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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

3/1～31

3/2･9･16･20･23･30
※中央公民館は3/2･9･16･23は開館
※大田公民館は3/2･16は開館

お知らせ information

まち･ひと･しごと創生総合戦略
延伸版を策定

今年度での計画期間満了に伴い、切
れ目なく取り組みを進めるため、延
伸版（令和2～4年度）を策定しました
◇閲覧場所＝市役所1階の市政情報
コーナーか各公民館※市ホームペー
ジ｢市政情報｣→｢個別計画･取り組み｣
からもご覧になれます
▪担経営企画課薀94-4845

宝くじ助成金で防災資機材を購入
（一財）自治総合センターの社会貢献
広報事業で、宝くじの受託事業収入
を財源とした助成金を、西沼目自主防
災会の備
蓄倉庫や
発電機な
どの資機
材整備に
活用しま
した。
▪担危機管理課薀94-4865

ねんきんダイヤルをご活用ください
国民年金や厚生年金について相談で
きます◇固定電話･携帯電話から＝
薀0570-05-1165（ナビダイヤル）◇
050で始まる電話から＝薀03-6700-
1165◇受付時間＝平日の午前8時30
分～午後5時15分（月曜日は午後7時
まで）、第2土曜日の午前9時30分～
午後4時※基礎年金番号をご用意く
ださい
▪担保険年金課薀94-4520

チャレンジしよう 国際交流2020
ホストファミリーを募集

7月14日（火）～19日（日）に開催する事
業で、伊勢原市を訪れる外国人の若
者約30人のホームステイを受け入れ
る家族を募集します（1家族1～2人）。
説明会
希望者はいずれか1回の出席を▪時3月
14日（土）、4月18日（土）、5月23日（土）
の午後5時～7時▪場いせはら市民活動
サポートセンター◇当日受付
▪問ワールドキャンパスいせはら･越水
薀090-2150-9477
▪担市民協働課薀94-4714

｢平和のつどい｣企画運営の参加
者を募集

戦争の悲惨さや平和の尊さを語り継
ぎ、恒久平和の実現と核兵器廃絶へ
の理解を深めるため、8月に｢平和の
つどい｣を開催します。この企画運
営に参加できる人を募集します◇募
集人数＝3人程度（申込順）▪申住所、氏
名、電話番号を明記し電子メール、
または電話か直接市役所1階の担当
へ▪締3月31日（火）
▪担市民協働課薀94-4714

s-kyoudou@isehara-city.jp

令和2年度ごみと資源収集カレ
ンダーを配布

ごみや資源の収集日などを地区ごと
に記載。自治会加入世帯には自治会
を通じて配布します。また、市役所
や各公民館、市役所駅窓口センター
でも配布するほか、市ホームページ
｢環境･衛生･ごみ｣
から入手･閲覧でき
ます◇外国語版も
作成しています。
カレンダーに掲載
しているQRコー
ドを読み込んでご
覧ください
▪担環境美化センター薀94-7502

介護相談員を募集
介護保険サービス利用者の話を聴
き、本人への助言や事業者との意見
交換などを行います。県主催の研修
や施設実習あり◇募集人数＝2人◇
勤務形態＝月2回程度◇報酬＝1回
3000円◇選考方法＝書類審査と面接
▪申履歴書を持参し直接市役所1階の
担当へ▪締3月27日（金）
▪担介護高齢課薀94-4722

生活困窮者の自立支援制度
働きたくても働けない、失業して家
賃が払えないなど生活全般にわたる
相談ができます。また、家族からの
相談も受けています。
自立相談支援事業
支援員が状況に応じた助言や支援を
行います。
住居確保給付金事業
住居を失う恐れのある人に対し、就
労に向けて活動することを条件に、
家賃相当額を一定期間支給します※
資産収入などに関する要件を満たし
ている人が対象です
▪担生活福祉課薀94-4726

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、1～3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4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

福祉のいずみ基金　＊敬称略

◇向上高校なおき会･32万546円◇神
奈川県厚生農業協同組合連合会 伊
勢原協同病院 病院長 井上元保･1万
1416円
▪担福祉総務課薀94-4718

催　　し 講座・教室など
event

　新型コロナウイルス感
染症の影響により、広報
紙面に掲載しているイベ
ントなどでも、既に中止
や延期が決定している場
合があります。詳しくは
各担当か、市ホームペー
ジ｢注目情報｣でご確認く
ださい。

親子平和ツアー
平和祈念展示資料館（東京都新宿区）
と東京都庁を見学▪時3月26日（木）午
前9時～午後4時◇集合＝市役所1階
ロビー▪対市内在住の小･中学生と保
護者30人（申込順）▪締3月23日（月）
▪担市民協働課薀94-4714

ゆったりウオーキング
おしゃべりしながら楽しく歩く①総
合運動公園周辺②相模三

さ ん

川
せ ん

公園（海
老名市）を歩く▪時①3月26日（木）午前
9時～正午②3月27日（金）午前9時30
分～午後2時◇集合＝①市体育館前
②伊勢原駅※当日受付、雨天中止、
②は交通費･昼食代実費
▪問健康いせはらサポーターの会①酒
井薀94-2570②鈴木薀94-2968
▪担健康づくり課薀94-4609

ノルディックウオーキング
相模三川公園をポールを使って歩く
▪時3月30日（月）午前9時～午後3時30
分◇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

マンスリーウオーキング（約6km）
総合運動公園周辺めぐり▪時3月18日

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

春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

日　時 児童館名 内　容
3/ 8（日）
10：30～11：30 七

し

五
め

三
ひ

引
き ビー玉メリー

ゴーラウンド
3/ 8（日）
13：30～15：30 藤野 プラバン

3/14（土）
10：00～正午 板戸 紙コップ

U.F.O.
3/14（土）
13：30～15：30 高森台 レインボー

スコープ
3/23（月）
13：30～15：30 つきみの イースター

スクイーズ
3/25（水）
13：30～15：00 沼目 プラバン

3/25（水）
13：30～15：30 大原 どんぐりと木

の実のかざり

▪担青少年課薀94-4647

グリーン･ハート･スクール（こど
も緑の教室）

樹木の観察や野菜の収穫を通じ、自
然や生命の大切さを学ぶ▪時4月4日か
らの毎月第2土曜日･全12回、午前10
時～午後3時※5月、令和3年1月は第
3土曜日▪場市体育館ほか▪対保護者が
市内在住・在勤の新小学校3～6年生
30人（申込順、前年受講者も参加可）
▪費3600円▪申参加費を添えて直接いせ
はらサンシャイン･スタジアム内の
問い合わせ先へ▪締3月16日（月）

▪問みどりのまち振興財団薀96-6466
▪担みどり公園課薀94-4759

ミニ観察会
▪時3月21日（土）午前10時～正午▪場い
せはら塔の山緑地公園※当日受付、
雨天中止
▪担みどりのまち振興財団薀96-6466

伊勢原協同病院市民公開講座
ひざの疾患について専門医が解説▪時
3月24日（火）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

公民館・社会教育課
申し込みは、3月3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。

第35回伊勢原美術協会展
絵画、版画、彫刻など、市美術協会
に所属する美術家の作品を展示▪時3
月9日（月）～15日（日）の午前9時～午
後5時30分（9日は午後5時、15日は午
後4時まで）
▪担社会教育課（中央公民館内）薀93-7500

歴史文化探訪｢歌舞伎鑑賞教室｣
国立劇場で実演を交えた解説と名作
の鑑賞、東京都庭園美術館などの見
学▪時6月16日（火）、7月7日（火）の午
前9時～午後5時◇集合＝成瀬公民館
▪定各日28人（申込多数の場合は抽選）
▪費3000円（昼食代別途）▪締3月31日（火）
※コースは両日とも同じ
▪担成瀬公民館薀95-1096

古典文学講座
源氏物語の時代背景や登場人物につ
いて学ぶ▪時4月4日～翌年3月6日の毎
月第1土曜日･全12回、午前10時～正
午（1月のみ第2土曜日）▪定40人（申込
順）▪費2400円▪締3月27日（金）
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

前期中学生数学クラブ
対数やベクトルなど中学数学を楽し
く学ぶ▪時4～9月の毎週火曜日･全23
回、午後5時～7時▪対中学生5人（申込
順）▪締3月27日（金）
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

前期少年科学講座
相対性理論をやさしく学ぶ▪時4月17
日からの毎月第1･3金曜日･全11回、
午後5時～7時▪対小学校3年生～中学
生10人（申込順）▪費1回100円▪締3月31
日（火）
▪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
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3月8日（日）午前11時～11時30分
おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時3月10日（火）～13日（金）の午前11
時～11時30分
なないろらんぷ（小学生向け）
▪時3月14日（土）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。

※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

3/2~6･9･16･23･24･30

3/2~6･9･16･23･24･30

3/2･9･16･23･30

3/9･23

3/2･9･16･23･30

3/9まで、16･23･30

電話番号のおかけまちがいにご注意ください
新型コロナウイルス感染症の影響で、イベン
トなどが中止となっている場合があります

● イ ベ ン ト ●

●ジュニアゴルフスクール
貸しクラブあり▪時3月26日（木）午前
9時30分～正午▪場伊勢原ゴルフセン
ター▪対小学生～高校生20人（申込順）
▪費500円▪申参加費を添えて直接問い
合わせ先へ▪締3月20日（金）
▪問市ゴルフ協会事務局（伊勢原ゴル
フセンター内）薀94-0666

●甲冑教室
自作の甲冑で道灌まつりなどに参加
しよう▪時3月15日～9月20日の毎回日
曜日･全15回、午後1時～4時▪場中央
公民館▪定20人（申込順）▪費2万円
▪問伊勢原手作り甲冑隊･若林薀95-2385
●皇居一周桜ウオーク
皇居内･外周を散策◇各公民館にパ
ンフレットあり▪時4月12日（日）午前9
時～午後3時◇集合＝伊勢原駅▪費500
円（交通費･昼食代別途）▪申電話で▪締
3月25日（水）
▪問下谷肺筋具会･川村薀94-4080

● 会 員 募 集 ●

●伝統文化いけばな親子教室すずらん
生け花を基礎から学びます▪時4月25
日～令和3年1月の毎回土曜日・全10
回、午後2時～3時▪場中央公民館▪対小･
中学生（親子も可）▪費9000円▪申住所、
氏名、学年、電話番号を明記し電子
メールで▪締4月8日（水）
▪問小原流･林薀090-1900-2571

uiko@w-roc.com

●O･S麻雀クラブ
Oは大田、Sは初心者や素人、シル
バーを意味します▪時毎週金曜日午後
1時～5時▪場大田公民館▪費入会金1000
円、月1000円
▪問川村薀94-4080
●新婦人親子リズム体操
音楽に合わせてリトミック▪時月3回
木曜日午前10時～11時30分▪場伊勢原
南コミュニティセンター▪対1歳～未
就園児と保護者▪費入会金100円、月
1500円
▪問玉田薀96-6308
●伊勢原シニアテニスクラブ
試合形式で楽しむ。合宿や交流戦あ
り▪時毎週水曜日正午～午後4時▪場市
ノ坪公園テニスコート▪対50歳以上の
人▪費入会金1000円、年1000円、参加
費1回500円
▪問茂

も

泉
いずみ

薀090-6717-6105

朗読会　※開始時刻はいずれも午後2時

日 程 タイトル

3/ 8（日）
野ばら、赤いろうそくと人
魚、小さい針の音（作/小川
未明）

12（木） 洪庵のたいまつ、菊一文字
（作/司馬遼太郎）

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

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｣

天体観察会｢クーデの日｣☆
天体望遠鏡で月などを観察。スマー
トフォンやデジタルカメラで撮影も
可能▪時3月7日（土）午
後7時～8時※参加自
由、中学生以下は保
護者同伴、雨天･曇
天時は中止

※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★ 17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）

6日（金）･13日（金）･27日（金）
13:00～16:00

行政相談★ 18日（水）13:30～16:00
不動産相談★ 19日（木）13:30～16:00
司法書士相談★ 12日（木）13:00～16:00

行政書士相談★ 　9日（月）･23日（月）
13:30～16:00

社会保険労務士相談★ 11日（水）13:30～16:00
人権相談★ 16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19日（木） 25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★ 11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★ 18日（水）16:00～18:00

法律･特許･経営安定相談★ 21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（木）･6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

3 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
1月

発　生 20（＋2）
死　者 　0（±0）
負
傷
者

計 26（-1）
重 　1（＋1）
軽 25（-2）

国民健康保険税···············12期分
介護保険料·····················12期分
後期高齢者医療保険料·······9期分

納期のお知らせ
納期限3月31日（火）

みどりのまち振興財団
の解散について
　公益財団法人伊勢原市みどりの
まち振興財団は、令和2年3月31日
をもって解散します。長年にわた
り、活動にご理解いただき、あり
がとうございました。
　これまで行ってきた事業は、市
みどり公園課が引き継ぎます。今
後も、みどり豊かなまちづくりに
ご協力をお願いします。
※みどり公園課の事務室や連絡先
は、4月以降も変更はありません
▪担みどりのまち振興財団薀96-6466

※ 3/3～6は資料整理休館

※ 3/3～6は施設点検休館

感染症を予防しましょう
　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、県
内でも確認されています。
　過剰な心配は必要ありません
が、不要不急の外出は避け、風
邪やインフルエンザと同様に、
次の予防対策を心がけましょう。

相談窓口
県新型コロナウイルス感染症専
用ダイヤル
薀045-285-0536
受付時間（毎日）　午前9時～午
後9時
厚生労働省相談窓口
薀0120-565-653（フリーダイヤル）

03-3595-2756
受付時間（毎日）　午前9時～午
後9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

 ◇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
 ◇室内の換気

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15日号分は3月16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。


