

100ポイントごとに賞品と交換でき
ます。交換期限は4月10日（金）です。
ポイントがたまった人は、市役所分
室1階の担当にカードをお持ちくだ
さい。参加方法や対象
事業など詳しくは、担
当か市ホームページ「健 
康・福祉」→「健康・予防」 
で確認を。
▪担健康づくり課薀94-4616

▪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）。5月1日号分は3月2日

（月）から受け付けます。なお、営利
目的、宗教・政治的活動は掲載でき
ません。会員募集は年度に1回の掲
載とします。

※3/3～6は資料整理休館

※3/3～6は施設点検休館
　全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が実施している中学生の｢税
についての作文｣コンクールに、平塚税務署管内から1515編の出
品があり、市内からは次の11人が入賞しました（敬称略）。
◇神奈川県納税貯蓄組合連合会優秀賞＝馬場彩花（成瀬中3年）
◇平塚税務署長賞＝浅岡良弥（伊勢原中3年）
◇平塚地区納税貯蓄組合総連合会会長賞＝川﨑日愛（伊勢原中3
年）、杉田優紀（同）
◇伊勢原市長賞＝水嶋輝（中沢中3年）
◇伊勢原市議会議長賞＝橘彩寧（伊勢原中3年）
◇一般社団法人平塚青色申告会会長賞＝高橋紘貴（成瀬中3年）
◇平塚間税会会長賞＝荒木田大貴（成瀬中3年）
◇東京地方税理士会平塚支部支部長賞＝内田陽己（成瀬中3年）
◇平塚地区納税貯蓄組合総連合会優秀賞＝柏篤生（山王中3年）、
恒松紗英（自修館中3年）
▪担市民税課薀74-5428

中学生の｢税についての作文｣コンクール審査結果
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　10月の台風第19号により被災
した埼玉県東松山市の復旧に役
立てていただくため、お寄せい
ただいた義援金は
総額127万8222円と 
なり、東松山市に
お送りしました。
ご協力ありがとう
ございました。
▪担福祉総務課薀94-4719

東松山市災害義援金
総額127万8222円に

わんわんパトロール･自転車パトロールにご協力を
　普段の犬の散歩や自転車での外
出時に、防犯グッズを身に着けて
地域の見回りに協力いただける人
を募集します。時間・場所の指定は 
ありません。い
つもの散歩や買
い物のコースが
パトロールコー
スとなります。
 わんわんパトロール
　犬の散歩の際に腕章、犬用バン
ダナ、リード標を着け、周囲に気
を配りながら歩きます。
 自転車パトロール
　自転車で外出する際に腕章とス

テッカーを着け、周囲に気を配り
ながら移動します。
申し込み　いずれも市役所5階の
担当で配布する届出書に記入して
提出してください。届け出をした
日から活動できます※届出書は市
ホームページ「防犯」からも入手で
きます

▪担市民協働課薀94-4715

※不審な人や車、犯罪などを目
撃したら、伊勢原警察署（薀94-
0110、緊急時は110番）に連絡し
てください。防犯だからと危険
な行動をする必要はありません



第6回　「柏
かしお
尾通り大山道」現代の大山道

◇次回は｢田村通り大山道｣を紹介します

第1193号　令和2（2020）年2月15日 ４広  報

広報紙は古紙を含んでおり、環境インクを使用しています

　今回は、東から大山を
目指す道の一つ「柏尾通
り大山道」をたどってみ
たいと思います。
　現存する道路では県道
401号（瀬谷柏尾線）や県
道22号（横浜伊勢原線）な
どが近似したルートで、
当時は東海道の戸塚宿付近にあった不動坂（横浜市
戸塚区）を起点とします。不動坂という名前は、近く
に大山道不動明王堂があることに由来しています。

鎌倉ハム発祥の地「戸塚」
　1874（明治7）年、イギリス人の技師カーチスが、こ
の地でハムの製造を始めました。その後、日本人がそ
の技術を習得し製造販売を開始。当時、戸塚は鎌倉郡
に属していたことから｢鎌倉ハム｣と呼ばれるようにな
り、現在のブランド名になっています。
　ここから、和

い ず み

泉（横浜市泉区）を通り、長後を経て用
田（ともに藤沢市）に入ります。そこから門沢橋（海老
名市）へと進み、相模川の戸田の渡し（現在の戸沢橋付近）を経て厚木市を
通り、下糟屋で青山通り大山道（矢倉沢往還）に合流し大山に向かいます。

ゴッホも描いた戸田の渡し
　江戸時代の浮世絵師、歌川（安藤）広重は「冨士三
十六景さがミ川」（右）で、人々がこの渡しを利用す
る様子を描きました。
　同時期にジャポニスムと呼ばれる日本趣味が流行
したヨーロッパでは、浮世絵が芸術家に多大な影響
を与えました。オランダ人の画家ゴッホもその一人
で、油絵「タンギ―爺さん」の背景に、この浮世絵を
引用したとされます。

親子で一緒に恵方巻づくり
　節分を前に、伊勢原南公民館
で親子恵方巻づくり教室を開催
しました。参加した親子計23人
は、節分の風習などの話を聞い
た後、協力してす巻きに挑戦。
具だくさんの太巻きやイワシの
かば焼きを作りました。
(1月25日)

文化財防火デー合同放水訓練
　大切な歴史･文化財を火災から
守り後世に引き継ぐため、日向
薬師で消防署･消防団、関係者
による合同放水訓練を実施。消
火器訓練や防火設備の確認、所
蔵品の搬出訓練に続き、本堂に
向けて一斉放水を行いました。
(1月25日)

　家族の負担軽減や心身のリフレッシュのため、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、おやつ（実費負担）もあります。
と　　き　3月26日（木）～31日（火）の午前9時～午後4時（日曜日を除く）
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　2月28日（金）

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て障がい児･者と過ごします。
対　　象　16歳以上の人（高校生可）
勤務日時　�サービス実施日のうち都合の良い日の午前8時
　　　　　30分～午後5時
勤務場所　めだかくらぶ　ほか　　賃金　時給1050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

▪担障がい福祉課薀94-4720 95-7612

　近隣市町(平塚市、秦野市、大磯町、二宮町、中井町)の文化･スポー
ツ施設を、その市町の住民と同じ料金で利用できます。対象施設の詳細
は、市ホームページ「市政情報」→「行政」→「広域行政」をご覧ください。

▪担経営企画課薀94-4845
※施設の利用時間や利用料などについては、各施設にお問い合わせください

　1月19日に行われた伊勢原駅伝･ミニ駅伝競走大会。地域や職場、学校な
どの仲間で結成された87チーム550人が、1本のタスキをつなぎながらゴー
ルを目指して力走しました。
　また、ミニ駅伝の後には専修大学の協力でスポーツ体験教室が行われ、
参加した子どもたちは大学生と一緒にラグビーや野球を楽しみました。
　駅伝の各部門の上位入賞チームは次のとおりです。
▪担スポーツ課薀94-4628

【伊勢原駅伝】　全52チームが参加
◇地区対抗の部＝①伊勢原A：1時間3分
24秒②高部屋A：1時間5分55秒③比々多
S：1時間6分22秒
◇一般の部＝①自修館中等教育学校A：
59分6秒②向上A：59分32秒③向上B：1時
間3分46秒
◇区間賞＝第1区（3.72km）：加藤剛史（比々多V）11分29秒、第2区（2.23km）：
藤原頌太（比々多V）8分5秒、第3区（3.57km）：藤井陽向（ちーむ★シピンA）
10分58秒、第4区（2.23km）：柳田旭潤（向上A）7分49秒、第5区（5.8km）：関原
稔記（自修館中等教育学校A）18分34秒

【ミニ駅伝】　全35チームが参加
◇男子の部＝①石田小学校6年：25分22秒
②比々多Boys：25分34秒③ベイビーズ：
26分6秒
◇女子の部＝①内ちゃん�girls：28分28秒
②スマイル･スター：28分44秒③サクラ：
29分11秒

レスパイトサービスをご利用ください

設置市町 利用できる主な施設
平塚市 博物館講堂、美術館ミュージアムホール、平塚球場�ほか36施設

秦野市 カルチャーパーク陸上競技場、総合体育館メインアリーナ、
おおね公園温水プール�ほか17施設

大磯町 運動公園野球場･多目的グラウンド
二宮町 町民温水プール、緑が丘テニスコート�ほか8施設
中井町 中央公園パークゴルフ場、総合グラウンド運動場�ほか6施設

近隣市町と公共施設の相互利用を行っています

伊勢原駅伝･ミニ駅伝競走大会の結果

現在の大山道入口付近（横浜市提供）

赤い屋根が特徴的な大山
道不動明王堂（横浜市提供）

夕暮れに包まれる富士山
と大山が描かれています

（出典 神奈川県立図書館 
郷土資料アーカイブ）

成人式 1085人が新成人に
　市民文化会館で開催した成人
式に約800人が参加し、大人へ
の第一歩を踏み出しました。式
典のほか、実行委員が企画･制
作した恩師ビデオメッセージの
上映や「みんなのはたちの誓い」
の発表などが行われました。
(1月13日)�

撮影／山本修一さん（広報カメラマン）

横浜市戸塚区マスコット
「ウナシー」


