
▪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
第1235号　令和3（2021）年12月1日7

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 ●●

●シャンデリアクラブ
シャンデリアが大好きです。活動場
所など詳しくは、問い合わせ先へ▪時
年4回▪対高校生以上の人▪費2000円▪申
電子メールで
▪問原田 93-7054（午後9時〜10時）

sportscar_tifosi@yahoo.co.jp

●Dream Angels
現役で活躍中のコーチの指導で、楽
しくチアダンスを学びませんか▪時毎
週木･土曜日▪場成瀬中学校▪対小学生
▪費入会金5000円、月7000円
▪問中村 080-1113-7032

●● イ ベ ン ト ●●

●伊勢原女声合唱団体験会
合唱団と一緒にクリスマスソングを
歌いませんか▪時12月8日（水）･15日
（水）午前10時〜正午▪場中央公民館▪対
女性▪申電話で
▪問石川 94-6472

会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 21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）

 3日（金）･10日（金）･17日
（金）･24日（金）
13：00〜16：00

行政相談★ 15日（水）13：30〜16：00
不動産相談★ 16日（木）13：30〜16：00
司法書士相談★  9日（木）13：00〜16：00
行政書士相談★ 13日（月）13：30〜16：00
社会保険労務士相談★  8日（水）13：30〜16：00

人権相談★  6日（月）･20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17日（金） 22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★  8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★ 15日（水）16：00〜18：00

精神保健福祉･認知症相談★  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

12 月 の 相 談 ※費用はすべて無料、★印は要予約
①市民相談室②伊勢原シティプラザ

お正月の生け花教室
美しい生け花ですばらしい新年を▪時
12月26日（日）午後1時30分〜3時30分
▪対市内在住･在勤の人15人（申込順）
▪費2200円▪締12月17日（金）
▪担伊勢原南公民館 92-1210

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

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
12月25日から新番組「オトッペのウ
キウキオトペタリウム 星座に音を
つけようYO!」の投影が始まります。
12月19日（日）まで

土･日曜日、祝日 10：30■/13：30●/
15：30○

12月25日（土）から

土･日曜日、祝日 10：30○/13：30□/
15：30■

■＝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｣
□＝ 親子･一般向け番組｢オトッペのウキウキ

オトペタリウム 星座に音をつけようYO!」

92-3500

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。

就学援助入学準備金を援助
経済的な理由で子どもを学校に通わ
せることが困難な世帯に、入学準備
金を支給します◇支給額＝5万1060
円◇支給時期＝令和4年2月▪対令和4
年4月に小学校に入学する子どもが
いる世帯▪申9月発送の就学時健康診
断のお知らせに同封した申請書に記
入し担当へ▪締12月20日（月）
▪担学校教育課 74-5168

申し込みは、広報発行日の午前9時
から電話か直接担当へ。▪場の記載が
ない場合は▪担が会場です。

伊勢原市史を読む
伊勢原の中世社会を解説▪時①12月9
日（木）午前10時〜11時30分②12月10
日（金）午前10時〜11時30分▪対20歳以
上の人各日10人（申込順）
▪担①大山公民館 93-5708
　②比々多公民館 92-6961

親子お飾りづくり講習会
お正月用の玄関飾りを作る▪時12月26
日（日）午前10時〜11時30分▪対小学生
以上の子と保護者20組（申込順）▪費1
組300円（複数作る場合は1個につき
300円追加）▪締12月17日（金）
▪担成瀬公民館 95-1096

■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●

10月 1〜10月
発　　生 20 203（−12）
死　　者  0   1（± 0）
負傷者計 28 253（＋ 9）

内
訳

重傷  1  10（＋ 5）
軽傷 27 243（＋ 4）

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

固定資産税･都市計画税････4期分
国民健康保険税･･･････････9期分
介護保険料･･･････････････9期分

●納期のお知らせ●12/1〜31

納期限 12月27日（月）図書館 12/1•6•13•20•27•29~31
子ども科学館 12/1•6•13•20•27•29~31
市民文化会館 12/6•13•20•27•29~31
公民館 12/6•13•20•27~31 ※中央公民館は12/6･13･20は開館

※大田公民館は12/6･20は開館
市体育館 12/6•13•20•27~31
いせはらサンシャイン・スタジアム 3/9まで休場
武道館 12/6•13•20•27~31
行政センター体育館・弓道場 12/13•27~31 ※体育館はR4.2/28まで一般利用を休止

　感染症の影響で、広報紙面に掲載
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。

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。

　早めに大掃除を行い、数回に分けて出すなど、年末にごみが集中し
ないようご協力ください。分別方法や正しい出し方は｢いせはら分別
ガイド｣（市ホームページ｢環境･衛生･ごみ｣に掲載）で再確認しましょ
う。収集の年内最終日と年明けの開始日は表のとおりです。

▪担環境美化センター 94-7502

地　区　名 燃 資 不 プラ

東大竹（小田急線以北）、板戸、白根、鈴川
12/30
（木）

1/ 6
（木）

17（金）
 7（金）

24（金）
14（金）

28（火）
 4（火）

東大竹（小田急線以南）、岡崎、八幡台1･2丁
目、三ノ宮（小田急線以南）

15（水）
 5（水）

22（水）
12（水）24（金）

 7（金）桜台1～5丁目 21（火）
 4（火）

28（火）
11（火）

神戸、串橋、坪ノ内、笠窪、善波、三ノ宮（小
田急線以北）、大住台1～3丁目

24（金）
14（金）

17（金）
 7（金）

28（火）
 4（火）

田中、伊勢原1～4丁目、東大竹1･2丁目
12/28
（火）

1/ 4
（火）

22（水）
12（水）

15（水）
 5（水）

25（土）
 8（土）

大山、子易、上粕屋、西富岡、日向 20（月）
17（月）

27（月）
10（月）

29（水）
 5（水）

東富岡、粟窪、高森（東名高速道路以北）、
高森台1～3丁目、高森1～4丁目、東高森団
地

27（月）
10（月）

20（月）
17（月）

30（木）
 6（木）

池端、沼目（飛び地）、下糟屋、高森（東名高速
道路以南）、高森5～7丁目（東高森団地を除く）12/29

（水）

1/ 5
（水）

23（木）
13（木）

16（木）
 6（木）

27（月）
10（月）

石田、見附島、東成瀬 28（火）
11（火）

21（火）
 4（火）

30（木）
 6（木）

下落合、歌川1～3丁目、上谷、下谷、小稲葉、
上平間、下平間、沼目、沼目1～7丁目

16（木）
 6（木）

23（木）
13（木）

27（月）
10（月）

＊1 茶文字は最終日（全て12月）、黒字は開始日（全て1月）
＊2 燃＝燃やすごみ、資＝資源物、不＝不燃物、プラ＝容器包装プラスチック

早めに出そう 年末のごみ早めに出そう 年末のごみ


