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掲 示 板
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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 ●●

●湘南バロックアンサンブル
バッハやヘンデルなどのバロック音
楽を楽しむ◇見学･体験可▪時毎月第
1･2･4日曜日午後1時～5時▪場中央公
民館ほか▪対弦楽器やフルート、オー
ボエの経験者▪費月1000円
▪問本間 090-7224-6804
●グローバルテニスクラブ
高齢者歓迎▪時毎週火･木曜日正午～
午後2時▪場チャンピオンすずかわオ
ムニテニスコート▪費月1000円
▪問石

いし

並
なみ

090-6532-4929

●● イ ベ ン ト ●●

●第10回記念演奏会｢ニューイヤー
コンサート｣
ワルツ&ベートーベン交響曲第九番
合唱付（ピアノ演奏）▪時1月23日（日）
午後2時～▪場市民文化会館大ホール
▪費1500円（高校生以下800円、当日券
は1800円、高校生以下1000円、全席
自由）◇チケットは市民文化会館、
駅ナカ クルリンハウスで発売して
います
▪問伊勢原第九合唱団実行委員会･木下 

95-7307
●かながわ共同会人権フォーラム
2021
人権啓発･共生社会の推進を目的と
する取り組みの発表などを動画で配
信▪時1月29日（土）午後1時30分～3時
（予定）▪申FAXか電子メール、または
電話で◇問い合わせ先のホームペー
ジからも申込可能
▪問かながわ共同会法人事務局･川

かわ

連
つれ

80-8224 80-6233
hoj-kikaku@kyoudoukai.jp

会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 18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）

 7日（金）･14日（金）･21日
（金）･28日（金）
13：00～16：00

行政相談★ 19日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 20日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 13日（木）13：00～16：00
行政書士相談★ 24日（月）13：30～16：00
社会保険労務士相談★ 12日（水）13：30～16：00
人権相談★ 17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（金） 26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★ 12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★ 19日（水）16：00～18：00

精神保健福祉･認知症相談★  6日（木）･7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

1 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

家屋の固定資産税の減額措置
住宅の省エネ、バリアフリー、耐震
改修工事や認定長期優良住宅の新築
を行った場合に、一定の要件を満た
し、申告することで固定資産税が軽
減されます。詳しくは担当へ。
▪担資産税課 74-5469

マイエンディングノートを配布して 
います
残される家族や大切な人に思いを伝
えるため、気持ちや考えを整理する
ノートを配布します。詳しくは担当
へ◇配布場所＝市役所1階の担当、
各地域包括支援センターほか
▪担介護高齢課 94-4725

都市計画変更案の縦覧
期間中は意見書が提出できます◇案
件＝伊勢原都市計画下水道第3号公
共下水道▪時1月18日（火）～2月1日（火） 
の午前8時30分～午後5時▪場市役所2
階の担当
▪担都市政策課 94-4739

公園愛護会を募集
地域住民やグループで、公園の清掃
や花壇の管理などを行います。美化
活動を通じて地域の絆を深め、住み
よいまちをつくりませんか◇活動場
所＝市内の都市公園か担当が管理す
る緑地◇報奨金か消耗品の支給、花
苗の提供あり▪申電話で担当へ
▪担みどり公園課 94-4759

人権擁護委員を再任
令和4年1月1日付けで法務大臣から
杉
すぎ

山
やま

保
やす

代
よ

氏、内
うつ

海
み

正
まさ

志
し

氏、畠
はた

中
なか

智
ち

恵
え

子
こ

氏が人権擁護委員に委嘱されまし
た。任期は3年間です。人権擁護委
員は市役所で毎月1回行う人権相談
を受けています。各地区の委員は次
の皆さんです（敬称略）◇足

あ

立
だち

幹
みき

夫
お

（高部屋）◇飯
いい

島
じま

弘
ひろし

（大田）◇井
い

出
いで

惠
けい

子
こ

（比々多）◇内海正志（大山）◇杉山保
代（成瀬）◇畠中智恵子（伊勢原）
▪担人権･広聴相談課 94-4716

国民健康保険･後期高齢者医療制度
の傷病手当金を延長
新型コロナウイルス感染症に感染ま
たは感染が疑われる加入者に対する
手当の支給対象期間を、3月31日（木）
まで延長しました。要件などに変更
はありません。詳しくは各担当へ。
▪担保険年金課
94-4728（国民健康保険）
94-4521（後期高齢者医療制度）

学校給食用物資納入業者を募集
令和4･5年度の業者を募集。現在登
録していて継続を希望する場合も2
年に1度申請書類を提出してくださ
い◇対象物資＝生鮮物資全般、調味
料、乾物類など▪申市役所5階の担当
で配布する用紙に記入し直接担当へ
▪締1月12日（水）
▪担学校給食会事務局（学校教育課内）
74-5224

明るい選挙啓発ポスターコンクー
ルの県審査結果
県審査の結果、優秀賞に5人、佳作
に9人が選ばれました。優秀賞受賞
者は次のとおりです（敬称略）◇小学
校の部＝吉武利紗（石田小5年）、杉
本日葵（高部屋小5年）、高橋歩花（伊
勢原小6年）◇中学校の部＝関西凰次
朗（山王中1年）◇高校の部＝古津清
正（自修館中4年）
▪担選挙管理委員会事務局 74-5273

会計年度任用職員（管理栄養士）を
募集
栄養指導業務などを行う非常勤職員
を募集します。勤務場所や応募方法
など詳しくは、市ホームページ｢職
員採用｣か市役所分室1階の担当で配
布する募集案内で確認を◇募集人
数＝1人◇任用期間＝4月1日～令和5
年3月31日▪締1月17日（月）
▪担健康づくり課 94-4616

危険ブロック塀の撤去費等補助制度
地震の際に転倒や倒壊の危険性があ
るブロック塀などの撤去や、安全な
物への入れ替えにかかる費用の一部
を補助します。事前に担当による現
地確認が必要となりますので工事の
着手前に、直接市役所2階の担当へ
事前調査申請書を提出してください
◇補助額＝工事費用の2分の1または
塀の長さ（m）×1万円のうち少ない
方の金額※限度額10万円（通学路に
面する場合は15万円）▪対高さ120cm
以上（ブロック部分は60cm以上）で
道路に面したコンクリートブロック
塀や組積造の塀、万年塀および塀と
一体の門柱や基礎※詳しい条件はお
問い合わせください。撤去後に軽量
フェンスなどを設置する場合も費用
の補助があります（限度額10万円）
▪担危機管理課 94-4865

延滞金などの割合を改正
地方税法の改正により、令和4年分
の期間に対応する地方税の延滞金や
還付加算金の割合を見直しました◇
延滞金（納期限の翌日から起算して1
カ月を経過する日までの期間）＝2.4％ 
◇延滞金（納期限の翌日から起算し
て1カ月を経過する日の翌日以後）＝
8.7％◇還付加算金＝0.9％
▪担収納課 74-5495

■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●

11月 1〜11月
発　　生 31 234（− 1）
死　　者  0   1（± 0）
負傷者計 34 278（＋ 1）

内
訳

重傷  2  7（− 4）
軽傷 32 271（＋ 5）

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

市･県民税普通徴収････････4期分
国民健康保険税･･････････10期分
介護保険料･･････････････10期分
後期高齢者医療保険料･････7期分

●納期のお知らせ●1/1〜31

納期限 1月31日（月）図書館 1/1~3･11･12･17･24･31 ※1/4は正午開館

子ども科学館 1/1~3･11･12･17･24･31
市民文化会館 1/1~3･11･17･24･31
公民館 1/1~4･10･17･24･31 ※中央公民館は1/17･24は開館

※大田公民館は1/17は開館
市体育館 1/1~4･17･24･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 1/1~4･17･24･31
行政センター体育館・弓道場 1/1~4･10･24 ※体育館は9/30まで一般利用を休止

愛の献血
▪時①2月7日（月）午前10時～午後0時
30分、午後2時～4時②2月12日（土）
午前10時～正午、午後1時30分～4時
▪場①市役所②MIプラザ
▪担健康づくり課 94-4609

就学通知書が届かない人は連絡を
4月に小･中学校へ入学予定のお子さ
んがいる家庭に就学通知書を送付し
ます。1月31日（月）までに届かない
場合は担当へ連絡を。また、私立な
どの学校に入学する場合は、入学許
可書を持参し市役所5階の担当へ届
け出をしてください。
▪担学校教育課 74-5168

福祉のいずみ基金　＊敬称略
◇フジ伊勢原店･2万3416円
▪担福祉総務課 94-4718

講座・教室
イベントなど

多文化共生セミナー「外国人とと
もに暮らすためには」
国籍や民族の多様化が進む国内の現
状や｢やさしい日本語｣などを学ぶ◇
オンラインミーティングアプリ
｢Zoom｣を使用▪時 ①1月22日（土）

【入門編】②2月5日（土）【実践編】の午
後2時～4時▪定180人（申込順）▪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①1月19日（水） 
②2月2日（水）
▪問かながわ国際交流財団
045-620-5045

▪担市民協働課 94-4714

家族介護者教室｢介護保険制度の
基礎知識｣
介護保険の仕組みや手続きの方法な
どを学ぶ▪時1月29日（土）午後1時30分～ 
3時30分▪場伊勢原シティプラザ▪対高
齢者を介護している人か65歳以上の
人30人（申込順）
▪担介護高齢課 94-4725

探鳥会
グリーン･インストラクターと一緒
に、湘南海岸の湘南潮

いた

来
こ

（馬
ば

入
にゅう

川河
口）の野鳥を感

かん

察
さつ

▪時1月30日（日）午前
9時30分～午後3時◇集合＝平塚駅南
口▪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植物や 
生き物を観察▪時1月23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

平塚信用金庫でフードドライブ
賞味期限まで2カ月以上あり、常温
保存できる未開封の食品をお持ちく
ださい。お寄せいただいた食品は
フードバンクかながわを通じ、子ど
も食堂などへ寄付します。提供でき
る食品など詳しくは、問い合わせ先
へ電話か右のQRコー
ドから▪時2月18日（金）ま 
での平日午前9時～午
後3時▪場平塚信用金庫
の各店舗
▪問平塚信用金庫営業統括部

24-3031
▪担環境美化センター 94-7502

中学校作品展
▪場中央公民館◇入場自由
美術展
生徒が授業や部活動で制作した作品
を展示▪時1月21日（金）～23日（日）の
午前9時～午後5時
書き初め展
各校の優秀作品を展示▪時2月5日（土）・ 
6日（日）の午前10時～午後4時
▪担教育センター 74-5253

明るい選挙啓発ポスターコンクー
ル作品展（オンライン）
市審査および県審査において入選し
た小･中学生と高校生の作品を、ウェ 
ブ上に掲載します。市ホームページ
｢市政情報｣→｢選挙｣か
右のQRコードからご
覧ください▪時1月28日

（金）～2月28日（月）
▪担選挙管理委員会事務局 74-5273

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1～ 
3月の毎週火曜日（1月4日、3月29日
を除く）、1月14日･28日、2月4日･18
日、3月4日･25日の毎回金曜日、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37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

市制施行50周年記念事業　伊勢原
市少年少女音楽祭
子どもたちの歌声によるコンサート
▪時2月6日（日）午後2時～▪場市民文化
会館大ホール◇全席自由▪定1200人（先 
着順）
▪担市民文化会館 92-2300

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①1月22日（土）②1月23日（日）③2
月13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

92-3500

図書館ミニギャラリー
木村たくみ小品展
▪時1月5日（水）～15日（土）

小さな朗読会
｢ジーヴズシリーズ｣を読む▪時1月27
日（木）午後2時～▪定10人（申込順）▪申
電話で

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。申し
込み方法など詳しくは施設かホーム
ページで確認を。

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。

応募フォーム

市ホームページ

実施概要

1/2（日）だるま市
　神社境内で、県内のだるま店が 
縁起物の相州だるまを販売します。
と　き　午前10時～
ところ　伊勢原大神宮
1/7（金）筒

つつ

粥
がゆ

神事
　神職が釜で炊いた粥を18品目の
農作物の名称を記した竹筒ですく
い、粥粒の量でその年の作柄を占
います。

と　き　午前10時～11時
ところ　大山阿夫利神社下社
1/8（土）初薬師
年に5日間しか拝観できないご本
尊の開帳のほか、例年無病息災と
身体健全を祈念し薬師粥が配られ
ます※今年の配布はありません
と　き　午前10時～
ところ　日向薬師
費　用　300円（宝物殿拝観料）

1月の催しに関するお知らせ

　｢子どもの幸せな自立のために
育てたい3つの力｣をテーマに、子
どもとの関わり方や子育てのヒン
トを学ぶNPO法人ハートフルコ
ミュニケーションによるワーク
ショップ◇オンラインミーティン
グアプリ｢Zoom｣を使用します
と　　き　①1月25日（火）②2月15
日（火）③3月8日（火）の全3回、午前
10時～11時40分※1日のみの参加可。 
テーマは日程ごとに異なります

対　　象　子育て中の保護者12人
（申込順）
申し込み　住所、氏名、電話番号、 
受講希望日、子どもの名前と年齢
を明記し電子メールで
締め切り　①1月20日（木）②2月9
日（水）③3月3日（木）
▪担子育て支援課（子育て支援セン
ター） 74-5558

famisapo-isehara@isehara-
city.jp

オンライン子育てワークショップ
｢子どもの心のコーチング｣

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1
月14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1月12
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

　感染症の影響で、広報紙面に掲載
している催しなどでも中止となる場
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。

　救急車の出動件数、搬送人数はともに増加傾向にあり、救急隊の現
場到着も遅くなっています。令和2年の市内救急出動は4805件で、搬
送された人の43％は入院の必要がない軽症でした。
　救急車は限りある資源です。いざというとき、必要な人が必要な治
療を受けられるよう、救急医療の利用について考えてみませんか※緊
急性がある場合は、迷わず119番通報してください。また症状がひど
くなる前に医療機関を受診しましょう

救急車の適正利用にご協力ください

1/11〜2/11 
救急車適正利用普及啓発月間
　市では救急業務・医療に対する
理解と認識を深め、市民の皆さん
に上手に救急車を利用していただ
くために、独自の啓発月間を定め
てキャンペーンを実施しています。
　期間中はポスター掲示や公共施
設に設置するAEDの点検、心肺
そ生法やAEDの取り扱いに関す
る救命講習などを行います。

救急車を呼ぶべきか迷ったら…
救急受診アプリ｢Ｑ助｣
　消防庁が作成したスマートフォ
ンアプリで、該当する症状を画面
上で選択していくと、緊急度に応
じて必要な対応が表示
されます。消防庁の
ホームページ、または
右のQRコードからも
利用できます。
▪担警防救急課 95-9144

救急受診アプリ

プラネタリウム投影番組

※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

1/5･6 13:30□/15:30■

土･日曜日、祝日 10:30○/13:30□/
15:30■

□＝ 親子向け番組｢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!｣

■＝ 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｢HAYABUSA2｣

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


