
▪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　　 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

掲 示 板

■主な施設の休館日 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。 ●市内の交通事故件数●

5月 1〜5月
発　　生 15 96（－ 7）
死　　者  0  1（＋ 1）
負傷者計 18 107（－21）

内
訳

重傷  0  2（－ 2）
軽傷 18 105（－19）

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

固定資産税･都市計画税��������2期分
国民健康保険税���������������������4期分
介護保険料�����������������������������4期分
後期高齢者医療保険料����������1期分

●納期のお知らせ●7/1〜31

納期限 8月2日（月）図書館 7/5･7･12･19･26･27 
子ども科学館 7/5･7･12･19
市民文化会館 7/5･12･19･26
公民館 7/5･12･19･22･23･26 ※中央公民館は7/5･12･19は開館

※大田公民館は7/5･19は開館
市体育館 7/5･12･19･26
いせはらサンシャイン・スタジアム 7/5･12･19･26
武道館 7/5･12･19･26
行政センター体育館・弓道場 7/12･26 ※体育館はR4.2/28まで一般利用を休止

第1225号　令和3（2021）年7月1日第1225号　令和3（2021）年7月1日 67
　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。

市制50周年記念事業 広報いせはら
で見る50年の歩み展（巡回展示前半）
50年分の「広報いせはら」から主な出
来事を掲載した紙面を展示▪時①7月2
日（金）～25日（日）②7月31日（土）～8
月18日（水）③8月20日（金）～9月15日

（水）時間はいずれも午前9時～午後5
時▪場①大田公民館②高部屋公民館③
伊勢原南公民館
▪担広報戦略課 94-4864

成年後見･権利擁護推進センター 
親族後見人等向け講演会
成年後見人などに求められる役割や
必要な知識について、弁護士が分か
りやすく解説▪時7月29日（木）午後1時
30分～3時30分▪場伊勢原シティプラ
ザ▪定50人（申込順）▪申講演会名、氏
名、電話番号を明記しFAX、または
電話で問い合わせ先へ
▪問社会福祉協議会 94-9600 94-5990
▪担福祉総務課 94-4719

子どもの食育 親子で料理教室
食育を学び、親子で楽しく料理を始
めるきっかけづくり。講師によるデ
モンストレーションあり※参加者の
実技や試食はありません▪時7月24日

（土）午前10時～正午▪場伊勢原南公民
館▪対親子7組（申込
順、親のみ参加可）
▪申7月1日（木）午前
9時から電話か直
接担当へ
▪担伊勢原南公民館 92-1210

夏季子どもふれあい教室
児童館指導員による、作って遊べる
工作教室※駐車場はありません

日　時 児童館名 内　容
7/14（水）～18（日）
10：00～正午、
13：00～16：15
（14～16日は午後
のみ）

七
し め ひ き
五三引

ビー玉メ
リーゴー
ラウンド

7/14（水）～18（日）
10：00～正午、
13：00～16：30
（14～16日は午後
のみ）

藤野 パズル
ボックス

7/17（土）
10：00～正午 板戸

オリジナ
ルうちわ
を作ろう

7/17（土）～18（日）
13：30～、14：00～、
14：30～

つきみの 水の科学
実験＊

7/19（月）
13：15～16：15 高森台

親子でプ
ラバンを
作ろう

7/19（月）
13：15～16：15 大原 スライム

7/19（月）
14：00～16：00 沼目

紙パック
で作る竹
とんぼ

＊予約制。直接、児童館に申し込みを
▪担青少年課 94-4647

親子救命講習
親子で心肺そ生法やAEDの使い方
を学ぶ。消防車両の見学あり◇小学
校3年生以下は参加賞、4～6年生は
修了証を発行▪時①7月31日（土）②8月
5日（木）の午前10時～正午▪場コミュ
ニティ防災センター（南分署）▪対市内
在住の親子各日15組（申
込順、保護者1人につ
き子ども2人まで）▪申市
ホームページ｢防災･消
防･救急｣→「救命講習｣
から電子申請、または
電話か直接消防本部2
階の担当へ※右のQR
コードからも申請でき
ます▪締7月23日（金）
▪担警防救急課 95-9144

エアロビクス教室
誰でも気軽に参加できます。詳しく
は担当のホームページで確認を▪時
7～9月の毎週火曜日、午前10時30
分～11時30分▪場市体育館▪対高校生以
上の人各日30人（先着順）▪費1回300円
▪担“元気な伊勢原づくり”共同事業体
92-3536

生きづらさを抱える人のコロナ禍
での｢働く｣とは
｢コロナ禍での影響や一般就労まで
の道のり｣をテーマに精神疾患など、
生きづらさを抱える人が話します◇
手話通訳あり▪時7月11日（日）午後2
時～4時30分▪場中央公民館▪定20人（申
込順）※オンラインでも実施、詳し
くは問い合わせ先へ▪申氏名、電話番
号、参加人数、参加方法（会場、ま
たはオンライン）を明記し、電子メー
ル（ butterfly.a.g.t@
gmail.com）、または
電話で問い合わせ先へ
※右のQRコードから
も申し込みできます
▪問ばたふらい 070-6669-7712
▪担障がい福祉課 94-4721

92-3500

図書館ミニギャラリー
水
す い

鈴
れ い

会
か い

▪時7月1日（木）～7月14日（水）

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。

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。

※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
☆印は入館料･観覧料がかかりません

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
7月18日（日）まで

土・日曜日、祝日 10：30□/13：30◎/
15：30○

7月21日（水）〜8月9日（月）
水～金曜日 13：30●/15：30△

土・日曜日、祝日 10：30〇/13：30●/
15：30△

□＝�幼児･低学年向け番組｢ピーターパンと
ほしのくにへいこう｣

◎＝�親子･一般向け番組｢ペガロク�ふるさと
にかえる｣＆｢旅するぬいぐるみ｣

〇＝親子･一般向け番組｢HAYABUSA2｣
●＝�親子･一般向け番組｢いきもの目線�動物

ぐるり!超接近｣
△＝親子･一般向け番組｢ハナビリウム｣

たぬき先生の自由研究相談室
研究テーマで悩んでいる人にアドバ
イス▪時7月3日（土）～18日（日）の土･日
曜日①午前9時30分～10時②10時～
10時30分▪対小･中学生各回2組（申込
順、1組4人まで）▪申7月7日（水）午前9
時から電話か直接担当へ※7月11日

（日）までの相談は予約受付中

天体観察会｢クーデの日｣☆
望遠鏡で惑星や星雲･星団を観察▪時7
月16日（金）①午後7時～7時30分②午
後7時30分～8時▪定各回2組（1組5人ま
で、申込順）▪申7月7日（水）午前9時か
ら電話で担当へ※中学生以下は保護
者同伴。雨天･曇天時は中止

たぬき先生の顕微鏡教室｢水の中
の生き物を観察しよう｣
ケイソウなど水中にすむ微小生物を
観察▪時①7月23日（金）②8月9日（月）
の午後1時30分～3時▪対小学校3年生～
中学生各日5人（申込順、小学生は保
護者同伴）▪申7月7日（水）午前9時から
電話か直接担当へ

科学工作教室｢プチロボで競走し
よう 伊勢原大会｣
オリジナルの四輪駆動ロボを作り、
競う。詳しくは問い合わせ先へ▪時8
月11日（水）午前10時～午後4時▪対小
学校3～6年生16人（申込順、3年生は
保護者同伴、申込多数の場合は抽選）
▪費1350円▪申往復ハガキにイベント名、
住所、氏名（ふりがな）、学校名･学年、
電話番号を明記し、7月14日（水）～
28日（水）に問い合わせ先（〒243-0018
厚木市中町4-16-21プロミティあつ
ぎビル2階）へ
▪問県立青少年センター科学部

046-222-6371

※費用はすべて無料、★印は要予約
会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 20日（火）13：00～16：00

人権･広聴相談課
94-4717

法律相談★
（予約は相談日の週初めから）

9日（金）･16日（金）･30日（金）
13：00～16：00

行政相談★ 21日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 15日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 8日（木）13：00～16：00

行政書士相談★ 12日（月）･26日（月）
13：30～16：00

社会保険労務士相談★ 14日（水）13：30～16：00
人権相談★ 19日（月）13：30～16：00 94-4716

消費生活相談 月～金曜日9：30～12：00、
13：00～16：00

消費生活センター
95-3500

マンション管理相談★
▪締21日（水） 28日（水）13：00～16：00 建築住宅課 94-4782

②

成年後見などの行政書士相談★ 14日（水）13：00～15：00
成年後見･権利擁護推
進センター 94-9600高齢者･障がい者などの

法律相談★ 21日（水）16：00～18：00

精神保健福祉･認知症相談★ 1日（木）･2日（金）
13：30～16：00

平塚保健福祉事務所秦
野センター保健予防課

82-1428

7 月 の 相 談

①市民相談室②伊勢原シティプラザ

　市内全域を巡回する公用車両に広告を掲載しませんか。
規　　格　縦50cm以内×横70cm以内
対象車両　①軽自動車16台
　　　　　②清掃車両8台
　　　　　（いずれも申込多数の場合は抽選）
貼付場所　①左右側面前部座席ドア（1台1枠）
　　　　　②左右側面（1台2枠）
掲載期間　10月1日から1年間
広 告 料　年額1万円（1枠当たり）
申し込み　�各担当で配布する申込書に記入して、直接担当へお申し込

みください※申込書は市ホームページ｢募集｣からも入手で
きます

締め切り　7月30日（金）
▪担①管財契約検査課（市役所3階） 94-5020②環境美化センター 94-7502

　日本では1日に約200人が心室細動という不整脈によって、突然命を
失っています。救命には迅速な電気ショックが欠かせません。AED（自
動体外式除細動器）が開発されたことにより、医療従事者以外の人で
も命を救うことができるようになりました。現場で頼れるのは皆さん
です。AEDの使い方を今一度確認し、大切な命を守りましょう。
　平成16年7月1日にAEDの使用が一般市民にも認められたことから、
7月1日を｢AEDの日｣として、全国的な市民運動が行われています。
市では7月1日～10日を｢AED普及啓発期間｣とし、講習会や公共施設
のAED点検、使用可能登録施設の設置状況確認を実施しています。
AEDの使い方※電源を入れると音声ガイダンスが流れます

※�救急隊が到着するまで、心肺そ生法とAEDを繰り返すことで、救
命率が高まります

使用可能施設の登録
　現在、市内では約200カ所の施設が、速やかにAEDを提供できる場
所として登録されています。該当施設には右の
マークが掲示されているほか、市ホームページ

「防災･消防･救急」→｢AED｣にもマップを掲載し
ています。
　AEDを設置していて使用可能施設の登録を
していない場合は、担当にご連絡ください。
▪担警防救急課 95-9144

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 ●●

●プルメリア（ケイキ）伊勢原
フラダンス教室◇無料体験あり▪時
月3回水曜日午後4時30分～5時30
分▪場中央公民館ほか▪対園児～小学
生▪費入会金1000円、月3000円
▪問平井 090-9517-2034

●フラサークル マーマネ
楽しくフラを踊る◇無料体験あり
▪時月3回水曜日午前10時15分～11
時45分▪場中央公民館ほか▪費入会金
1000円、月3500円
▪問平井 090-9517-2034

●● イ ベ ン ト ●●

●ジュニアチャレンジカップ大会（テニス）
シングルスの試合を通してマナー
やルールを学ぶ。詳しくは伊勢原
市テニス協会ホームページで▪時8
月18日（水）午前8時～午後4時▪場市
ノ坪公園テニスコート▪対市内在住･
在学か市内クラブ･スクール在籍の
小･中学生▪費1000円▪申電子メール

（ isehara_t_1979@yahoo.co.jp）で
▪問田中 090-5786-3706

●市民ゴルフ大会
▪時9月12日（日）◇競技方法＝18ス
トロークプレー（新ぺリア方式）▪場
伊勢原カントリークラブ▪対市内在
住･在勤の人180人（申込順）▪費セル
フ1万2000円（税、食事代含む）▪申
往復ハガキに住所、氏名（ふりが
な）、性別、生年月日、電話番号、
勤務先を明記し、市民ゴルフ大会
実行委員会（〒259-1102子易132伊
勢原カントリークラブ内）へ※ハ
ガキ1枚につき1人または1組▪締7月
23日（金）
▪問事務局 95-3095

●● お 知 ら せ ●●

●県弁護士会人権賞候補者を募集
人権侵害に対する救済活動や人権
思想の普及･確立のための活動、
人権擁護活動をした個人･団体が
対象◇受付期限＝7月30日（金）
▪問神奈川県弁護士会｢人権賞｣係
045-211-7705

●第10回伊勢原第九合唱団記念演
奏会の参加者を募集
ベートーべン交響曲第9「合唱付」を
プロのオーケストラと一緒に歌いま
しょう▪時令和4年1月23日（日）午後2
時～▪場市民文化会館大ホール▪申電
話で
▪問伊勢原第九合唱団実行委員会･
木下 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。

有料広告を募集します

小学校プール・市営プールについて
小学校プール開放を中止します
新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、夏休みの市内小学校プー
ル開放は中止します。
チャンピオンすずかわプールの運営
内容を変更します
人数制限などの感染症対策を行い、
運営内容を変更して実施します▪時7
月10日（土）～8月31日（火）の午前9
時～正午、午後1時30分～4時30分◇
午前･午後の2部制▪定各回120人（先着
順）▪費1回につき高校生以上100円、
小･中学生50円
▪担スポーツ課 94-4632

県消防操法大会の中止について
県総合防災センターで7月14日（水）
に開催を予定していた消防操法大会
は、新型コロナウイルス感染症の拡
大を防ぐため、中止になりました。
▪担消防総務課 95-9143

講座・教室
イベントなど

講演会｢太田道灌｣
｢太田道灌の一生｣をテーマに戦国期
の研究者である黒田基樹氏が講演▪時
7月31日（土）午後2時～4時▪場市民文
化会館大ホール▪定450人（申込順）
▪担市民文化会館 92-2300

専用フォーム

①7月31日

②8月5日

　農地の利用状況を確認するた
め、農業委員会が各地区を巡回
します。耕作されていないと
いった理由で遊休農地と判断し
た場合は所有者や賃借人などに
｢利用意向調査｣を、資材置き場
や駐車場などに無許可で転用し
ている場合は指導を行います。
農地は貴重な資源です
　農地が荒廃すると、病害虫･
有害鳥獣の生息地や不法投棄の
温床となり、近隣の農地や住環
境に悪影響を及ぼします。定期
的に耕したり除草したりして適
正に管理しましょう。
　耕作ができない場合は、貸し
付けに関する相談を受けます。
手続きはしっかりと
　貸し借りの際や相続を受けた
ときなどは手続きが必要です。
｢農地を借り受けます｣といった
話に不安を感じたら、担当にご
相談ください。
▪担農業委員会事務局 74-5293

清掃車両の広告貼付位置

7〜10月に
農地パトロールを
実施します

①ふたを開けて電源を入
れる◇電源ボタンを押す
タイプもあります

②電極パットを胸に貼り
つける（位置は電極パッ
トに記載されています）

③電気ショックが必要と
判断されるとボタンが点
滅するのでボタンを押す

あなたの勇気で救える命がある

7月1日～10日はAED普及啓発期間


