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お知らせ information

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、あかね台自主防災会が
宝くじの受託事業収入を財源とした
助成金を活用し、災害用テントやベ
ストなどの資機材を整備しました。

▪担危機管理課薀94-4865

土砂災害特別警戒区域（がけ崩れ）
基礎調査結果区域図（案）の閲覧

県は、土砂災害防止法に基づく土砂
災害特別警戒区域（がけ崩れ）の指定
に向けた基礎調査結果を公表しまし
た◇閲覧場所＝市役所2階の担当、
中央公民館（市内全域）、その他公民
館（所在地区のみ閲覧可）※市ホーム
ページ「防災・災害」→「災害リスクの
確認」からもご覧になれます
▪問平塚土木事務所河川砂防第二課
薀22-2711
▪担危機管理課薀94-4865

愛の献血
▪時①2月1日（月）午前10時～午後0時
30分、午後2時～4時②2月13日（土）
午前10時～正午、午後1時30分～4時
▪場①市役所②MIプラザ
▪担健康づくり課薀94-4609

延滞金などの割合を改正
地方税法の改正により、地方税の延
滞金や還付加算金の割合を見直しま
した◇延滞金（納期限の翌日から起
算して1カ月を経過する日までの期
間）＝2.5％◇延滞金（納期限の翌日
から起算して1カ月を経過する日の翌 
日以後）＝8.8％◇還付加算金＝1.5％
▪担収納課薀74-5495

神奈川県「みんなでいっしょに
自然の電気」キャンペーン

県では、家庭や個人事業者を対象に
再生可能エネルギー電力の購入希望
者を募り、共同購入する事業を行っ
ています。環境にやさしくお得な電
力に切り替えません
か。参加登録方法な
ど詳しくは、問い合
わせ先かキャンペー
ンサイトで確認を▪締
2月15日（月）
▪問キャンペーン事務局薀0120-267-
100（月～金曜日午前10時～午後6時）
▪担環境対策課薀94-4737

国民健康保険･後期高齢者医療
制度の傷病手当金を延長

新型コロナウイルス感染症に感染ま
たは感染が疑われる加入者に対する
手当の支給対象期間を、3月31日（水） 
まで延長しました。要件などに変更
はありません。詳しくは各担当へ。
▪担保険年金課
薀94-4728（国民健康保険）
薀94-4521（後期高齢者医療制度）

年金生活者支援給付金の請求は
お早めに

新たに支給対象となった人には、日
本年金機構から請求書類が送付され
ています。提出が遅れると受け取る
金額が少なくなる場合があります。
期限までに提出してください。詳し
くは問い合わせ先へ。
▪問ねんきんダイヤル薀0570-05-1165
▪担保険年金課薀94-4520

ひきこもり支援個別相談会
ひきこもり、不登校、就労など、子
どもや若者の問題について本人や家
族の相談を受けます▪時2月10日（水）
午前10時～正午、午後1時30分～3時
30分▪場市民文化会館▪定12組（申込順）
▪申1月8日（金）から電話で問い合わせ
先へ（月曜日は受付不可）
▪問県立青少年センター青少年サポー
ト課薀045-263-4467
▪担青少年課薀94-4647

1月26日は文化財防火デー
市内には国、県、市の指定・登録文
化財が合わせて79件あります。将来
に継承すべき財産を火災から守るた
め、予防対策や文化財保護に関する
意識を高めましょう※今年の合同放
水訓練は中止します
▪担消防本部予防課薀95-2117

危険物取扱者試験
▪時3月28日（日）、4月10日（土）・18日
（日）▪場神奈川中小企業センター（横
浜市中区）▪申1月12日（火）～25日（月）
に消防試験研究センターのホーム
ページから電子申請か、担当で配布
する願書に記入し1月15日（金）～28 
日（木）に郵送で
受験準備講習会
▪時2月20日（土）午前9時～午後5時▪場
秦野市保健福祉センター（秦野市緑
町）▪定30人（申込順）▪申受講料9600円
を持参し伊勢原市消防本部か秦野市
消防本部へ▪締2月12日（金）
▪担消防本部予防課薀95-2118

学校給食用物資納入業者を募集
令和3・4年度の業者を募集。現在登
録していて継続を希望する業者も2
年に1度申請書類を提出してくださ
い◇対象物資＝生鮮物資全般、調味
料、乾物類など▪申市役所5階の担当
で配布する用紙に記入し直接担当へ
▪締1月12日（火）
▪担学校給食会事務局（学校教育課内）
薀74-5224

就学通知書が届かない人は連絡を
4月に小・中学校へ入学予定のお子さ
んがいる家庭に就学通知書を送付し
ます。1月31日（日）までに届かない
場合は担当へ連絡を。また、私立な
どの学校に入学する場合は、入学許
可書と印鑑を持参し市役所5階の担
当へ届け出をしてください。
▪担学校教育課薀74-5168

不登校相談会･進路情報説明会
フリースクールなどと県教育委員会
が連携した相談会▪時2月6日（土）午後
1時～4時30分（受付は午後0時30分～
4時）▪場平塚市教育会館（平塚市浅間
町）▪対小・中学生、高校生、高校中退
者、保護者、教員
▪問県子ども教育支援課
薀045-210-8292
▪担教育センター薀74-5253

催　　し 講座・教室など
event

家族介護者教室「介護保険制度
の基礎知識」

▪時2月6日（土）午後1時30分～3時30分
▪場伊勢原シティプラザ▪対高齢者を介
護している人か65歳以上の人30人（申 
込順）
▪担介護高齢課薀94-4725

ミニ観察会
グリーン・インストラクターと一緒
に植物や生き物を観察▪時1月24日（日） 
午前10時～正午◇集合・ 
解散＝いせはら塔の山
緑地公園※当日受付、
雨天中止
▪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

探鳥会
グリーン・インストラクターと一緒
に平塚から伊勢原の水田地帯の鳥を
感
かん

察
さつ

▪時1月31日（日）午前8時50分～午
後3時◇集合＝伊勢原駅南口▪定30人

（申込順）
▪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

中学校作品展
▪場中央公民館◇入場自由
美術展
生徒が授業や部活動で制作した作品
を展示▪時1月22日（金）～24日（日）の午 
前9時～午後5時（24日は午後3時まで）
書き初め展
各校の優秀作品を展示▪時2月6日（土）・ 
7日（日）の午前10時～午後4時
▪担教育センター薀74-5253 

比々多いきいき百歳体操教室
いすに座った状態で行う緩やかな体
操。お手本のビデオを見ながら体を
動かします▪時1月28日
（木）午前10時～11時▪場
比々多公民館▪定15人（申 
込順）▪締1月20日（水）◇
2月以降、毎月第1・3火
曜日に開催予定
▪担比々多公民館薀92-6961

※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

明るい選挙啓発ポスターコンクー
ル作品展

小・中学生の作品を、今年はウェブ上 
のみで掲載。市ホームページ「市政
情報」→「選挙」かQRコー 
ドからご覧ください▪時1月 
18日（月）～2月19日（金）
▪担選挙管理委員会事務局薀74-5273

おもちゃ病院いせはらを開院
受付個数は各日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。詳しくは担当へ
▪時①1月23日（土）②1月24日（日）③2月 
14日（日）の午前10時～午後2時（受付
は午後1時30分まで）▪場①成瀬コミュ
ニティセンター②伊勢原南公民館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
木村たくみ小品展
▪時1月5日（火）～15日（金）
山吹会による絵手紙展
▪時1月20日（水）～31日（日）

野の会による視覚障がい者向け
対面朗読サービス

希望する人は電話で申し込みを。

子ども科学館　薀92-3600

展示室は一部再開しています。プラ
ネタリウム、工作教室など館内のイ
ベントは全て予約制で、人数制限が
あります。申し込み方法など詳しく
は、施設かホームページで確認を。

※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

プラネタリウム投影番組
1/5・6 13:30◎/15:30■

土・日曜日、 祝日 10:30○/13:30◎/
15:30■

◎＝親子・一般向け番組「HAYABUSA2」
■＝親子・一般向け番組「ハナビリウム」
○＝ 幼児・低学年向け番組「こまねこのクリ

スマス」

「自宅で自由に作ろう!君だけのク
ルマ 粘土コンテスト」作品展示会

12月に実施した教室の参加者の作品
を展示▪時1月23日（土）～31日（日）の 
午前9時～正午、午後1時～5時※入
館料がかかります

　新型コロナウイルス感染症の影響
で、掲載しているイベントなどが中
止や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「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、手洗いなどの予防
対策にご協力ください。

成瀬活性化委員会が「手づくり郷
ふる

土
さと

賞」（国土交通大臣表彰）を受賞
　成瀬活性化委員会（足立安章会
長）が、長年にわたり、愛甲石田
駅南口ロータリーを拠点に多様な
分野で地域活動を行っている功績
が認められ、国土交通省から令和
2年度「手づくり郷土賞（一般部門）」 
に選定されました。
▪担都市政策課薀94-4739

塩浦選手が日本選手権で優勝
　12月6日に東京で行われた第96回 
日本選手権水泳競技大会男子50m
自由形で、市内出身の塩浦慎理選
手が優勝を果たしました。
▪担スポーツ課薀94-4628

休日夜間急患診療所に 
発熱外来を設置しています
　伊勢原市医師会は、発熱症状
のある患者へ迅速に対応し、地
域で適切な診療が受けられるよ
う、臨時診察ボックスを設置し
て診察や検査などを行っていま
す。受診を希望する人は、事前
に電話（薀93-5019）でご連絡く
ださい。
開設期間　3月28日までの日曜
日、祝日※1月2日（土）は開設
受付時間　午前9時～11時30分、 
午後2時～4時30分
開設場所　伊勢原シティプラザ
救急入口玄関前
◇12月15日号でお知らせした開
設期間と受付時間が変更となり
ました。ご注意ください
▪担健康づくり課薀94-4609

1/1～31
利用基準や休館日を変更している場
合があります。詳しくは各施設へ。

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

1/1～4、 12•13•18•25

1/1～4、 12•13•18•25

1/1～4、 11•25

1/1～4、 18•25

1/1～4、 11•18•25
※中央・大田公民館は1/18は開館

1/1～4、 12•18•25

1/1～4、 18•25

3/9まで休場

※1/5は正午から開館

市・県民税普通徴収 ·············· 4期分
国民健康保険税·················· 10期分
介護保険料 ························· 10期分
後期高齢者医療保険料 ········ 7期分

納期のお知らせ
納期限2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

11月 1～11月
発　生 20 235（+19）
死　者  0   1（－ 2）

負
傷
者

計 24 277（+ 3）
重  1  11（+ 3）
軽 23 266（± 0）

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 ●

●まけるな伊勢原!＆イセハライチ
キッチンカーや福袋、新鮮野菜の販 
売など▪時1月24日（日）午前10時～午 
後3時▪場総合運動公園◇小雨実施
▪問NPO法人イセハライク・阪本
薀090-8722-6163
●小麦畑ツアー「麦踏み体験」
子ども連れでの参加歓迎◇パンのお
土産あり▪時 2月7日（日）・21日（日）正 
午～午後4時▪場大田公民館▪定各日30人 

（申込順）▪費1000円▪申麦踏み塾のホー
ムページから
▪問麦踏み塾・田

た

雜
ぞう

薀090-3475-9164

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。

1 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
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

税
務
相
談▪担人権・広聴相談課　薀94-4717

19日（火）13：00～16：00
相続、贈与、土地売買などに
伴う税金の相談〔税理士〕

予約

行
政
相
談▪担人権・広聴相談課　薀94-4717

20日（水）13：30～16：00
国の行政全般に関する苦情や
要望など〔行政相談委員〕

予約

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）

7日（木）•8日（金）
13：30～16：00
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

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

▪担人権・広聴相談課　薀94-4717

14日（木）13：00～16：00
登記、相続、遺言、多重債務、
成年後見制度などの相談
〔認定司法書士〕

司
法
書
士
相
談

予約

▪締1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

 8日（金）•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

　人権相談は、1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94-4716

キャンペーンサイト

おめでとう　
　 ございます

1月の催しに関するお知らせ
1/2（土）　だるま市
　神社境内で、県内のだるま店が 
縁起物の相州だるまを販売します。
と　き　午前10時～午後2時ごろ
ところ　伊勢原大神宮
1/7（木）　筒

つつ

粥
がゆ

神
しん

事
じ

　神職が釜で炊いた粥を18品目の
農作物の名称を記した竹筒ですく
い、粥粒の量でその年の作柄を占
います。
と　き　午前10時～11時
ところ　大山阿夫利神社下社
1/8（金）　初薬師
　年に5日間しか拝観できないご
本尊が開帳されます※薬師粥の配
布は行われません
と　き　午前9時～
ところ　日向薬師
▪担観光協会薀73-7373

1/11（月）　成人式
　今年は1072人が成人を迎えます。 
市では成人式実行委員会38人の協
力で、新成人の誕生を祝う「成人
式」を行います。当日はオンライ
ン配信で中継をご覧になれます。
詳しくは市ホームページ「成人・就
職」→「成人式」でご確認ください。

と　　き　1月11日（月）①午前11
時～11時30分②午後1時30分～2時
と こ ろ　市民文化会館大ホール
対　　象　平成12年4月2日～13年
4月1日生まれで①伊勢原・中沢中
学校区在住の人②山王・成瀬中学
校区在住の人
主な催し　式典、実行委員会の企
画制作によるムービーの上映、恩
師メッセージブックの配布
※当日出席できない人は、1月29
日（金）まで市役所5階の担当で案
内状と引き換えにメッセージブッ
クを受け取れます
▪担青少年課薀94-4647

中止する催し
　新型コロナウイルスの感染拡
大を防ぐため、次の催しは中止
します。
◇消防出初式
▪担消防総務課薀95-9143
◇新春市民の集い
▪担秘書課薀94-4843
◇伊勢原駅伝競走大会
▪担スポーツ課薀94-4628
◇タンポポ展
▪担教育センター薀74-5253


