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図書館

子ども科学館

市民文化会館

公民館

市体育館

いせはらサンシャイン・スタジアム

武道館

行政センター体育館･弓道場

5/1～31

お知らせ information

5/20 全国一斉Ｊアラート試験放送
国から発信される地震や武力攻撃な
どの緊急情報を確実に伝達するため、 
防災いせはらのスピーカーから放送
が流れます▪時5月20日（水）午前11時
※中止の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

5/29 自動交付機などを休止します
システムメンテナンスのため、5月
29日（金）はコンビニ交付と自動交付
機が利用できません。住民票など各
種証明書の発行は、市役所や市役所
駅窓口センターをご利用ください。
▪担市民税課薀74-5429

市長選挙の日程が決定
9月30日の任期満了に伴う市長選挙
は、9月13日（日）に告示され、20日

（日）に投開票が行われます。
▪担選挙管理委員会事務局薀74-5273

一般利用を休止しているその他の施設
◇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
◇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
◇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

5月6日（水）まで一般利用を休止してい
ます。期間は延長する場合があります。
詳しくは各施設か市ホームページへ。

工業統計調査にご協力を
工業活動の実態を把握するため、6
月1日を基準日として全国の製造業
者を対象に実施します。経済産業省
または市から調査票が郵送されます
※回答内容は統計以外の目的には使
用しません
▪担経営企画課薀94-4845

市税の納付は口座振替で
預金口座から納期に合わせて自動的
に振替ができます。通帳、届出印、
納税通知書を持参し市指定金融機関
で手続きするか、納税通知書に同封
する口座振替依頼書（ハガキ）に記入
し担当へ返送してください。
▪担収納課薀74-5495

わんわんパトロール･自転車パ
トロールにご協力を

地域の見回りにご協力ください。時
間、場所の指定はありません。いつ
もの散歩や買い物コースがパトロー
ルコースです※不審者や犯罪行為を
目撃した場合は伊勢原警察署（薀94-
0110）に連絡を▪申市役所1階の担当で
配布する届出書に記入し直接担当へ
◇届出書は市ホームページ「交通･防
犯」からも入手できます
わんわんパトロール
腕章･バンダナ･リード標を着けて、
犬の散歩をします。
自転車パトロール
腕章･ステッカーを着けて自転車で
外出します。
▪担市民協働課薀94-4715

光化学スモッグにご注意を
光化学スモッグは、風が弱く日差し
の強い日に発生しやすくなります。
発生すると目がチカチカする、頭痛
がするなどの健康被害が生じること
があります。市内で注意報が発令さ
れると、防災いせはらやくらし安心
メールなどでお知らせしますので、
屋外での活動は控えましょう。特に
子どもや高齢者はご注意ください。
県環境科学センター（薀050-5306-
2687）でも情報を提供しています。
▪担環境対策課薀94-4735

太陽光発電設備の共同購入者を
募集

県では太陽光発電設備の購入希望者
を募り、一括して発注することで安
く購入できる事業を行っています。
太陽光発電設備があれば、災害時に
も電気が確保できます。登録方法な
ど詳しくは、問い合わせ先のホーム
ページで確認を▪締6月3日（水）
▪問かながわ みんなのおうちに太陽光 
キャンペーン事務局
薀0120-216-100（固定電話から） 
　0570-076-100（携帯電話･PHSから）
▪担環境対策課薀94-4737

愛の献血
輸血を必要としている人のため、一
人でも多くの皆さんのご協力をお願
いします▪時①6月1日（月）午前10時～
午後0時30分、午後2時～4時②6月6
日（土）午前10時～正午、午後1時～4
時▪場①市役所②MIプラザ
▪担健康づくり課薀94-4609

児童扶養手当の請求を
離婚や死別などで父または母と生計
を別にする18歳未満（中度以上の障
がい児は20歳未満）の児童を監護し
ている母･父･養育者は、所得に応じ
て手当を受けられます。公的年金を
受けられる人で、年金額が手当額よ
り低い場合はその差額分を受給でき
ます。受給には認定請求が必要です。 
所得制限など詳しくは、担当へ。
手当額が改定されました
全国消費者物価指数により4月分以
降の手当額が0.5％引き上げられま
した◇全部支給月額＝4万3160円、一
部支給月額＝4万3150円～1万180円
▪担子育て支援課薀94-4633

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

5･6月は不正大麻･けし撲滅運動期間
「大麻草」や「けし」の不正栽培、自生
を見つけたら担当か警察に連絡を。
▪担平塚保健福祉事務所秦野センター
環境衛生課薀82-1428

福祉のいずみ基金　＊敬称略
◇比々多地区民生委員児童委員協議
会･3万6953円◇キスゲハイキング代
表 青柳幸子･1万5000円◇ミニボウ
リング愛好会･5000円
▪担福祉総務課薀94-4718

公民館長の異動
4月1日付け新任者
中村さゆり（伊勢原南公民館）
3月31日付け退任者
村井清治（伊勢原南公民館）
▪担社会教育課薀93-7500

催　　し 講座・教室など
event

産業能率大学スポーツ教室「親子（幼
児）動きづくり教室①走る、跳ぶ」

▪時5月17日（日）午前9時30分～11時▪場
産業能率大学▪対年中･長の親子40組
（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5月8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

※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

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

● 会 員 募 集 ●

●手話サークルやまぶき会
聞こえない人と楽しく「手話べり」し
ませんか▪時毎週水曜日午後1時～3時、 
毎週火曜日午後7時～8時30分▪場伊勢
原シティプラザ▪費年2400円
▪問室

むろ

薀090-2673-6740

●伊勢原剣道クラブ
見てもよし!振ってもよし!まずは無
料体験へ▪時毎週水･土曜日午後6時30
分～8時▪場市立武道館▪対幼児～小学
生▪費月1000円
▪問薮

や ぶ

井
い

薀090-1036-2844

● イ ベ ン ト ●

●ゴスペル無料体験
おなかの底からおもいきり大きな声
で歌いましょう▪時6月8日（月）・15日

（月）午後7時30分～9時▪場伊勢原聖書 
キリスト教会（伊勢原3丁目）▪申電話で
▪問藤井薀090-6046-0678

　大地震の被害を受けた建築物は、
余震による倒壊などで二次災害を引
き起こす危険性があります。こうし
た被害を防ぐため、地震発生後にで
きる限り早く、応急危険度判定を行
います。
　判定士が建築物を調査し、当面の

使用の可否を3段階で判定。調査が
完了した建物には判定標識を表示し
ます（判定結果は、り災を証明する
ものではありません）。
　なお、判定士は腕章を着け、認定
証を携帯しています。
▪担建築住宅課薀94-4783

ご存知ですか 応急危険度判定

調査済（緑色）
建築物は使用可

要注意（黄色）
立ち入りは十分注意

危険（赤色）
立ち入りは危険

軽自動車税（種別割）·········全期分
固定資産税･都市計画税······1期分
国民健康保険税················2期分
介護保険料······················2期分

納期のお知らせ
納期限6月1日（月）

市内の交通事故件数

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

3月 1～3月
発　生 20 66（+12）
死　者  0  0（± 0）
負
傷
者

計 27 87（+21）
重  2  3（+ 2）
軽 25 84（+19）

図書館

子ども科学館

市民文化会館

公民館

市体育館

いせはらサンシャイン・スタジアム

武道館

行政センター体育館･弓道場

5/1～7、11･13･18･25

5/1～7、11･13･18･25

5/1～7、11･18･25

5/1～6、11･25

5/1～6、11･18･25

5/1～6、11･18･25

5/1～6、11・18･25

5/1～6、11･18･25
※中央公民館は5/11･18は開館
※大田公民館は5/18は開館

5月は自転車マナーアップ強化月間
～自転車も のれば車の なかまいり～

　安全確認や一時停止をしなかっ
たことが原因で、自転車の出会い
頭の衝突事故が多発しています。
自転車安全利用五則を守りましょ
う。またTSマーク付帯保険など、
自転車損害賠償責任保険の加入が
県の条例で義務化されています。
万が一の事故に備えて加入してお
きましょう。

自転車安全利用五則
◇自転車は車道が原則、歩道は例外
◇車道は左側を通行
◇歩道は歩行者優先
で、車道寄りを徐行
◇安全ルールを守る
◇子どもはヘルメッ
トを着用
▪担市民協働課薀94-47155 月 の 相 談 会場は原則、市役所1階市民相談室

費用はすべて無料
　　マークは予約制、〔　〕は相談員予約

消
費
生
活
相
談

月～金曜日9：30～12：00、  

13：00～16：00（電話のみ）
訪問販売など契約に関するト
ラブルの苦情や相談
〔消費生活相談員〕
▪担消費生活センター　薀95-3500

不
動
産
相
談▪担人権･広聴相談課　薀94-4717

21日（木）13：30～16：00
土地や建物の取引や賃貸に関
する相談〔宅地建物取引士〕

予約

▪担平塚保健福祉事務所秦野センター
保健予防課　
薀82-1428（代）

1日（金）13：30～16：30
精神的な不調やアルコールの
問題など〔専門医〕
会場＝伊勢原シティプラザ

認
知
症
相
談

精
神
保
健
福
祉・

予約 13日（水）13：00～15：00
高齢者や障がい者の契約行為
や財産管理における権利擁護
についての相談〔行政書士〕
会場＝伊勢原シティプラザ
▪担成年後見･権利擁護推進センター
薀94-9600

行
政
書
士
相
談

成
年
後
見
な
ど
の

予約

行
政
書
士
相
談▪担人権･広聴相談課　薀94-4717

11日（月）･25日（月） 
13：30～16：00
行政手続き書類作成や遺言、
相続、会社設立の書類作成方
法などの相談〔行政書士〕

予約

▪締5月22日（金）
▪担建築住宅課　薀94-4782

27日（水）13：00～16：00
管理組合の運営や大規模修繕
工事に関する相談
〔マンション管理士〕

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
相
談

予約

20日（水）16：00～18：00
高齢者や障がい者に関する法
律相談〔弁護士〕
会場＝伊勢原シティプラザ

な
ど
の
法
律
相
談

高
齢
者･

障
が
い
者

▪担成年後見･権利擁護推進センター　
薀94-9600

予約

法
律
相
談
▪担人権･広聴相談課　薀94-4717

15日（金）･22日（金）･
29日（金）13：00～16：00
相続･夫婦･金銭のトラブル、
多重債務などの相談〔弁護士〕
◎予約は、相談日の週初めから

予約

▪担人権･広聴相談課　薀94-4717

13日（水）13：30～16：00

年金や社会保険、労働災害な
どに関する相談
〔社会保険労務士〕

社
会
保
険
労
務
士
相
談

予約

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）。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
イベントの中止･延期のお知らせ

第29回公園緑花まつり
　5月9日（土）･10日（日）に総合運動公園で予定していた第29回公園緑
花まつりは中止します。
▪担みどり公園課（いせはらサンシャイン･スタジアム内）薀96-6466
　また、同時開催している次の催しも中止となります。
リサイクル展　▪担環境美化センター薀94-7502
いせはら環境展　▪担環境対策課薀94-4737
毎日のくらし展　▪担人権･広聴相談課薀94-4717
新体力テスト　▪担スポーツ課薀94-4628

チャレンジデー伊勢原2020
　5月27日（水）に予定していた住民総参加型スポーツイベント「チャレ
ンジデー｣は、主催者の公益財団法人笹川スポーツ財団が全国一斉開
催の中止を判断したため、本市での実施も中止します。
▪担スポーツ課薀94-4628

　その他のイベントも、今後中止・延期となる場合があります。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。

オリンピック聖火リレー
　東京2020大会の延期に伴い、本市では6月29日（月）に予定されてい
たオリンピック聖火リレーは延期となりました。
　今後、大会の延期日程に合わせ、組織委員会で新たな日程が定めら 
れる予定です。詳しい内容は、決まり次第広報などでお知らせします。
▪担スポーツ課薀94-4628

まが玉祭･市指定文化財の特別公開
　毎年5月に三之宮比々多神社で開催しているまが玉祭と市指定文化
財の特別公開を、今年は中止します。
▪担観光協会薀73-7373（まが玉祭）
　教育総務課薀74-5109（市指定文化財特別公開）

レンゲまつり
　毎年この時期に大田地区のほ場で開催しているレンゲまつりは、今
年は中止となります。また、会場内の花摘みもできません。
▪問伊勢原市ふるさと大田を守り楽しむ会薀97-8444（月・水・金曜日）
▪担農業振興課薀94-4676

　新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、次のイベントは中
止（延期）となりました。ご理解をお願いします。

税務相談、行政相談、司法書士相談、人権相談は、5月中は市役所で
の相談を中止します。
▪担人権･広聴相談課薀94-4717（税務相談、 行政相談、 司法書士相談）
　　　　　　　　 　94-4716(人権相談)

　新型コロナウイルス感染症の予防には、運動で免疫力を上げること
も大切です。家の中でも体操やストレッチで体を動かしましょう。
　市では、自宅でできる体操の動画を公開しています。運動不足解消
や心身のリフレッシュにお役立てください。

自宅でできる健康づくり

すこやかリズム体操
　だれでも･いつでも･どこでも
気軽にできる、市オリジナルの
健康体操です。基本編と、いす
に座りながら行う｢どこでも編｣
があります。
　市ホームページ｢健康･福祉」
→｢健康増進･予防｣から、また
は右のQRコードからご覧にな
れます。
▪担健康づくり課薀94-4609 基本編 どこでも編

“We Love ISEHARA!”でダイヤビック
　高齢者の体力維持のため、平成20年から市内のダイヤビック（高齢
者向けエアロビクス）教室でインストラクターとして活躍している市
介護予防サポーター｢エイトビックいせはら｣。外出を自粛している人
に向け、市PRソング“We Love  
ISEHARA!”に合わせて、自宅でで 
きる体操を紹介する動画を作成し
ました。｢いつでもできる編｣と、

「いすに座ってできる編｣の2つの
バージョンがあります。
　市ホームページ｢健康・福祉｣→

「高齢者・介護｣から、または右の
QRコードからご覧になれます。
▪担介護高齢課薀94-4724 いつでもできる編 いすに座ってできる編


