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お知らせ information

令和3･4年度競争入札参加資格
認定随時申請の受付

市の入札に参加するには競争入札参
加資格者名簿への登録（登録内容変
更などを含む）が必要です。詳しく
は県ホームページ｢かながわ電子入
札共同システム｣をご覧ください。
▪担管財契約検査課薀94-5030

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（木）～5月31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

フードドライブにご協力ください
食品ロス削減の一環で、家庭や職場
に眠っている食品を福祉団体などへ
寄付します。賞味期限まで3カ月以
上あり、常温保存できるレトルト食
品や缶詰などをお持ちください▪時3
月22日（月）･23日（火）の午前9時～午
後4時◇受付場所＝市役所2階の環境
対策課
▪担環境美化センター薀94-7502

令和3年度国民年金について
令和3年4月から4年3月までの保険料
は月額1万6610円です。2年分、1年分
または6カ月分を前納すると割引制
度が適用されます。
学生納付特例制度
国民年金保険料の納付が猶予されま
す。申請は毎年度必要です▪対大学（大
学院）や短大、専修学校などに在学
する20歳以上の学生で、本人の前年
所得が一定基準以下または失業など
の理由がある人
▪問平塚年金事務所薀22-1515 
▪担保険年金課薀94-4520

幼稚園の預かり保育などの利用
料を助成（1～3月分）

施設等利用給付認定｢新2号｣｢新3号｣
を受け、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▪締4月23
日（金）※助成額に上限あり。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

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
期に新築のアパートや住宅、新しい
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

福祉のいずみ基金　＊敬称略
◇向上高等学校なおき会･11万3696円
▪担福祉総務課薀94-4719

催　　し 講座・教室など
event

ミニ観察会
グリーン･インストラクターと植物
や生き物を観察▪時3月28日（日）午前
10時～正午◇集合＝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

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①3月27日（土）②3月28日（日）③4月
11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
蕙（かおりぐさ）の会による書道展
▪時3月16日（火）～28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

展示室の利用や館内のイベントは予
約制で、人数制限があります。詳し
くは施設かホームページで確認を。

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
※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

プラネタリウム投影番組

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｢銀河鉄道の夜｣
■＝親子･一般向け番組｢ハナビリウム｣

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。身長･体重の計
測もできます▪申電話で担当へ（人数
制限あり）◇4月5日の相談は3月22日

（月）から受け付け
日　時 会　場

3/18（木）
10:00～11:00 伊勢原南公民館

3/24（水）
13:00～14:00

中央公民館
※1歳未満児と妊婦のみ

4/ 5（月）
 9:50～10:40

成瀬コミュニティ
センター

▪担子育て支援課薀94-4637

伊勢原警察署調べ （ ）内は前年比

緊急事態宣言発出中は、一般利用を
休止します（図書館を除く）。詳しく
は各施設にお問い合わせください。

● イ ベ ン ト ●

●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6日（火）～11日（日）午前9時 
30分～午後4時30分（11日は午後3時 
まで）▪場中央公民館
▪問増井薀94-6502

● 会 員 募 集 ●

●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
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。

犯罪の種類 1月
特 殊 詐 欺 1（−1）
空  き  巣 2（+2）
車 上 狙 い な ど 1（−1）
乗 り 物 盗 5（−5）

5月31日（月）まで公開
◇市民音楽会
　市音楽家協会会員と賛助出演者
が、ビバルディ「四季」より「春」ほ
か全3曲を演奏する映像です。
3月20日（土）～4月30日（金）公開
◇第35回伊勢原美術協会展
　協会所属の美術家の絵画、版画、
彫刻などをウェブ上で展示します。
3月20日（土）～8月31日（火）公開
◇人権セミナー｢音楽は世界共通
のことば｣
　ヨーロッパでも活躍する市出身
のピアニスト、古川貴子さんの講
演とコンサートの映像です。
◇ウェブ紙芝居講座
　伊勢原の民話を題材にした紙芝
居の実演や制作したボランティア
団体による解説、舞台となった場

所を巡る映像を公開します。
※いずれも、市ホーム
ページ上部メニュー｢子
育て･教育｣→｢社会教
育｣→｢各種イベント｣
からご覧ください
▪担社会教育課薀93-7500
◇｢市民活動×新しい日常｣～オン
ライン市民活動ウイーク
　会議アプリ｢Zoom｣と
YouTubeで市内団体が
活動成果を発表。問い
合わせ先のホームペー
ジからご覧ください。
とき　3月15日（月）～21日（日）の
午前10時～午後4時
▪問いせはら市民活動サポーターズ

（アイサポ）･名
な

桐
き り

薀95-5433
▪担市民協働課薀94-4714

オンラインイベント･講座のお知らせ

市ホームページ

｢アイサポ｣
ホームページ

　新型コロナウイルス感染症の影響
で催しなどを中止・延期する場合があ
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｣で確認を。
　催しに参加する際は検温やマスク
着用など予防対策にご協力ください。

▪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

4第1218号　令和3（2021）年3月15日

※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

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

3/15～4/14

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

3/15･22･29、 4/5･12

3/15･20･22･29、 4/5･12
※中央公民館は3/20･29以外は開館
　（3/19は臨時休館）
※大田公民館は3/15、4/5は開館

3/15･22･29、4/5･12

3/15･22･29、 4/5･12

3/15･22･23･29、 4/5･7･12

3/15･22･23･29、 4/5･7･12

3/22、4/12

3/15･22･29、4/5･12

市内の主な犯罪発生件数

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


