
▪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
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※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★ 16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）

 5日（金）･12日（金）･19日
（金）･26日（金）
13：00～16：00

行政相談★ 17日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 18日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 11日（木）13：00～16：00

行政書士相談★  8日（月）･22日（月）
13：30～16：00

社会保険労務士相談★ 10日（水）13：30～16：00
人権相談★ 15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19日（金） 24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★ 10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★ 17日（水）16：00～18：00

精神保健福祉･認知症相談★  4日（木）･12日（金）、 12月
 1日（水）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

11 月 の 相 談

①市民相談室②伊勢原シティプラザ

木造住宅の耐震化補助申請はお早
めに
予算の範囲内で先着順に受け付けま
す。工事などの着手前に市役所2階
の担当へご相談ください▪対昭和56年
5月31日以前に在来軸組工法で建築
された木造住宅◇補助金額＝【耐震
診断】全額（限度額10万円）【耐震改修
工事】工事および工事監理費用の1/2

（限度額50万円）【除却工事】工事およ
び工事監理費用の1/2（限度額25万
円）※相談･申請の際は、事前に担当
へ連絡を
▪担建築住宅課 94-4790 

11/9～15 秋季火災予防運動
｢おうち時間 家族で点検 火の始末｣
空気が乾燥し、火災が発生しやすい
季節になります。ご家庭などでも火
の元の点検を行い、火災を未然に防
ぎましょう。期間中は消防車による
巡回広報などを行います。
▪担消防本部予防課 95-2117

新小学校1年生の就学相談
令和4年4月に小学校入学予定で、特
別支援学級への入級や特別支援学校
への入学など、教育上特別な配慮･
支援を必要とする子どもの保護者を
対象に相談を受けます▪時平日の午前
9時～午後5時▪申事前に電話で担当へ
※受付は11月30日（火）まで
▪担教育センター 74-5253

地域福祉計画点検推進委員を募集
市地域福祉計画の推進状況を点検
し、改善案の策定などについて意見
を述べていただきます。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＝市内に在住する20歳
以上の人（令和3年11月1日現在）◇募
集人員＝2人程度◇任期＝3年◇応募
方法＝小論文｢地域の住民同士で支
え合うために必要なこと｣（400字程
度）に住所、氏名、生年月日、電話番
号を明記し郵送かFAX、または電子
メールで担当へ▪締11月15日（月）◇選
考方法＝書類審査
▪担福祉総務課 94-4718 95-7612

f-soumu@isehara-city.jp

配偶者の扶養から外れたら国民年
金の届け出を
厚生年金などの第2号被保険者に扶
養されている配偶者（第3号被保険
者）が扶養から外れたときは、国民
年金への資格変更が必要です。扶養
から外れた日付を確認できる書類と
年金手帳、写真付き身分証明書（免
許証またはマイナンバーカード）を持
参し市役所1階の担当で手続きを。
▪担保険年金課 94-4520

講座・教室
イベントなど

女性のための「新時代のリーダー」
育成セミナー
オンラインミーティングアプリ｢Zoom｣
を利用して、変化に対応するしなや
かさとスピード感ある意思決定方法
を学ぶ▪時令和4年1月26日、2月2日･ 
16日の毎回水曜日･全3回、午後1時～
5時▪対係長、主任、サブリーダー相
当職の女性30人（申込
多数の場合は抽選）▪費
2100円▪申問い合わせ先
のホームページまたは
右のQRコードから▪締
12月16日（木）
▪問県かなテラス参画推進課
0466-27-2115

▪担人権･広聴相談課 94-4716

オレンジカフェ（認知症カフェ）
バルーンアートを楽しみながらの交
流や介護に関する情報交換◇個別相
談あり▪時12月10日（金）午前10時～11
時30分▪場伊勢原シティプラザ▪定15人

（申込順）▪費100円
▪担南部地域包括支援センター 71-6616

探鳥会
グリーン･インストラクターと一緒
に小田原･酒匂川河口～狩川周辺で
水鳥を観察します▪時11月27日（土）午
前9時～午後3時※雨天時は12月4日

（土）に延期◇集合＝小田原駅▪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） 96-6466

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します▪時11月
28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） 96-6466

上級救命講習会
心肺そ生法やAED（自動体外式除細
動器）の使い方を学ぶ◇修了証の発
行あり、再講習可▪時12月10日（金）午
前9時～午後5時▪場コミュニティ防災
センター（南分署）▪対中学生以上の人
12人（申込順）▪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▪締12
月3日（金）
▪担警防救急課 95-9144

大田歴史講座
大田地区の歴史を学ぶ▪時11月7日（日）
午前10時～11時30分▪場大田公民館▪定
20人（申込順）▪申11月2日（火）午前9時
から電話か直接担当へ
▪担大田公民館 95-4375

晩秋の草木を愛でる里山ウオーク
グリーン・インストラクターと里山
の散策を楽しむ▪時11月23日（火）午前
9時～午後0時30分◇集合＝市役所正
面玄関▪定20人（申込順）▪申11月2日（火）
午前9時から電話か直接担当へ▪締11
月19日（金）
▪担伊勢原南公民館 92-1210

友愛電話初級講習会
ひとり暮らしの高齢者や障がいがあ
る人と電話で話をするボランティア
を養成▪時11月25日（木）午後1時30分～
3時30分▪場伊勢原シティプラザ▪定15人

（申込順）▪申住所、氏名、電話番号を
明記しFAX、または電話で担当へ
▪担社会福祉協議会 94-9600 94-5990

キャッシュレス決済ポイント還元
キャンペーン第2弾 市民向け説明会
地域経済の活性化と｢新しい生活様
式｣の普及を促すため、PayPay株式
会社と連携し、スマートフォンアプ
リを使って市内で買い物などをした
人にポイントを還元するキャンペー
ンを12月に実施します。これに伴い、
制度の詳細や利用方法に関する説明
会を開催します◇スマートフォンを
お持ちいただけば、アプリの登録を
案内します▪申氏名、電話番号、希望
する会場を明記しFAX、または電話
で担当へ▪締各会場の開催日前日

日　時 会　場 定員
（申込順）

11/16（火）
14：00～15：00 中央公民館 27人

11/17（水）
14：00～15：00 成瀬公民館 24人

11/19（金）
14：00～15：00 比々多公民館 12人

11/20（土）
14：00～15：00 大田公民館 36人

11/24（水）
14：00～15：00 伊勢原南公民館 48人

11/25（木）
14：00～15：00 高部屋公民館 34人

11/26（金）
14：00～15：00 大山公民館 18人

▪担商工観光課 94-4732 95-7613

■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●

9月 1〜9月
発　　生 19 183（＋ 2）
死　　者  0   1（± 0）
負傷者計 23 216（＋ 1）

内
訳

重傷  1   4（− 6）
軽傷 22 212（＋ 7）

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

国民健康保険税･･･････････8期分
介護保険料･･･････････････8期分
後期高齢者医療保険料･････5期分

●納期のお知らせ●11/1〜30

納期限 11月30日（火）図書館 11/1･4･8･10･15･22･24･29
子ども科学館 11/1･4･8･10･15･22･24･29
市民文化会館 11/1･8･15･22･29
公民館 11/1･3･8･15･22･23･29 ※中央公民館は11/23･29以外は開館

※大田公民館は11/1･15は開館
市体育館 11/1･8･15･22･29
いせはらサンシャイン・スタジアム 11/1･8･15･22･29
武道館 11/1･8･15･22･29
行政センター体育館・弓道場 11/8･22 ※体育館はR4.2/28まで一般利用を休止

電子申請ページ

県ホームページ

　新型コロナウイルス感染症の
拡大を防止するため、次の催し
は中止します。ご理解をお願い
します。

◇ふれあい福祉まつり
▪担障がい福祉課 94-4720
◇いせはらCITYウオーキング
▪担スポーツ課 94-4628

催し中止のお知らせ
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市指定の避難所の位置や開設状況、混雑状況が確認
できます。右のQRコードを読み込み、いつでもアク
セスできるようにお気に入り登録しておきましょう

避難所混雑情報
システム

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 ●●

●ボランティアガイドと行こう、
大山紅葉
紅葉の阿夫利神社、大山寺をガイド
の案内で巡る▪時11月26日（金）午前9
時～午後2時30分◇集合＝伊勢原駅
▪費400円▪定30人（申込順）▪申電話また
はFAXで※雨天中止、交通費実費
▪問いせはら観光ボランティアガイド
＆ウォーク協会･鳥海

94-6188（電話は午後5時～7時）
●映画「咲

え

む」伊勢原上映会
観る人を笑顔にする、若きろう者の
成長物語▪時11月27日（土）午後1時～
▪場市民文化会館小ホール▪費高校生以
上1200円、小･中学生500円▪申電話ま
たはFAXで▪締11月20日（土）
▪問市聴覚障がい者協会･今井

94-1099

●みかん狩り（伊勢原市ひとり親福
祉協会）
園内食べ放題、1人1袋のお持ち帰り
付き▪時11月28日（日）午前10時～正午
▪場まるひろ園（坪ノ内）▪対市内在住で
18歳以下の子どもがいるひとり親家
庭の人▪費1家族500円▪申電話で▪締11月
15日（月）
▪問田中 090-9379-9252
●秋の紅葉ハイク
塔の山や聖峰の紅葉と相模湾の眺望
を楽しむ▪時11月28日（日）午前10時～
午後3時◇集合･解散＝いせはら塔の
山緑地公園▪対小学生以上の人30人
（申込多数の場合は抽選。小学生以
下は保護者同伴） 
▪問いせはら塔の山緑地公園 95-5551

●● 会 員 募 集 ●●

●伊勢原郷土史研究会
新編相模国風土記稿を中心に伊勢原
の歴史を学ぶ▪時毎月第2土曜日午前
10時～正午▪場中央公民館▪費月500円
▪問小川 91-3518（午後6時以降）
●おふくろ体操
音楽に合わせて楽しむ▪時月4回水曜
日午前9時30分～11時30分▪場市立武
道館ほか▪対50歳以上の人▪費月1200円
▪問鈴木 93-7617

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。

産業能率大学学園祭｢瑞木祭｣
今年もオンラインで開催します。川

か わ

崎
さ き

鷹
た か

也
や

さんのライブなどを配信予定
▪時11月6日（土）･7日（日）◇配信時間
など詳しくは、瑞木祭ホームページ
をご覧ください
▪担産業能率大学湘南学生SC 92-2214

産業能率大学スポーツ教室｢初心者
サッカークリニック④ゲームテクニック｣
▪時12月5日（日）午前9時30分～11時▪場
産業能率大学▪対小学生25人（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11月26日（金）
▪問湘南ベルマーレ 25-1211
▪担産業能率大学湘南学生SC 92-2214

92-3600

予約制で、人数制限あり。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
11月14日（日）まで

土･日曜日、祝日 10:30□/13:30●/
15:30〇

11月20日（土）〜12月19日（日）

土･日曜日、祝日 10:30◎/13:30●/
15:30〇

□＝親子･一般向け番組「今夜、銀河の片隅で」
●＝ 親子･一般向け番組｢いきもの目線 動物ぐ

るり!超接近｣
〇＝親子･一般向け番組｢HAYABUSA2｣
◎＝ 親子･一般向け番組｢こまねこのクリスマス｣

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
11月12日（金）①午後6時～6時30分②
午後6時30分～7時▪定各回2組（1組5人
まで、申込多数の場合は抽選）▪申11月
10日（水）午前9時～午後5時に電話で
担当へ※中学生以下は保護者同伴。
雨天･曇天時は中止

天文おはなし会｢月食を観察しよう｣
星や星座、月に関するお話▪時11月13
日（土）午前11時～11時30分▪定14組45人
（申込順、小学生以下は保護者同伴）

92-3500

秋から冬の読書マラソン大会
令和4年2月27日（日）までの期間中に
100冊の本を読んだ人に賞状と記念品
を授与。参加方法など詳しくは、担
当のホームページをご覧ください。

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。

　感染症の影響で掲載している催し
などが中止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
温やマスク着用などの予防対策にご
協力ください。

　日産自動車の｢電気自動車リーフ｣に試乗して、地球温暖化防止につ
ながるエコドライブの技術を身に付けましょう。
と　き　12月4日（土）①午前10時～正午②午後1時～3時③午後2時～4
時④午後3時～5時30分
ところ　総合運動公園
対　象　運転免許証を所持している人各回4人（申込順、④のみ6人）
申込み　住所、氏名、電話番号を明記し電子メール、ま
たは電話で担当へ◇電子メールの場合は、件名に｢エコ
ドライブ講習会参加申込｣と記入してください
※詳しくは｢COOL CHOICEいせはら｣特設サイトまた
は、右のQRコードからご確認ください
▪担環境対策課 94-4737 kankyou@isehara-city.jp

　神奈川県と9都県市が連携したキャンペーンです。環境にやさしい
自然の電気に、お得に切り替えませんか。詳しくは問い
合わせ先のホームページ、または右のQRコードからご
覧ください。
期　間　令和4年1月31日（月）まで
対　象　家庭や個人事業者（商店、小規模オフィスなど）
▪問｢みんなでいっしょに自然の電気｣キャンペーン事務局
0120-267-100（固定電話から、平日の午前10時～午後6時）

　0570-058-100（携帯電話から、平日の午前10時～午後6時）

COOL CHOICEいせはら
｢エコドライブ講習会･診断｣の参加者募集

特設サイト

キャンペーン
サイト

「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーン

品　　目　リキュール（アルコール分8度）
内 容 量　500ミリリットル
販売本数　限定400本
価　　格　1200円（税抜き）
販売場所　伊勢原小売酒商組合加入店舗
※限定生産のため、売り切れている場合があります。ご了承ください
▪問伊勢原小売酒商組合（小沼酒店） 94-3438
▪担農業振興課 94-4664

　初夏に採れた青摘みのミカンをぜいたくに使用。
甘酸っぱく爽やかな味わいが楽しめます。

いせはら生まれ みかんのお酒が発売中いせはら生まれ みかんのお酒が発売中

大山道 道標マップを公開しています
　市日本遺産協議会事業の一環として実施している｢伊勢原うまいも
の遺産販売収入文化財還元制度＊｣の協賛金活用第一弾として、市内
に残る大山道の経路と道標の位置を記した地図を作成しました。マッ
プは市観光協会ホームページからご覧になれます※紙の配布はしてお
りません
＊商品の売り上げの1％を、市の文化財の保護･周知に還元する制度
対象商品　大山阿夫利246 生乳茶菓（ありあけ）

　｢日本遺産のまち 伊勢原うまいものセレクト｣に認定されており、
「伊勢原うまいもの遺産販売収入文化財還
元制度」の対象商品となっている新型カキ
ノタネ（龍屋物産）に人気車種｢フェアレ
ディZ｣や｢スカイライン｣が描かれたパッ
ケージが登場しました。細部にもデザイ
ナーのこだわりがつぎこまれています。
▪担商工観光課 94-4729

新型カキノタネに新パッケージが登場

登録しよう
いせはらくらし安心メール

下のQRコードを読み込
むか、isehara@emp-sa.
smart-lgov.
jpに空メール
を送信してく
ださい。


