
点訳広報、声の広報も製作しています

人権施策推進委員会委員を募集

軽自動車税の変更のお知らせ

新型コロナウイルス感染症にご注意を

　本市の人権施策を推進するため、
意見を述べていただきます。ほかの
審議会などの委員である人は応募で
きません。
募集人数　2人以内
任　　期　3年
報　　酬　会議1回につき5400円（年
3回程度）
応募資格　市内在住で20歳以上の人
（令和2年4月1日現在）

応募方法　小論文「人権について思う
こと」（800字以内）に住所、氏名、生
年月日、電話番号を明記し、郵送（〒
259-1188※住所欄の記入は不要）か
ファクシミリ、電子メール、または直
接市役所1階の担当にご提出ください
締め切り　3月31日（火）
選考方法　書類審査後に面接
▪担人権･広聴相談課薀94-4716
92-9009 jinken@isehara-city.jp

　地方税法の改正により、軽自動車税
の名称などが変わります。なお、こ
れによる税率の変更はありません。
名称の変更
　これまでの「軽自動車税」は「軽自動
車税（種別割）」に名称が変わります。
グリーン化特例措置を延長
　環境負荷の小さい車両に対して軽
自動車税（種別割）を1年度分に限り
軽減する特例措置（グリーン化特例
措置）を、延長します。軽減の対象
となる年度は右表のとおりです。
　令和2･3年度は適用車両に変更は
ありません。4･5年度は電気軽自動車

など＊に限り、約75％軽減を適用し
ます。詳しくは5月中旬に発送する
納税通知書をご確認ください。
初度検査年月（車検証に記載） 軽減年度
平成31年4月～令和2年3月 令和2年度
令和	2年4月～令和3年3月 令和3年度
令和	3年4月～令和4年3月 令和4年度
令和	4年4月～令和5年3月 令和5年度
＊電気軽自動車など…電気軽自動車と、
平成30年排出ガス規制に適合するか21年
排出ガス基準値より10％以上窒素酸化物
の排出量が少ない天然ガス軽自動車
▪担市民税課薀74-5428

　新型コロナウイルスによる感染症が、県内外で広がりを見せています。
一人一人ができることを実践し、感染の拡大を防ぎましょう※最新の情報
は、市ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症について」から
もご覧になれます
▪担健康づくり課薀94-4609

　発熱や喉の痛み、せきが長引く（1週間前後）ことや、強いだるさ（倦
けん

怠
たい

感）
を訴える人が多いことが特徴です。感染しても症状が軽かったり、治った
りする例も多いですが、季節性インフルエンザと比べて重症化のリスクは
高いとされています。特に、高齢者や基礎疾患のある人は重症になりやす
い可能性が考えられます。重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されて
いるので注意しましょう。
　新型コロナウイルスは、飛

ひ

沫
まつ

感染＊1と接触感染＊2でうつります。空気感
染は起きていないと考えられていますが、閉鎖された空間や、近距離での
大人数の会話などには注意が必要です。
＊1	飛沫感染…感染者のくしゃみやせき、唾などと一緒に放出されたウイルスを、
他の人が吸い込むことで起こる感染
＊2	接触感染…感染者の手に付着したウイルスが、触れた物を介して他の人にうつ
ることで起こる感染 　症状が軽い場合は、自宅で療養してください。また、毎日体温を記録し

ておき、状態が変化した場合は、かかりつけ医に相談しましょう。

　次の症状がある場合は、県が設置している「帰国者･接触者相談セン
ター」にご相談ください。
◇風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上（高齢者や基礎疾患のある人
は2日程度）続いている（解熱剤を飲み続けなければならないときを含む）
◇強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
帰国者･接触者相談センター
薀82-1428（平塚保健福祉事務所秦野センター）
受付時間　平日の午前8時30分～午後5時15分
※平日の午後5時15分～翌日午前8時30分、土･日曜日、祝日の終日は、
薀045-285-1015で相談を受けます

　新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談を受けます。
受付時間（毎日）　いずれも午前9時～午後9時
神奈川県新型コロナウイルス感染症　　厚生労働省相談窓口
専用ダイヤル　　　　　　　　　　　　薀0120-565-653（フリーダイヤル）
薀045-285-0536　　　　　　　　　　　 03-3595-2756

　市では、市民の健康と安全を第一に考え、市内の公共施設の一般利用を
3月末まで休止します。また、主催するイベントなども3月末まで原則中止
または延期します（状況により、期間は延長する場合があります）。
　感染症のさらなる拡大を防ぐため、ご理解をお願いします。

　令和元年分の申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告･納付期
限は、4月16日（木）に延長されました。
　なお、市民文化会館での確定申告･相談の受付は、当初の予定どおり3月
16日（月）までです。17日（火）以降は平塚税務署をご利用ください。
※申告書は郵送でも受け付けます。国税庁ホームページ｢確定申告書等作
成コーナー｣での申告書作成や｢ｅ-Ｔａｘ｣での申告もご活用ください
▪担平塚税務署薀22-1400

まずは手洗い
　外出先からの帰宅時や調理の前後、食事の前などに、せっけんで小まめ
に手を洗いましょう。

【正しい手の洗い方】
手洗いの前には爪を短く切り、時計や指輪は外しておきましょう。

流水でよく手をぬらし、
せっけんを付けて手の
ひらをよくこする

指の間を洗う

手の甲をのばすように
こする

親指と手のひらをねじ
り洗いする

指先･爪の間を念入り
にこする

手首も忘れずに洗う

洗い終わったら十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭
き取って乾かします。
	 出典:首相官邸ホームページより

せきエチケットの心がけ
　くしゃみやせきを手で押さえると、飛沫に含まれていたウイルスが手に
付着し、ドアノブなどの触った物を介して病気をうつす可能性があります。
マスクを着用する、ティッシュペーパーやハンカチ、袖で口･鼻を覆うな
ど、他の人にうつさない対策を心がけましょう。
人混みはできるだけ避ける
　不要不急の外出は控えましょう。特に、高齢者や持病がある人はご注意
ください。やむを得ず出かける場合は、各自で予防対策をお願いします。
風邪のような症状がある人は、イベントなどへの参加はご遠慮ください。
室内は定期的に換気を
　日中は2～3時間ごとに窓を2カ所開け、空気の通り道を作りましょう。

 新型コロナウイルス感染症とは

 風邪の症状が出たときは

 相談窓口

 公共施設の一般利用の休止･市主催イベントなどの中止について

 所得税などの申告･納付期限を延長します

 日常生活で気を付けるポイント
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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

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 ●
●水彩画はなみずき展
風景画や人物画など会員の作品を展
示▪時4月2日（木）～5日（日）午前9時30
分～午後5時（2日は午後1時30分～、
5日は午後4時まで）▪場中央公民館
▪問石川薀95-1387

●けんこう・つなぐ・うたごえ
みんなで声を出して元気に過ごそう
▪時4月4日（土）、5月16日（土）の午前
10時30分～正午▪場伊勢原シティプラ
ザ▪費1回300円◇当日受付
▪問地域福祉を考える会・中台薀95-6665
●いせはらみらい・クルリンこども
食堂 天（sora）キッチン
食育の大切さを身に付ける▪時4月5日

（日）、6月7日（日）の午前11時～午後
1時▪場創作料理店「天 sora」（伊勢原
1丁目）▪対小学校3年生～高校生各日
15人（申込順）
▪問地域福祉を考える会・中台薀95-6665
●虹の会絵画展
静物や風景を描いた水彩・油彩を展
示▪時4月7日（火）～12日（日）午前9時
30分～午後4時30分（12日は午後4時
まで）▪場中央公民館
▪問増井薀94-6502

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 1月
振 り 込 め 詐 欺 1（+1）
空  き  巣 0（−1）
車 上 狙 い な ど 2（−1）
乗 り 物 盗 10（+1）

3/15～4/14

お知らせ information

土地・家屋の縦覧帳簿の縦覧
自己の所有資産（土地・家屋）の評価
額を市内のほかの資産と比較・確認
できます。縦覧期間中は固定資産課
税台帳（土地・家屋名寄帳）の閲覧手
数料が無料です（借地借家人を除く）
▪時4月1日（水）～6月1日（月）▪場市役所
1階の担当▪対市固定資産税納税者◇
運転免許証など本人確認ができるも
のを持参
▪担資産税課薀74-5469

今年の芝桜まつりは中止します
新型コロナウイルス感染症の影響に
伴い、毎年4月に開催している芝桜
まつりを今年は中止します。臨時駐
車場やシャトルバスの運行もありま
せんので、ご理解をお願いします。
▪担商工観光課薀94-4729

令和2年度いせはら健康家族カレ
ンダーを配布

乳幼児健診、各種健（検）診などの日
程や事業の案内を掲載しています。
3月26日（木）に新聞折り込みで配布し
ます◇同日から
市役所、各公民
館、駅窓口セン
ターなどでも配
布するほか、市
ホームページ｢健
康･福祉｣ → ｢健
康･予防｣から入
手･閲覧できます
▪担健康づくり課薀94-4616

一般利用を休止するその他の施設
◇各コミュニティセンター
◇いせはら市民活動サポートセンター
◇伊勢原シティプラザふれあいホール
◇各福祉館
◇老人福祉センター阿夫利荘
◇坪ノ内老人憩の家
◇クルリン健康測定コーナー（市役
所分室内）
◇総合運動公園自由広場
◇チャンピオンすずかわ野球場･テ
ニスコート
◇市ノ坪公園テニスコート･自由広場
◇東富岡公園テニスコート
◇武道館
◇各スポーツ広場
◇学校開放施設 屋内･屋外運動場 

（小･中学校）
◇学校夜間照明施設（石田小･中沢中）
◇子育て支援センター
◇各児童館
◇石田小学校特別教室
◇コミュニティ防災センター

市内の公共施設は3月末まで一般利用
を休止します。詳しくは各施設か市
ホームページ「注目情報」で確認を。

後期高齢者医療制度の早期加入
について

一定の障がいがある65～74歳の人
は、後期高齢者医療制度に早期加入
することで保険料や医療機関での自
己負担額が下がる場合があります▪対
◇身体障害者手帳1～3級か4級の一
部、療育手帳A1・A2、精神障害者保
健福祉手帳1・2級の交付を受けてい
る人◇障害基礎年金1・2級を受けて
いる人▪申現在加入している健康保険
証、障がいの程度を証明するもの（各
種手帳や障害年金証書）、印鑑を持
参し直接市役所1階の担当へ 
▪担保険年金課薀94-4521

消防署による目標物調査にご協力を
119番通報時にいち早く現場を特定
できるよう、転入･転出が多いこの
時期に新築アパートや住宅、店舗な
どの調査を行っています。ご理解を
お願いします※署員が私服や電話で
調査をすることはありません
▪担消防署薀95-2119

伊勢原大山IC土地区画整理事業
施行地区となるべき区域の公告･縦覧

区域内に未登記の借地権を有する人
は、期間内に指定の書式で申告を。詳
しくは担当へ◇公告日＝3月17日（火）
◇縦覧期間＝3月17日（火）～31日（火）
◇借地申告期間＝3月17日（火）～4月
16日（木）▪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

シルバー人材センター入会説明会
入会希望者はいずれか1回出席を▪時
4月9日（木）、5月14日（木）、6月11日

（木）の午前9時～正午▪場伊勢原シティ
プラザ▪対市内在住で60歳以上の人各
日40人（申込順）
▪担シルバー人材センター薀92-8801

城山ダムの流木チップを配布
ダムに流れ着いた流木を砕いたチッ
プを無料配布しています。詳しくは
担当へ▪場城山ダム（相模原市緑区）◇
4月21日（火）～27日（月）の午前9時～
午後5時は積み込み補助あり
▪担県企業庁相模川水系ダム管理事務所
薀042-782-2831

緑化募金　＊敬称略
◇国際ソロプチミスト伊勢原 会長 
亀井鍈子・1万円◇宇都宮螺子（株）伊
勢原製作所・1265円
▪担みどりのまち振興財団薀96-6466

催　　し 講座・教室など
event

ノルディックウオーキング
昭和記念公園（東京都）を専用のポー
ルを使って歩く▪時4月20日（月）午前9
時～午後3時30分◇集合・解散＝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・入
園料・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

愛
あ い

･菜
さ い

･花
か

 園芸講座
講義と実習で上手な夏野菜の育て方
を学ぶ▪時4月24日（金）午前9時～11時
30分▪場伊勢原南公民館▪対市内在住・
在勤の人30人（申込順）▪費300円▪申3月
17日（火）の午前9時から電話で担当
へ▪締4月15日（水）
▪担伊勢原南公民館薀92-1210

おもちゃ病院いせはらを開院
受付は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4月12日

（日）午前10時～午後2時（受付は午後
1時30分まで）▪場伊勢原シティプラザ
▪担社会福祉協議会薀94-9600

録音ボランティア基礎講座
視覚障がい者に音声で情報を提供す
るための基礎を学ぶ▪時5月11日～7月
13日の毎週月曜日・全10回、午前10
時～正午▪場桜ハウス（桜台2丁目）▪対
市内在住の人20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
▪担社会福祉協議会薀94-9600 94-5990

tiiki@isehara-shakyo.or.jp

点訳基礎講座
点字の読み・書きと訳し方の基礎を
学ぶ▪時5月13日～7月15日の毎週水曜
日・全10回、午前10時～正午▪場伊勢
原シティプラザ▪対市内在住の人20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
▪担社会福祉協議会薀94-9600 94-5990

tiiki@isehara-shakyo.or.jp

図書館　薀92-3500

3月末まで施設を休館しています。
資料の返却はブックポストをご利用
ください。

子ども科学館　薀92-3600

3月末まで施設を休館しています。

サイエンスクラブ募集説明会
入会希望者は必ず参加してください
▪時4月11日（土）午前10時～11時▪対市
内在住・在学の新小学校5年生～中学
校1年生と保護者▪申電話で担当へ※3
月16日（月）・23日（月）・24日（火）・30日

（月）は受付不可

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。

日　時 会　場
4/2（木）
10：00～11：00 大田公民館

4/6（月）
9：50～10：40

成瀬コミュニティセン
ター※1歳未満児のみ

※市ホームページなどでお知らせし
ていた3月19日（木）・25日（水）の相談
は中止します
▪担子育て支援課薀94-4637

▪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

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

3/31まで、 4/6・13

3/31まで、 4/13

3/31まで、 4/6・13
※中央公民館は4/6・13は開館
※大田公民館は4/6は開館

※3/15･16は確定申告相談会のみ実施

3/31まで、 4/6・13

3/31まで、 4/6・13

3/31まで、 4/6・8・13

3/31まで、 4/6・8・13
　

　

3月下旬～4月上旬は窓口が混雑します

　5月の最終水曜日に、15分以上続けて運動した住民の参加率を競う「チャ
レンジデー」。人口規模が同じ自治体と対戦し、負けた自治体は相手自治
体の旗を1週間掲げるユニークなルールがあります。
　昨年は、6万8429人に参加していただきましたが、僅差で長崎県大村市
に負けてしまいました。今年も参加率80％以上と勝利を目指します。

どうやって参加するの？
　運動したことを市に報告するだけです。15分以上
続けて体を動かせば、運動はなんでもOK。電話や
FAX、インターネット、twitter（#いせチャレ）で
市に報告をしてください。当日は公共施設などにも
参加報告シートと回収BOXを設置します。
　運動の習慣や健康づくりのきっかけとして、ぜひ
ご参加を。対戦相手など詳しい内容は、順次お知ら
せしていきます。
▪担スポーツ課薀94-4628

　例年、引っ越しなどの手続きをする人が集中し、市役所窓口が混み
合います。過去の状況から予想される混雑状況を、市ホームページ「く
らしのガイド」→「届出・登録・証明」から確認できますので、参考にし
てください※天候などにより状況は変化します
土曜開庁をご利用ください
　第2・4土曜日の午前中は、次の窓口を開庁しています。
◇戸籍住民課、保険年金課、子育て支援課、収納課
※一部受け付けや当日処理ができない事務がありますので、事前に各
担当窓口へご確認ください
各種証明書の取得について
　住民票の写しや戸籍謄本などの各種証明書は、市役所駅窓口セン
ターやコンビニエンスストアでも取得できます。詳しくは担当か市
ホームページ「届出・登録・証明」でご確認ください。
市役所駅窓口センター（伊勢原駅自由通路内） 薀91-5833
【平日】午前9時30分～午後8時
【土・日曜日、祝日】午前9時30分～午後5時
コンビニ交付
　マルチコピー機がある店舗で利用できます。個人番号カード（マイ
ナンバーカード）と暗証番号が必要です。
▪担戸籍住民課薀94-4713

今年は5月27日（水）に開催します!!
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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
に受け付けます。

チャレンジデー伊勢原 2020

狂犬病予防定期集合注射を行います
　生後91日以上の犬の飼い主には、犬の登録と狂犬病予防注射が義務
付けられています。年1回、4月から6月までの間に必ず予防注射を受け
させましょう。2月28日までに登録済みの場合は、送付された案内ハガ
キと予防注射実施カード（青色）をお持ちになり、会場にお越しくださ
い。新規登録も受け付けます。
費用　3650円※昨年度の金額から変更しています。ご注意ください。
新規登録は別途3000円が必要です
▪担健康づくり課薀94-4616
実施会場と時間（4/6～13）

日　程 会　場 時　間

4月 6日（月）

中央公民館館外歩行者専用道路 9：00～ 9：30
大原児童館 9：45～10：05
田中公会堂 10：25～10：45
坊中高橋公民館 13：30～13：45
日向洗

あろ

水
うず

集会所 14：00～14：20
高部屋公民館 14：40～15：10

7日（火）

下小稲葉八幡神社 9：00～ 9：25
下谷児童館 9：40～10：00
上平間自治会館 10：15～10：35
つきみの児童館 13：30～13：55
下落合自治会館 14：15～14：35
成瀬コミュニティセンター 14：55～15：05

日　程 会　場 時　間

9日（木）

木
こ か げ

下神社 9：00～ 9：30
七
し

五
め

三
ひ

引
き

児童館 9：45～10：05
板戸公会堂 10：20～10：45
大句自治会館 13：30～13：45
岡崎福祉館 14：00～14：25
八幡台集会所 14：40～15：00

10日（金）

善波児童館 9：00～ 9：20
笠窪公民館 9：35～ 9：55
三之宮比々多神社西側駐車場 10：20～10：50
石田子安神社 13：30～14：00
高森児童館 14：20～14：50
東富岡八幡神社 15：10～15：25

12日（日） 市役所分室 13：30～15：00

13日（月）

大山公民館 9：00～ 9：20
石倉福祉館 9：40～10：00
山王原公民館駐車場 10：15～10：35
成瀬公民館 13：30～14：00
池端三地区自治会館 14：20～14：40

※動物病院での個別注射も実施しています。飼い主に風邪の症状がある場合は、
こちらをご利用ください。費用など詳しくは、各動物病院にお問い合わせを

市民文化会館が開館40周年
　昭和55年に本市の文化芸
術活動の拠点施設として誕
生した市民文化会館は、令
和2年3月1日、開館40周年 
を迎えました。
　これを記念し、令和2年
度はさまざまな記念事業を
実施します。ぜひ皆さんで
ご来館ください。

▪担市民文化会館薀92-2300

主な記念事業
◇スタインウェイを弾いてみよう（8月）
◇期間限定 伊勢原博物館（8月）
◇吉本興業お笑いライブ（10月）
◇少年少女音楽祭（令和3年2月）
※開催は予定です。各事業の詳細については、広報や市ホーム
ページなどで個別にお知らせします

新型コロナウイルス感染症の影響
で中止・延期となったイベントなど
※3月9日現在。（　）内は当初の開
催予定日
【中止】◇マンスリーウオーキング
（3月18日）◇春季子どもふれあい
教室（3月23・25日）◇親御さん向け
婚活セミナー（3月24日）◇親子平
和ツアー（3月26日）◇ゆったりウ
オーキング（3月26・27日）◇科学実
験教室「混ぜてびっくり ふしぎな
水」（3月28日）◇いきいき健診（3月
29日）◇ノルディックウオーキン
グ（3月30日）
【延期】◇伊勢原協同病院市民公開
講座（3月24日）

　広報に掲載しているその他のイ
ベントなども、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。

　狂犬病は、発病するとほぼ100％死亡する危険な病気で、感染した
動物にかまれることで人にうつります。日本では近年発生していませ
んが、世界では今なお毎年5万5000人もの命が失われています。



第7回　「田村通り大山道」現代の大山道

◇次回は｢羽
は

根
ね

尾
お

通り大山道｣を紹介します

第1195号　令和2（2020）年3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、南東方向から大山を目指す｢田村通り大山道｣をたどってみたい
と思います。この道は、参拝を行った講の名をとって御

お

花
はな

講
こう

道
どう

とも呼ばれ、
東海道や藤沢宿、江の島に通じていたため、大山詣りの主要なルートの一
つでした。
　大山には男性神の大

おおやまつみのおおかみ

山祇大神が、江の島には女性神の弁
べん

財
ざい

天
てん

がまつられ
ています。当時の江戸っ子は片方だけに参るのは縁起が悪いと考え、大山
参拝の帰路に江の島に立ち寄ることが多く、これを｢両詣

まい

り*｣といいました。
　県道44号（伊勢原藤沢線）や県道611号（大山板戸線）などが近似したルー
トで、現在の藤沢市にある大山一の鳥居を起点とします。
＊「両詣り」は他に、大山と富士山を参拝することを指す場合もあります

今も伝統が色濃く残る｢四ツ谷｣
　藤沢市羽鳥にある国道1号四ツ谷交差点の近くには、参拝のスタート地
点を意味する大山一の鳥居と四谷不動があり、東海道と大山道の分岐点に
なっていました。ここには荷物の運搬を行う人

にん

足
そく

や、かごに人を乗せて運
ぶ｢かごかき｣などが休息をとる立

たて

場
ば

と呼ばれる場所がありました。
　歌川（安藤）広重の浮世絵｢東海道五十三次之内 藤沢 四ツ谷立場｣では、 
道の左右に大山の布まねきが多く描かれており、にぎわっていた様子がう
かがえます。現在
でも7月1日には、
町内会の年中行事
として、辻堂元町
にある宝

ほう

珠
しゅ

寺
じ

の住
職のもとで大山開
きの護摩供養が行
われています。
　ここから、一宮

（寒川町）を通り、田村の渡しで相模川を越えます。
大山･箱根･富士山を眺望できる｢田村｣
　田村の渡しは、主に大山道や、中原村（現在の平塚
市）と江戸を結んだ脇往還である中原街道を通る人々
が使用しました。この付近は大山や箱根、富士山を眺
望でき、景勝地としても知られていました。また、八
王子通り大山道とも交差する所で、旅

はた

籠
ご

などがあった
ため｢田村の宿｣とも呼ばれたそうです。
　川を渡ると横内（平塚市）を通り、下谷から大山に向
かいます。

中学生が大山能を体験
　大山能の体験教室を伊勢原中
学校で開催しました。1･2年生
約520人が、観世流能楽師の松
木千俊氏らから能の歴史や日本
遺産｢大山詣り｣について学んだ
後、実際に能面や装束を身に着
けたり、謡

うたい

を歌ったりしました。
（2月21日）

ロボットで楽々大山詣り!?
　信州大学や神奈川県と連携し、
歩行支援ロボットの実証実験を
行いました。足腰の弱い人も大
山観光が楽しめるように取り組
んでいるものです。観光客に協
力いただき、筋肉などの動きを
助けるロボットを装着して、こ
ま参道を歩いてもらいました。
（2月22日）

　｢伊勢原･ふれすぽ｣は、地域住民により自主的･主体的に運営され
る総合型地域スポーツクラブです。さまざまな世代の人が、それぞ
れのレベルに合わせて参加できます。
　4月～翌年3月に行う教室の参加者を
募集します。日ごろの運動不足解消や 
心身のリフレッシュに、楽しく汗を流 
しませんか。

対　　象　20歳以上の人
費　　用　3000円（60歳以上の人は2500円）、参加費各教室1回700円
◇体験は1回1000円
申し込み　希望する教室名、住所、氏名、電話番号を明記し電子メー
ル、または電話で問い合わせ先にお申し込みください

▪問ふれすぽ･小倉薀070-6555-6936 i.fulesupo@gmail.com
▪担スポーツ課薀94-4628

四谷不動（手前）と大山一の鳥居（右
奥）（藤沢市提供）

｢キュンとするまち。藤沢｣
公式マスコットキャラクター
ふじキュン♡

田村の渡し場跡に立
つ石碑（平塚市提供）

公民館まつりを開催
　利用者が日ごろの活動の成果
を発表するとともに、地域の交
流を深めるため、2週にわたり7
館で開催。市民サークルによる
展示やダンス･楽器演奏などの
ステージのほか、模擬店や体験
教室も行われ、多くの人でにぎ
わいました。
（2月14日～23日） 撮影／中村隆成さん（広報カメラマン）

撮影／鈴木真由美さん（広報カメラマン）

各教室の日程　※いずれも申込順。詳しい内容は問い合わせ先へ

教室名 日　程 時　間 ところ 定　員
ピラティス① 月2回

月曜日
 9:30～10:30 リバティータウン

集会所（東成瀬） 各15人ピラティス② 10:45～11:45
骨盤調整am

月2回
火曜日

 9:30～10:30 小金塚集会所 18人
元気アップ教室 10:45～11:45

各15人骨盤調整pm 13:15～14:15 市体育館ウエンズデーヨガ

月2回
水曜日

 9:30～10:30
水曜ノルディック
ウオーキング  9:30～11:30 城ノ腰公園周辺 20人

リラックスヨガ 10:45～11:45 市体育館
各15人夜ヨガ 19:30～20:30 成瀬コミュニティ

センター
木曜ノルディック
ウオーキング 月2回

木曜日

 9:30～11:30 市体育館周辺 各20人
エクササイズ 10:00～11:30 市体育館
骨盤調整おおた 13:15～14:15 大田公民館

各15人

ボールでセルフケア 月1回
金曜日

 9:30～10:15 小金塚集会所関節ゆるめて美体 10:30～11:30
入門ヨガ

月2回
金曜日

 9:30～10:30 市体育館

BBM① 10:00～11:00 リバティータウン
集会所

ダイヤビック 10:00～11:30 市体育館 20人
パワーヨガ 10:45～11:45

各15人BBM② 11:15～12:15 リバティータウン
集会所

伊勢原･ふれすぽ
スポーツ教室


