
　市では、長引く新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けている地域経
済の活性化と、現金の受け渡しをし
ない非接触型のキャッシュレス決済
による｢新しい生活様式｣の普及･定
着のため、PayPay株式会社と連携
したキャンペーンの第2弾を実施し
ます。
　キャンペーン期間中に、市内の対
象店舗での食事や買い物の支払いに
スマートフォンの決済サービス｢Pa
yPay｣を利用すると、最大25％のポイ
ント（PayPayボーナス）が還元され
ます。

キャンペーン期間　12月1日（水）～28日 
（火）※利用状況により早期に終了す
る場合があります
対象店舗　市内でPayPayに加盟して
いる次の店舗
◇小売･サービス業（中小企業のみ）
◇飲食店（大手チェーン店含む）
※病院や調剤薬局、コンビニエンス
ストア、公共サービスの支払いなど
は対象外。詳しくは12月1日以降に市
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｣→ 
｢経済的支援･給付など（事業者向け）｣
に対象店リストを掲載します
ポイント付与上限　決済金額の最大
25％（1回の上限額＝1000円相当、1
カ月の上限額＝5000円相当）
ポイント還元例
1000円分の支払い→250円相当還元
4000円分の支払い→1000円相当還元
1万円分の支払い→1000円*相当還元
＊1回の支払いで1000円以上は還元
されません
利用の流れ
①アプリをダウンロードしてお金を
チャージ②対象店舗で食事や買い物
③PayPayを利用して支払い④30日
後、決済額の25％相当額のポイント
が還元◇貯まったポイントも市内で
使用し、お店を応援しましょう
▪担商工観光課 94-4732

　受験希望者は、受験案内を確認の
上、申込書を郵送で提出してくださ
い。受験案内や申込書は、市ホーム
ページ｢職員採用｣から入手できます。

受付期間　11月30日（火）まで※消印
有効
試 験 日　受験案内でご確認ください

　家族の負担軽減や心身のリフレッ
シュのために、知的障がい児･者を一
時的に預かります。伊勢原駅からの
送迎、おやつ（実費負担）もあります。
と き　12月27日（月）～29日（水）、
令和4年1月6日（木）･7日（金）の午前9 
時～午後4時
と こ ろ　めだかくらぶ（高森3丁目）
ほか

対　　象　市内在住で小学生以上の
知的障がい児･者と生活している人
費　　用　4時間以内500円、4時間超
1000円※生活保護世帯などは無料
申し込み　直接市役所1階の担当に
お申し込みください※希望者が多い
日は利用日を調整します
締め切り　11月30日（火） 

▪担職員課 94-4873

　平成28年度に策定した次の2つの
計画について、社会情勢の変化や新
たな課題に対応するため、改定を予
定しています。
　市パブリックコメント制度（市民
意見提出制度）に基づき、計画案に
対するご意見を募集します。
伊勢原市ごみ処理基本計画（案）
　ごみ量推計や計画目標値、減量化･ 
資源化の施策を定めるものです。
伊勢原市生活排水処理基本計画（案）
　公共下水道や合併処理浄化槽の整
備･普及のための施策や汚水処理の
整備計画を定めるものです。

閲覧場所　担当か市役所1階ロビー、
各公民館※市ホームページ｢パブリッ
クコメント｣からもご覧になれます
意見提出期間　11月22日（月）～12月
21日（火）※消印有効
意見提出方法　住所、氏名、意見、
電話番号を明記し、郵送（〒259-1138 
伊勢原市神戸378番地）かファクシミ
リ、電子メール、または直接担当に
ご提出ください
▪担環境美化センター

94-7502 92-4717
bika-c@isehara-city.jp

　市の審査により、次の児童･生徒
が各賞を受賞しました（敬称略）。
市中学生人権作文コンテスト
応募作品数＝276編、最優秀賞2編、
優秀賞4編
最優秀賞◇小林拓夢（伊勢原中3年）、
鈴木康介（同）
優秀賞◇鈴木心結（中沢中2年）、古
幡禅（山王中3年）、岩崎優貴（成瀬中
3年）、伊藤優花（同）
▪担人権･広聴相談課 94-4716
市中学生人権ポスターコンテスト
応募作品数＝17点、最優秀賞2点、
優秀賞3点
最優秀賞◇富永真菜（成瀬中3年）、
伊藤未夢（中沢中3年）
優秀賞◇髙部菜 （々成瀬中3年）、大
木彩愛（同）、村川司 （伊勢原中1年）
▪担人権･広聴相談課 94-4716
市福祉作文コンクール
応募作品数＝648編、優秀賞11編
優秀賞【小学生の部】◇小笠原清（比々
多小6年）、名渕結香（同）、岩﨑仁子

（桜台小5年）【中学生の部】◇大塚篤
寛（山王中1年）、中村美空（成瀬中3
年）、園田倖生（同）、田村柚果（同）、
梶川拓斗（伊勢原中2年）、長谷川千
絢（同3年）、與儀鈴音（中沢中1年）、

芹ヶ野陸（同）
▪担福祉総務課 94-4719
市読書感想文コンクール
応募作品数＝2765編、市長賞9編、
教育長賞18編
市長賞【小学生の部】◇斯波こころ（伊
勢原小1年）、佐藤穂乃香（大田小2
年）、陶山綜介（同3年）、大宮瑛斗（桜
台小4年）、髙澤希心（比々多小5年）、
國島美咲（同6年）【中学生の部】◇廽
帆花（伊勢原中1年）、松尾碧（成瀬中
2年）、豊島孟綺（山王中3年）
教育長賞【小学生の部】◇橋田芙美

（高部屋小1年）、大嶋航（成瀬小1年）、
丸山佑維（高部屋小2年）、鈴木音々

（成瀬小2年）、今西紗菜（桜台小3年）、
渡辺楓花（竹園小3年）、竹田優那（比々
多小4年）、宮田奏花（大田小4年）、
森下尚太朗（伊勢原小5年）、加川花

（竹園小5年）、小杉菜々子（緑台小6
年）、渡辺心音（竹園小6年）【中学生
の部】◇原田優鈴（成瀬中1年）、與儀
鈴音（中沢中1年）、北島依蕗（山王中
2年）、西田向日葵（中沢中2年）、髙
木心乃（成瀬中3年）、山本京奈（伊勢
原中3年）
▪担教育指導課 74-5243

各種コンテストなどの審査結果

フレフレいせはら ! キャッシュ
レス続けてみました
～最大25％戻ってくるキャンペーン第2弾～

レスパイトサービス事業臨時職員（支援員）を募集
　公園散策や運動などをしながら障がい児･者と一緒に過ごします。
対　　象　16歳以上の人（高校生可）
勤 務 日　 サービス実施日のうち都合 

の良い日
勤務時間　午前8時30分～午後5時
勤務場所　めだかくらぶ
賃　　金　時給1400円（交通費支給）
申し込み　電話で、めだかくらぶ
　　　　　（ 94-3553）にお申し込みください

▪担障がい福祉課 94-4720

パブリックコメントを募集します 

令和4年4月採用の任期付職員を募集 

レスパイトサービスをご利用ください

任期付フルタイム職員（任期：令和4年4月1日〜7年3月31日）
職　種 受 験 資 格 募集人数

給食調理員 給食調理業務に従事したことがある人 若干名

※地方公務員法第16条（欠格条項）に該当する人は受験できません

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

新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載している内容が変更となっている場合があります 点訳広報、声の広報も製作しています

伊勢原市は令和3年3月1日に伊勢原市は令和3年3月1日に
市制施行50周年を迎えました市制施行50周年を迎えました

人口と世帯

令和3（2021）年 No.1234

●人口 101,334（+38）
●世帯数 45,518（+54）
※令和2年国勢調査（速報値）を基にした推計人口

●発行部数／ 38,700部

11月1日現在 （　）は前月比

11月15日



掲 示 板 ▪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

第1234号　令和3（2021）年11月15日第1234号　令和3（2021）年11月15日 23
12月11日～20日 年末の交通事故防止運動

～無事故で年末 笑顔で新年～

　年末は交通量や飲酒の機会が増え、事故が多発しやすくなります。
一人一人が交通安全について考え、ルールの遵守とマナーの向上に取
り組みましょう。
飲酒運転は絶対にダメ
　｢これくらいなら｣という安易な気持ちが、一生か
かっても償えない悲惨な事故を引き起こします。
歩行者と自転車の事故を防ごう
　夜間は目につきやすい明るい服装や反射材を身に着けましょう。特
に高齢者はご注意を。自転車に乗るときはヘルメットを着用し、必ず
損害賠償保険などに加入しましょう。
シートベルト、チャイルドシートは正しく着用
　命を守る大切な装具です。必ず全ての座席で正しく着用しましょう。
二輪車の交通事故防止
　悪天候時には二輪車の利用は控えましょう。無理な追い越し、割り
込み運転などは大変危険です。また四輪車の運転手は、二輪車の特性
に配慮した運転に努めましょう。
▪担市民協働課 94-4715

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。11/15～12/14
図書館 11/15･22･24･29、 12/1･6･13
子ども科学館 11/15･22･24･29、 12/1･6･13
市民文化会館 11/15･22･29、 12/6･13
公民館 11/15･22･23･29、 12/6･13 ※中央公民館は11/23･29以外は開館

※大田公民館は11/15、12/6は開館
市体育館 11/15･22･29、 12/6･13
いせはらサンシャイン・スタジアム 11/15･22･29 ※12/1～3/9は休場
武道館 11/15･22･29、 12/6･13
行政センター体育館・弓道場 11/22、 12/13 ※体育館はR4.2/28まで一般利用を休止

●市内の主な犯罪発生件数● ●市LINE公式アカウントの登録を●

犯 罪 の 種 類 9月 1〜9月
特 殊 詐 欺 1 6（－20）

空 き 巣 0 4（＋ 3）

車上狙いなど 3 11（－ 2）

乗 り 物 盗 2 37（－22）

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

保護猫の譲渡会
猫の飼育を検討している人を探して
います▪時11月23日（火）正午～午後3
時▪場市役所分室駐車場
▪担健康づくり課 94-4609

市スポーツ賞･スポーツ奨励賞の被
表彰者の推薦を
令和3年1月1日～12月31日に行われ
たスポーツ競技大会で、次に該当す
る成績を収めた市内在住の個人･団
体を表彰します◇スポーツ奨励賞は
小学生以下が対象
推薦基準　全県規模で優勝、関東規
模で準優勝以上、全国規模で第3位
以内、世界規模で第8位以内、全県
規模以上で記録を更新
推薦期限　12月3日（金）※期限以降、
年内に行われる大会結果で該当する
場合は速やかにご連絡ください
▪担スポーツ課 94-4628

ひとり親家庭などに医療費を助成
ひとり親家庭や、相当する家庭の児
童と父または母、養育者の医療費（健
康保険の自己負担分）を助成します。
助成には申請が必要です。詳しくは
担当へ※所得による制限あり◇助成
期間＝対象児童が18歳になった日以
後最初の3月31日まで（一定の障がい
があるか、定時制高等学校などに在
学中の場合は20歳未満まで）※既に医
療証が交付されている人は、資格更
新のため11月下旬に発送する現況届
を12月15日（水）までに提出してくだ
さい（今年度の児童扶養手当現況届
を提出している人を除く）
▪担子育て支援課 94-4633

令和4年成人式は1月10日（月）
対象者には12月中旬に案内状を送付
します。居住地ごとに時間帯を分け
た2部制で開催し、新成人のみ入場で
きます◇介助で同伴が必要な場合は
担当へ▪時令和4年1月10日（月）①午前
11時～②午後1時30分～▪場市民文化
会館大ホール▪対平成13年4月2日～14
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※原則指定区分に参加し
てください。市外在住などで案内状
が届かない人は当日会場で受付をし
てください。詳しくは
市ホームページ「成人･
就職」→「成人式｣か、右
のQRコードから確認を
▪担青少年課 94-4647

暖房器具は正しく使い、火災に注
意しましょう
取扱説明書をよく読み、燃えやすい
ものの近くでは使用しないようにし
てください。また、1時間に1･2回の
換気を行いましょう。
▪担消防本部予防課 95-2117

令和4年度善意銀行配分金の申請団
体を募集
地域福祉団体の自立と活動の推進を
図るため、自主的で公益的な地域活
動に必要な経費の一部を助成しま
す。対象となる団体や申し込み方法
など詳しくは、担当へ◇配分内容＝
対象事業経費の75％（限度額10万円）
▪締令和4年1月31日（月）
▪担社会福祉協議会 94-9600

高齢者･障がい者などの無料税務相談
相続税や贈与税、成年後見対象者の
確定申告などについて相談を受けま
す▪時12月7日（火）、令和4年2月16日
（水）の午後1時30分～3時30分▪場伊勢
原シティプラザ▪対市内在住で65歳以
上の人、障がい児･者とその親族◇要
予約
▪担社会福祉協議会 94-9600

シルバー人材センター入会説明会
入会希望者は出席を▪時12月9日（木）
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▪申電話
で担当へ
▪担シルバー人材センター 92-8801

寄付　＊敬称略
いせはら市民ファンド
◇明治安田生命保険相互会社･41万
6500円
▪担財政課 94-4862
福祉のいずみ基金
◇中村美奈･5775円
▪担福祉総務課 94-4719

講座・教室
イベントなど

比々多公民館講座｢そば打ち体験
入門｣
自分で打つことで、楽しさや食育に
ついて学ぶ◇そばは持ち帰り▪時12月
15日（水）午前9時～午後1時▪対18歳以
上の人6人（申込順）▪費1500円▪申11月
16日（火）午前9時から電話か直接担
当へ
▪担比々多公民館 92-6961

人権啓発講演会をオンラインで公
開します
｢ネット社会の人権侵害｣をテーマに
自分が被害者･加害者にならないため
のネットメディアとの適切な付き合
い方について話します◇公開期間＝
12月17日（金）～令和4
年1月16日（日）※期間
中は自由にご視聴いた
だけます。通信に係る
費用は視聴者の負担に
なります
▪担人権･広聴相談課 94-4716

ヘルスメイト養成講座
食の知識やスキルを身に付け、受講
後は地域で食育に関わるボランティ
アとして活躍できます。時間など詳
しくは、担当へ▪時令和4年1月7日（金）･ 
13日（木）･18日（火）･28日（金）、2月3
日（木）･10日（木）、3月3日（木）･7日

（月）の全8回▪場中央公民館▪対市内在
住の人16人（申込順）※テキスト代が
かかります▪申住所、氏名、生年月日、
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｢ヘルスメイト養成講座
申込｣と記入してください
▪担健康づくり課 94-4616

kenkou@isehara-city.jp

冬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

12/ 4（土）
13：15～15：30 高森台 バルーン

アート＊

12/11（土）
10：00～11：30 板戸

カレンダー
（折り紙モザイ
 クで飾ろう）

12/24（金）
13：30～15：30 つきみの 紙ヒコーキ

飛距離バトル
12/24（金）
14：00～16：00 沼目 バルーン

アート

＊予約制。直接児童館に申し込みを
▪担青少年課 94-4647

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①11月27日（土）②11月28日（日）③
12月12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 94-9600

植木せん定講習会
講師による実技指導▪時11月29日（月）･ 
30日（火）の午前9時30分～午後4時▪場
旧堀江邸（西富岡1214）▪対市内在住で
60歳以上の人15人（申込順）▪締11月22
日（月）
▪担シルバー人材センター 92-8801

92-3500

小さな朗読会
宮
みや

沢
ざわ

賢
けん

治
じ

「いちょうの実」「土神と狐」
▪時11月25日（木）午後2時～▪定10人（申
込順）▪申電話で

バリアフリー映画会
｢長いお別れ｣を上映◇副音声･字幕
あり▪時12月5日（日）午前10時～午後0
時30分▪定20人（申込多数の場合は障
害者手帳を持っている人優先） 

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

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

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
12月10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12月
1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

検診・
教室など

高齢者インフルエンザ予防接種を
助成します
助成期間は令和4年1月31日（月）まで
です▪対市内に住民票があり、接種時
点で65歳以上の人と心臓などに機能
障がいがある60～64歳の人▪場市内の
契約医療機関（秦野･平塚･厚木市の
一部機関を含む）◇事前に医療機関
へお問い合わせください。早めに終
了する場合もあります▪費1600円※生
活保護世帯の人、世帯全員が住民税
非課税の人は接種料が免除されます。
接種日の1週間前までに担当へ申請を
▪担健康づくり課 94-4616

39歳以下健康診査
▪時令和4年1月17日（月）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57年4月2日以降に
生まれた人80人（申込順）▪費3000円▪締
11月30日（火）◇託児あり（要予約）
▪担健康づくり課 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▪申電話で担当へ（人
数制限あり）◇12月の相談は11月22
日（月）から受け付け
日　時 会　場

11/25（木）
10：00～11：00 伊勢原南公民館
11/30（火）
13：00～14：00

中央公民館
※1歳未満児と妊婦のみ対象

12/ 1（水）
10：00～11：00 高部屋公民館
12/ 6（月）
 9：50～10：40

成瀬コミュニティ
センター

▪担子育て支援課 94-4637

　新型コロナウイルス感染症の影響
で催しなどを中止や延期する場合が
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。
　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。

宝くじ助成金で備品を購入
宝くじの社会貢献広報事業で、宝く
じの受託事業収入を財源としたコ
ミュニティ助成金を次の2つの事業
に活用しました。
西屋自治会自主防災会
防災倉庫やポータブル蓄電池、ソー
ラーパネルなど25品目の防災資機材

▪担危機管理課 94-4865
高森台自治会
卓球台やデジタルアンプセット、フ
ライトテーブルなど

▪担市民協働課 94-4714

家計･お金に係る特別相談会
多重債務や住宅ローンなどについて
弁護士や生活支援相談員が相談を受
けます▪時12月2日（木）午前10時～午
後4時▪場市役所1階市民相談室▪定5人
（申込順）▪締11月29日（月）
▪担人権･広聴相談課 94-4717

12/1（水） コンビニ交付と自動交付
機を休止
システムメンテナンスのため、住民
票、印鑑証明、戸籍証明書、附票、
市県民税課税所得証明書（現年度分）
のコンビニ交付と自動交付機は利用
できません。住民票など各種証明書
の発行は市役所または、市役所駅窓
口センターをご利用ください。
▪担戸籍住民課 94-4713

いせはら文化財サイト英語版を公開
市の歴史･文化財を紹介しているサ
イトを英訳し、外国人向けにまとめ
たページを市ホームページ上に作成
しました。
▪担教育総務課 74-5109

　市からのさまざまなお知らせや
災害に関する情報などをお知らせ
しています。LINEアプリ内で｢伊勢
原市｣を検索
するか、右
のQRコード
から｢友だち
登録｣をして
ください。

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

友だち登録

市ホームページ

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 ●●

●女声合唱団の団員募集
12月から火・金曜日それぞれで新
しい女声合唱団を始めます◇練習
曲目＝童謡･唱歌･抒情歌･昭和歌
謡ほか▪時月2回午後1時30分～3時
30分▪場駅前スタジオ（桜台1丁目）
▪対女性▪費月3500円
▪問木下 95-7307

●● イ ベ ン ト ●●

●舞踊のつどい
舞踊栄

えい

扇
せん

会メンバーを中心に県内
の舞踊愛好家による発表会▪時11月
23日（火）午前11時～▪場市民文化会
館小ホール
▪問大木 94-6941
●いせはら親子護身術教室
合気道の気の技を体験し護身術の
基本を学ぶ▪時12月4日（土）午後1時
30分～3時▪場中央公民館▪対小学生
以上の親子20人
▪問合気普及会･山田 090-7262-7282
●クリスマスリース作り教室
クズつるや松ぼっくりなどでリー
ス作り▪時12月19日（日）午前10時～
正午▪場いせはら塔の山緑地公園▪対
小学生以上の家族10組（申込順、
小学生は保護者同伴、大人のみの
参加可）▪費1人500円
▪問いせはら塔の山緑地公園 95-5551

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。

12月4日～10日は人権週間

｢L
ル ナ

UNA S
シ ー

EA｣真
し ん

矢
や

さんが一日消防署長に

　毎日多くの人が行き交う伊勢原駅の自由通
路に、市の有料広告制度を活用してPRをし
てみませんか。申し込み方法など詳しくは、
問い合わせ先へ。
規　　格　 縦1118mm以内×横3000mm以内

（分割での申し込み可）
掲出場所　 ①南口エスカレーター上壁面
　　　　　②北口エスカレーター上壁面
広 告 料　 ①24万2000円②19万8000円（いず

れも6カ月当たり）
▪問株式会社 小田急エージェンシー 03-3346-0880
▪担市街地整備課 94-4764

伊勢原駅自由通路の有料広告を募集します

　人権は、全ての人が生まれながらに持っている権利です。人権週間
をきっかけに、かけがえのない命や思いやりについて考えましょう。

人権に関する主な行事
中学生人権ポスター展
　市中学生人権ポスターコンテス
トの応募作品を展示します。
と　き　11月26日（金）～12月13日（月）
ところ　市役所1階ロビー

特設人権相談
　人権擁護委員が相談を受けます

（要予約）。
と　き　 12月6日（月）午後1時30分～

4時
ところ　市役所1階市民相談室
▪担人権･広聴相談課 94-4716

　10月27日、伊勢原高校出身で人
気ロックバンドLUNA SEAのド
ラマー・真矢さんが、一日消防署
長に就任しました。市役所での紹
介式の後、大山を訪れ、観光客や
登山客に火災予防と登山の安全を
呼び掛けました。

旧消火器は12月31日までに交換を
　令和4年1月1日以降、消防法令に
基づいて設置が義務付けられてい
る建物などでは、旧規格のものは
設置が認められてい
ません。詳しくは市
ホームページ｢防災･
消防･救急」→｢予防｣、
または右のQRコー
ドから確認を。

▪担消防本部予防課 95-2117

①

②

市ホームページ

雨の中、｢足下には気を付けて｣と登山
客に声を掛ける真矢さん

市ホームページ

旧
規
格

新
規
格

普通火災用 油火災用 電気火災用

プラネタリウム投影番組

◎＝ 親子･一般向け番組｢こまねこのクリスマス｣
●＝ 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｣

土･日曜日、祝日 10：30◎/13：30●/
15：30〇

▪担
消
防
本
部
予
防
課
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。



　昨今、二酸化炭素などの温室効果ガスが増え、地球温暖化は
進む一方となっています。
　国では、昨年の10月に｢2050年までに、温室効果ガスの排出
量を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指す｣
ことを宣言しています。
　本市においても、私たちの財産ともいえる豊かな自然との共
生を、将来世代へ引き継いでいくため、市民や事業者の皆さん
と地球温暖化対策を推進し、2050年における二酸化炭素排出量
実質ゼロと気候変動に強いまちを目指す｢ゼロカーボンシティ
いせはら｣を10月22日に宣言しました。

みんなで一緒に｢COOL CHOICE｣
　市では地球温暖化防止のための、あらゆる｢賢い選択｣をしていこうという国民運動
｢COOL CHOICE｣に賛同し、地球温暖化対策を推進しています。
　一人一人が二酸化炭素の排出量を削減できるライフスタイルを実践できるよう、次の
ような事業を行っていきます。
◆エコドライブ講習会･エコドライブ診断◆エコ･クッキング動画の配信◆賛同施設･団
体の募集と取り組みの紹介◆公共交通機関利用促進キャンペーン

｢ゼロカーボンシティいせはら｣を宣言しました
2050年二酸化炭素排出量実質ゼロへ

第11回「市民文化会館がオープン」

きょうオープン 
伊勢原市民文化会館 
市民文化活動の拠点に 
総タイル張り 周囲にマッチ
　伊勢原市民文化会館がきょ�
う一日オープンする。五十二
年から総工費十九億円を投じ
て建設された。隣接の市庁舎
に色彩がマッチするよう設計
された総タイル張りの外観。
千三百四十人を収容する大ホールには、ガラス張りの特別観覧席や三分
割に使用できるオーケストラピットなど独特の設計が施されている。会
館内には展示室、畳敷きの練習室が設けられ、市内の各種団体も利用で
きる。既に大ホールはことし七月までの土、日曜日の使用申し込みは満
ぱいの状態。伊勢原市民の文化活動の拠点としてフルに活用されそうだ。
� （後略）［神奈川新聞］

　今回紹介するのは市制施行9周年を迎えた同日に、落成式が行われた市
民文化会館について掲載された、昭和55（1980）年3月1日の記事です。

シリーズ

近代建築の粋
す い

が集まった｢市民文化の殿堂｣が誕生しました
　行政文化センター協議会を中心に建設構想がまとめられ、昭和54（1979）
年10月から本格的な工事が始まった市民文化会館。近代的な音響効果を高
め、音楽･演劇などが楽しめる大ホールと合唱やピアノ演奏といった発表の 
場としても利用できる小ホールを中心に、展示室や練習室などを1階に集
中して配置し、車いす利用者も館内を移動しやすいように設計しました。
　また、郷土の歴史や明るく豊かで健康な風土を象徴するものとして、舞
台を飾る緞

ど ん

帳
ちょう

を製作。大ホールは｢栄光の伊勢原｣、小ホールは｢緑
りょっ

景
け い

の詩
う た

｣
をテーマに、市の木｢シイ｣と市の花｢キキョウ｣、市の鳥｢ヤマドリ｣を取り
入れた図柄が描かれ、落成式当日に披露されました。さらに後日、記念行
事としてTBS｢家族そろって歌合戦｣やNHK｢のど自慢大会｣の公開収録が
行われました。
◇｢シリーズ 新聞記事で振り返る あの日、あの時｣は今回で終了します

提供　神奈川新聞社
※当時の紙面記事をそのまま使用
　（一部記事省略）

記事の
中身は

▪担環境対策課 94-4737

　県の医療危機対策本部室と連携し、保健所が把握している感染事例を4
コマ漫画形式で紹介します。どのような場面で感染が広がりやすいかとい
う傾向を知り、感染症対策につなげていきましょう。

伊勢原市×神奈川県
新型コロナウイルス感染症対策 特別連携広報（その3）

神奈川県
PRキャラクター

かながわキンタロウ

◇ワクチンを接種しても100 
％の発症予防効果を得られ
るわけではありません。普
段会わない人との接触は慎
重に（特に会食は要注意）

◇｢大勢で集まるのは危険｣
という意識をもつことが必
要です。感謝の思いは、オ
ンラインでも伝えることが
できます

◇結果が出る前の外出は、
感染を広げてしまうリスク
があります。陰性が判明す
るまでは、家の外に出ること
を控えましょう

事例2
オンラインの有効活用を

事例3
検査結果は自宅で待ちましょう

事例1
ワクチン接種後も感染対策を
1 

3

4

1 

2

3

4

1 

2

3

4

発熱があり、病院でPCR
検査を受けた

ワクチン接種済みの祖父
母と

陽性の連絡があり、友人
は濃厚接触者に

検査結果判明前は自宅で
過ごしましょう

接種後も対策が必要です 集まらない勇気を持ちま
しょう

お世話になった同僚の送
別会

断り切れずに参加

参加者の半数が陽性にな
り、業務に支障

2 久しぶりに会食 結果を待たず、遊ぶ約束
をしていた友人と外出

事例を知り、
感染拡大を防ぐ

その後、自分の陽性が判
明し、祖父母も発症

｢地球温暖化対策セミナー｣をオンライン開催します
　｢地球温暖化のメカニズムと影響を知り、行動を変えて
いく｣をテーマに国立環境研究所の江

え

守
も り

正
せ い

多
た

 
さんがオンラインで講演します◇申し込み不
要。通信料、インターネット接続料は自己負担。
右のQRコードからどなたでも視聴できます
とき　12月19日（日）午後3時～（1時間程度）

宣言書を持つ髙山市長

特設サイト
江守正多さん

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

4第1234号　令和3（2021）年11月15日『いせはら　くらし安心メール』の登録 
は右のQRコードか市ホームページから 

伊勢原市市公式
ホームページ


