
点訳広報、声の広報も製作しています

かまぼこで有名な城下町｢小田原｣
　小田原宿は関八州を統一した小田原北条氏や譜代大
名･大久保氏11万3千石の城下町として繁栄しました。
西に向かう人の大半が箱根山を越えるため、ここで休
息する人が多く、本陣･脇本陣（宿泊所として指定され
た家）がそれぞれ4軒、旅

は た ご

籠が95軒集まっており、東海
道屈指のにぎわいがあったとされています。
　また古くから漁業が盛んで、船の上から拝むこと
ができる大山は羅針盤の役割も果たし、海洋の守り
神や大漁の神として漁師たちに信仰されていました。
　魚の保存利用として誕生したのが｢小田原かまぼ
こ｣です。水揚げされる魚の評判を聞き、日本橋の
かまぼこ職人などがこの地に移り住んだといわれて
います。参勤交代で箱根路を通る大名にも賞味され
たため、技術に磨きがかかり、名物となりました。
　ここから、飯

いいずみ

泉の渡しで現在の酒
さ か わ が わ

匂川を越え、梅
林で有名な曽我を抜けると、道の名の由来になって
いる六本松に至ります。

歴史上の人物ゆかりの地｢六本松｣
　曽我山の峠道で、かつて大きな6本の松が
あったので六本松と呼ばれましたが、現在は
1本も残っていません。大山道として利用さ
れる前から奈良時代の僧･弓

ゆ げ の

削道
どうきょう

鏡や源頼朝
などが通り、鎌倉時代に各豪族の居館と鎌倉
を結んだ「鎌倉道」や箱根路も交わる重要な場
所でした。また、松尾芭蕉や与謝蕪村が句を
詠んだともいわれています。
　久

ぐ

所
ぞ

（中井町）で羽根尾通り大山道と合流
し、井ノ口を経て曽屋（秦野市）を過ぎると伊
勢原市に入り、大山に向かいます。

　前回と同じく、南から大山を目指す道｢六本松通り大山道｣をたどります。
国道255号が近似したルートで、東海道の小田原宿を起点としています。

　性別に関わらず、職場や学校、地域、家庭でそれぞれの個性と能力を発
揮できる社会を実現するには、一人一人の取り組みが必要です。この機会
に、私たちの周りの男女のパートナーシップについて考えてみましょう。
▪担人権･広聴相談課薀94-4716

男女共同参画推進委員会委員を募集します

6月23日～29日は男女共同参画週間

第53回伊勢原観光道灌まつりは中止します

◇年末年始は相談をお休みします（24時間対応の相談窓口を除く）

相談窓口 受付日時

Ｄ
Ｖ
相
談

DV相談 薀91-9237 平日 午前9時～午後5時

女性のための相談窓口
薀0466-26-5550

平日 午前9時～午後9時
土·日曜日（祝日を除く） 午前9時～
午後5時

女性への暴力相談週末ホットライン
薀045-451-0740

土·日曜日 午後5時～9時
祝日 午前9時～午後9時

多言語による相談窓口（8カ国語対応）
薀090-8002-2949 月～土曜日 午前10時～午後5時

男性被害者相談窓口 薀0570-033-103 平日 午前9時～午後9時

警察総合相談 薀＃9110 24時間対応
DV相談＋（プラス） 薀0120-279-889 24時間対応

チャット（左の
QRコードから） 毎日 正午～午後10時

児
童
虐
待
相
談

子ども家庭相談課 薀94-4642
平日 午前8時30分～午後5時

子ども相談 薀92-1095（専用電話）
平塚児童相談所 薀73-6888 平日 午前8時30分～午後5時15分
テレホン相談（子ども･家庭110番）
薀0466-84-7000 毎日 午前9時～午後8時

児童相談所全国共通ダイヤル 薀189
※地域の児童相談所につながります 24時間対応

「春の叙勲」「危険業務従事者叙勲」
を受章

危険業務従事者叙勲春の叙勲
旭日双光章

國
くに

島
しま

 正
まさ

富
とみ

さん
（坪ノ内、76歳）

元伊勢原市議会議員

瑞宝単光章

菊
きく

池
ち

 久
ひさ

子
こ

さん
（神戸、66歳）
元神奈川県職員

瑞宝単光章

天
あま

野
の

 隆
たか

史
し

さん
（上粕屋、66歳）

元伊勢原市消防司令長

瑞宝小綬章

山
やま

口
ぐち

 孝
たか

夫
お

さん
（上粕屋、70歳）

元総務省関東総合通信局
放送部長

　4月に｢春の叙勲｣｢危険業務従事者叙勲｣の受章者が発表されました。
　長年にわたり各分野で活躍、貢献された4人が受章しました。

　新型コロナウイルス感染症の影響
に伴い、10月3日（土）･4日（日）に開
催を予定していた第53回伊勢原観光
道灌まつりは中止します。また、商
工会による第46回商工まつりも中止
となり、ともに参加者の募集も行い
ません。
　事態が終息していない現状を鑑み、
関係者や来場者の健康と安全を最優
先して決定したものです。楽しみに

　男女共同参画社会の形成を目指し
講演会の企画･運営、啓発紙の発行、
男女共同参画プランの進行管理など
を行っていただきます。
　他の審議会などの委員である人は
応募できません。
応募資格　市内在住で満20歳以上の
人（令和2年8月25日現在）
募集人数　2人以内
任　　期　2年以内

されていた皆さまには申し訳ありま
せんが、ご理解をお願いします。
　なお、来年（第54回）の道灌まつり
は市制施行50周年記念事業となりま
す。大きな節目を新たなスタートと
して盛大に開催する予定ですので、
皆さまのご支援･ご協力をお願いし
ます。
▪担道灌まつり実行委員会（商工観光
課内）薀94-4729

応募方法  小論文｢男女共同参画社会
の形成に必要なこと｣（400字以内）に
住所、氏名、年齢、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（ 92-9009）、
電子メール（ jinken@isehara-city.
jp）、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　7月6日（月）
選考方法　書類審査後に面接

DV･児童虐待で悩んでいませんか ～まずご相談ください～
　新型コロナウイルス感染症の影響などで生活が変化し、家族･親子の関係
で心配事や悩みが増えていませんか。辛い、苦しいと感じたら、一人で悩
まずに、まずは電話でご相談ください。相談者の秘密は固く守られます。

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

発行部数／39,700部

『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

伊勢原市市公式
ホーム
ページ

令和2（2020）年 No.12016月15日

伊勢原市は令和3年3月1日に
市制施行50周年を迎えます

人口と世帯 人口102,169（−2）　 世帯数46,114（+55） 6月1日現在（　）は前月比

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせを2･3面に掲載しています

◇次回は｢蓑
みの

毛
げ

通り大山道｣を紹介します

久所にある｢大山三里 金目二里｣と
かかれた道標（左から2番目）。金目
は金目観音のこと（中井町提供）

小田原市観光PR
キャラクター「梅丸」

六本松峠の入り口にある標
柱。付近には二宮尊徳遺
髪塚があります（小田原市
提供）

第9回　「六本松通り大山道」現代の大山道
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申請書の書き方　紛失した人は担当にご連絡ください。

▪担福祉総務課薀0570-027-576(専用ダイヤル)

熱中症にご注意ください　〜今年はマスクもご用心〜

ここがポイント 特別定額給付金　〜申請は８月24日（月）まで〜

相談窓口　〜市民の皆さんへ〜
◇感染症に関すること

内　　容 連　絡　先

一般的な相談

市電話相談窓口 薀92-1119
平日午前8時45分～午後5時
県専用ダイヤル(音声案内に従って操作してください)
薀045-285-0536 薀050-1744-5875
毎日午前9時～午後9時
厚生労働省相談窓口 薀0120-565-653 03-3595-2756
毎日午前9時～午後9時

感染が疑われ
る場合

帰国者･接触者相談センター
薀045-285-1015 045-285-0216　24時間対応

内　　　　容 連　絡　先

中小企業などの経営や資金繰りについて
金融相談窓口（商工観光課） 薀92-1113　平日午前9時～午後5時

経営相談窓口（商工会） 薀95-3233　平日午前9時～午後5時

固定資産税・都市計画税（令和3年度分）の減免
（中小企業者、小規模事業者向け） 資産税課　薀74-5469

労働相談（解雇、休業、賃金など） 神奈川労働局総合労働相談コーナー（平塚労働基準監督署内）
薀43-8615

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第2弾）
（県の要請に応じて休業や夜間営業時間の短縮に協力いただいた事業者向
け。第1弾は受付終了）

県専用ダイヤル
薀045-285-0536 薀050-1744-5875
平日午前9時～午後5時※一般の相談とは受付時間が異なります

伊勢原市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
※県の協力金（第1弾）に上乗せして支給。申請は6月30日（火）まで

商工観光課 薀92-1113
平日午前9時～午後5時

持続化給付金
（中小法人、個人事業者向け）

持続化給付金事業コールセンター
薀0120-115-570　毎日午前8時30分～午後7時（7月以降は土曜日、祝日
を除く。8月以降は午後5時まで）

雇用調整助成金
（休業手当などの一部助成）

神奈川労働局神奈川助成金センター
薀045-650-2801　平日午前8時30分～午後5時15分

小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金
（学校の臨時休業に伴う子どもの世話で休業した個人事業主や、従業員に
特別休暇を取得させた事業主向け）

学校等休業助成金･支援金コールセンター　
薀0120-60-3999
毎日午前9時～午後9時

　熱中症は、暑さで水分や塩分のバランスが崩れて
体温調節がうまくできず、体内に熱がたまってしま
う症状です。
　6月中でも熱中症になる危険があります。特に高齢 
者や乳幼児は注意が必要です。気温や湿度の高い日
は我慢せず、扇風機やエアコンを適度に使いましょ
う※使用する際は、換気扇を回したり窓を開けたり
して空気の入れ替えを行ってください
　マスクをする機会が増えていますが、着用時は内
部の湿度が上がり、喉の渇きに気づきにくくなりま
す。普段より小まめに水分を補給してください。屋
外では、周囲の人と十分な距離（2ｍ以上）を取れる
場合は外して休憩するなどして予防しましょう。

熱中症になると
立ちくらみや吐き気、頭痛などの症状が現れます。 
重症になると意識障害などが起こることもあります。
予防するには

◇直射日光を避ける　◇水分補給を小まめにする
◇十分な睡眠と栄養バランスのよい食事をとる
熱中症かなと思ったら

◇涼しい場所へ移動する　◇衣服を緩めて休む
◇保冷剤や氷で脇の下、首などを冷やす
◇水分や塩分を補給する

※真っすぐに歩けない、呼びかけに応じない場
合などは、すぐに救急車を呼びましょう

◇納税などに関すること(納付が困難な人)
内　　容 連　絡　先

市税の猶予制度 収納課 薀74-5489
国民健康保険税の減免 保険年金課 薀94-4728
後期高齢者医療保険料の減免 保険年金課 薀94-4521
介護保険料の減免 介護高齢課 薀94-4722
上下水道料金の猶予 厚木水道営業所 薀046-224-1111

国民年金の免除制度 平塚年金事務所 薀22-1515
保険年金課 薀94-4520

◇生活に関すること
内　　容 連　絡　先

特別定額給付金(10万円) 市特別定額給付金専用ダイヤル(福祉総務課)
薀0570-027-576　平日午前9時～午後5時

緊急小口資金･総合支援資金(生活費用の貸し付け) 社会福祉協議会 薀94-9600　平日午前8時45分～正午、午後1時～3時15分
住居確保給付金(家賃相当額の支給)
※収入などの要件を満たす人が対象。上限あり 生活福祉課 薀94-4726

市国民健康保険の傷病手当金
(感染または感染が疑われ、給与の支払いを受けている加入者向け) 保険年金課 薀94-4728

後期高齢者医療保険の傷病手当金
(感染または感染が疑われ、給与の支払いを受けている加入者向け) 保険年金課 薀94-4521

◇教育･子育てに関すること
内　　容 連　絡　先

子育て世帯への臨時特別給付金(児童手当受給世帯向け) 子育て支援課 薀94-4633
妊娠、出産、子育てについて 子育て支援課 薀94-4637
保育所の利用について 子ども育成課 薀94-4641 薀94-4638
小･中学校の教育活動について 教育指導課 薀74-5247　教育センター 薀74-5253
児童コミュニティクラブの利用について 子ども育成課 薀94-4641 薀94-4638
奨学金、学費の支援(学生向け) 日本学生支援機構奨学金相談センター 薀0570-666-301　平日午前9時～午後8時

１ 命と健康を守る
〜感染拡大防止対策〜

◇電話相談窓口（コールセンター）の設置
◇ 市ホームページやSNS、くらし安心メー 

ルなどによる情報発信
◇公共施設の一般利用の休止
◇市主催事業･イベントなどの中止･延期
◇介護施設などに備蓄マスク･消毒液を配布
◇臨時休校に伴う自宅での学びの支援、学
　校における一時預かりなど
◇ 臨時休校に対応した放課後児童健全育成

事業への運営費などの補助
◇教育･保育施設などへの環境整備費用の
　補助…マスクや消毒液の購入など、感染の拡
　大防止に必要な経費を補助
◇学校給食調理業者などの衛生管理改善
　…学校給食の再開に向けた、衛生管理に必要 
　な設備の購入や従業員研修に係る経費を補助
◇学校再開に向けたマスクなどの保健衛生
　用品の購入
◇学校再開に伴う感染症対策･学習保障など
　に係る支援＊

★除菌水の無償配布
★感染症予防対策用の備品などの整備
　…消毒剤、サージカルマスク、防護服など
◇ＰＣＲ検査場の開設(県･医師会)

２ 暮らしを支える
〜市民生活への支援〜

◇特別定額給付金
◇子育て世帯への臨時特別給付金
◇低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金＊

★ひとり親家庭などへの臨時特別給付金
　…児童扶養手当の受給世帯を対象に一時金を
　支給
★準要保護世帯に対する支援
　…小学校の臨時休業で食事の負担が増えた就
　学援助の準要保護世帯に給食費相当額を支給
◇住居確保給付金
◇国民健康保険被保険者などへの傷病手当金
◇学生支援緊急給付金(国)

◇生活福祉資金貸付（社会福祉協議会）
　…生活費用の貸し付け

◇納税の猶予
◇国民健康保険税･介護保険料などの減免
◇水道料金の減額･猶予(県)

★ＧIGAスクール構想･｢１人１台端末｣早期
　実現支援事業

３ 地域経済を立て直す
〜雇用の維持と事業の継続〜

◇中小企業などの金融･経営相談窓口の開設

◇神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大
　防止協力金(県)
　…県の要請に応じて休業や夜間営業時間短縮
　に協力した事業者に支給
★伊勢原市新型コロナウイルス感染症拡大
　防止協力金
　…市内の対象施設を賃借する事業者に対し、 
　県の協力金に上乗せして支給
◇持続化給付金(国)
★伊勢原市小規模事業者臨時給付金
◇雇用調整助成金(国)
◇家賃支援給付金(国)＊

◇農林漁業者の経営継続補助金(国)＊

◇実質無利子･無担保融資（金融機関）
◇セーフティネット保証、危機関連保証

◇納税の猶予
◇固定資産税･都市計画税の減免

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

★…市独自の取り組み　　　＊…国の第2次補正予算により創設される事業

相談窓口　〜事業者、従業員の皆さんへ〜

▪担健康づくり課薀94-4609

❶記入した日付を入れる
❷世帯主の情報を確認し、押印

（認印も可）
❸日中に連絡が取れる電話番号を
記入
❹いずれかにチェック（対象者ご
とに記入）
❺口座の有無（いずれかにチェッ
ク）、名義人（カタカナ）、口座情
報を記入

【添付が必要な書類】
◇本人確認書類＝申請者の運転免
許証、保険証、マイナンバーカー
ド、パスポートなどの写し（マイ
ナンバーの通知カードは不可）
◇振込先口座がわかるもの＝通帳
やキャッシュカードなどの写し

※世帯主がマイナンバーカードを
お持ちの場合は、政府が運営する
オンラインサービス「マイナポー
タル」からの申請も可能です。詳
しくは総務省の特設サイトでご確
認ください

よくある質問

Ｑ．窓口で申請できるか。
Ａ． 感染の拡大を防ぐため、郵送またはオン

ラインでの申請をお願いしています。申
請書の書き方が分からないなど、事情が
ある場合は担当にご相談ください。

Ｑ． 世帯主の口座に振り込まれると困る。他
の口座に振り込めないか。

Ａ． 原則として、世帯主に一括して支給して
います。次のような特別の事情がある人
は、担当にご相談ください。

　　 ◇配偶者からの暴力を理由に避難してい
る人

　　 ◇虐待により施設入所などの措置が取ら
れている障がい者や高齢者

　　◇児童福祉施設などに入所している児童

Ｑ．給付金はいつ振り込まれるのか。
Ａ． 申請を受け付けたものから順次振り込み

を行っています。なお、振込日が決まり
次第、申請者宛てに交付決定通知書を送
付しています。

給付金詐欺に注意
　給付金や助成金の支給に便乗し、 
市役所など官公庁の職員をかたっ
て手数料の振り込みを求めたり、
キャッシュカードの暗証番号など
の個人情報を聞き出したりする手
口が発生しています。不審な電話
やメールがあったと
きは、担当や伊勢原
警察署（薀94-0110） 
にご相談ください。
▪担市民協働課薀94-4715

❶

❷ ❸

❹

❺

！ ！

守る･支える･立て直す 〜市の新型コロナウイルス感染症緊急対策〜
　市では、新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策を取りまとめました。次の3つの方針に基づいて、引き続き市民の健康と安全確保を最優先とし
つつ、生活や経済活動を両立させるための支援に取り組んでいきます。各事業の詳細や最新の情報は、市ホームページ「伊勢原市・新型コロナウイルス
感染症緊急対策パッケージ」からご覧になれます。
※太字の事業は、市議会6月定例会以降で実施に係る予算の議決が必要となります。詳しくは今後の広報などでお知らせします

３ ２第1201号　令和2（2020）年６月15日 第1201号　令和2（2020）年６月15日広  報



第1201号　令和2（2020）年6月15日 ４

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

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

6/15～7/14

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

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 4月 1～4月
特 殊 詐 欺 4 10（±0）
空 き 巣 0 0（−9）
車上狙いなど 1 10（−5）
乗 り 物 盗 8 32（±0）

お知らせ information

国勢調査員を募集しています
令和2年10月1日を基準日とする、国
の最も重要な統計調査です。業務内
容など詳しくは、担当へ◇報酬＝1調
査区4万円程度、2調査区7万円程度▪申
市ホームページ｢募集｣の専用フォー
ム、または電話か直接
担当へ※担当事務室は
シャンテいせはら201
号室（田中128）に移転
しました
▪担国勢調査実施本部薀73-8731

固定資産税（家屋）の減額措置
住宅の省エネ改修工事、バリアフ
リー改修工事、耐震改修工事を行っ
た場合や認定長期優良住宅を新築し
た場合に、一定の要件を満たし、申
告することにより固定資産税が軽減
されます。詳しくは担当へ。
▪担資産税課薀74-5469

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、4～6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7月
22日（水）※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

つけましたか 住宅用火災警報器
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

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7
月9日（木）、8月13日（木）、9月10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

催　　し 講座・教室など
event

おやこで認知症サポーター養成講座
スタンプラリーで楽しく学ぶ◇オレ
ンジリングの配布あり▪時7月18日（土）
午前10時～11時30分▪場伊勢原シティ
プラザ▪対市内在住の小学生と保護者
15組（申込順）
▪担介護高齢課薀94-4725

家族介護者教室
｢介護保険制度について｣

介護保険の仕組みや活用方法を学ぶ
▪時7月22日（水）午後6時30分～8時30
分▪場伊勢原シティプラザ▪対市内在住
で高齢者を介護している人か65歳以
上の人20人（申込順）
▪担介護高齢課薀94-4725

子ども科学館　薀92-3600

展示室や館内のイベントは当面の間
休止します。プラネタリウムは6月20
日（土）から予約制で再開します。申
し込みや投影番組など詳しくは、施
設かホームページでご確認ください。

※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

図書館　薀92-3500

館内のイベントは中止しています。
また、座席の利用や新聞・雑誌の閲
覧はできません。

健康・子育て 検診・教室など
health

39歳以下健康診査
身体測定や診察、血液検査など▪時7
月31日（金）①午前9時30分～②午前10
時～③午前10時30分～④午前11時～
▪場伊勢原シティプラザ▪対市内在住で
昭和56年4月2日以降に生まれた人80
人（申込順）▪費3000円▪締6月30日（火）
▪担健康づくり課薀94-4616

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▪時7月6日（月）午前
9時50分～10時40分▪場成瀬コミュニ
ティセンター▪申 6月22日（月）から電
話で担当へ（人数制限あり）
▪担子育て支援課薀94-4637

　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

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 ●

●伊勢原第九合唱団（小学生～高校生）
プロのオーケストラで「喜びの歌」を
一緒に歌おう◇1月24日に公演あり
▪時日曜日午前･午後の2時間程度▪場た
くみビル（桜台1丁目）ほか
▪問木下薀95-7307

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。なお、会員募集は年
度に1回の掲載とします。

狂犬病の予防注射は6月30日（火）までに受けましょう
　狂犬病は、発病するとほぼ100
％の確率で死に至り、世界では今
も毎年5万5千人以上が亡くなって
います。
　生後91日以上の犬の飼い主には
毎年1回の狂犬病予防注射が法律
で義務付けられています。動物病
院で受けられますので、愛犬のた
めにも必ず受けさせましょう。費
用など詳しくは、各動物病院にお
問い合わせください。

▪担健康づくり課薀94-4609

犬や猫の苦情が急増しています
～ルールを守って飼いましょう～
◇犬の散歩にはリード（引き綱）を
付け、フンは必ず持ち帰って処理
しましょう
◇犬を屋外で飼う場合は、鎖など
でしっかりつなぐか囲いの中で飼
い、猫は感染症予防のため室内で
飼いましょう
◇鳴き声や悪臭などで近所に迷惑
をかけないようにしましょう

いせはらくらし安心
メールに登録を

　新型コロナウイルス感染症の影響
で、広報紙面に掲載しているイベン
トなどでも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｢新型コロナウイ
ルス感染症に伴うさまざまなお知ら
せ｣でご確認ください。
　イベントなどに参加する際は、検
温やマスク着用などの予防対策にご
協力ください。

市ホームページ
専用フォーム

施設によって、利用基準や休館日を
変更している場合があります。詳し
くは各施設にお問い合わせください。

6月1日号8面｢市民リポート｣に掲載した
チョウの名前に誤りがありました。お詫
びして訂正いたします。
　誤：ミズイロオナガシジミ
　正：トラフシジミ

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

6/15•22•29、7/1•6•13

6月中の平日、7/1•6•13

6/15•22•29、7/6•13

6/15•22•29、7/6•13

6/15•22•29、7/6•13

6/15•22•29、7/6•13
※トレーニング室は利用不可

6/15・22、7/13
※弓道場は6/15は利用可

6/15•22•29、7/6•13
※中央公民館は6/22､ 7/6･13は開館
※大田公民館は7/6は開館

　広報では伝えきれない、伊勢原
ならではのフォトニュースや行政
情報を随時お知らせしています。
Y
ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeでは、日本遺産のＰＲや
市民･学生とのコラボレーション
作品など、市の魅力を伝える動画
を公開中です。市ホームページの
トップページ｢公式SNS｣の各アイ
コンをクリックしてご覧ください
※一部のブラウザでは表示されな
い場合があります

▪担広報戦略課薀94-4864

フェイスブック･ツイッター
などで市の情報を発信中

YouTubeTwitterFacebook

▪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

広  報


