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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

●● お 知 ら せ ●●

●風景印が押されるポストを設置
大山観光案内所と大山阿夫利神社茶
屋処さくらやに、絵葉書を投函する
と風景印が押されるポストを設置し
ました。旅の思い出にいかがでしょ
うか。
▪問伊勢原桜台郵便局･杉山 93-8641

●● 会 員 募 集 ●●

●合気道伊勢原道場
体験無料▪時月3回第1･2･3水曜日午後
7時～8時30分▪場市体育館▪対12歳以上
の人▪費入会金5000円、月3500円
▪問金

こん

080-6809-7576

●● イ ベ ン ト ●●

●甲冑展示会
会員労作の甲冑を約60領展示▪時2月
25日（金）～27日（日）午前9時～午後5
時（25日は午後1時～、27日は午後4
時まで）▪場中央公民館◇甲冑教室の
生徒を募集中（▪定15人、申込順）
▪問伊勢原手作り甲冑隊･若林

95-2385
●親子サッカーフェスティバル
キックターゲットやPKなど◇ユニ
フォームの抽選あり▪時2月27日（日）
午後1時～4時▪場大田すこやかスポー
ツ広場▪対幼児または小学生（保護者
同伴）
▪問アルゼンチンフットボールクラブ･
ヴィセンテ 090-2645-3672

会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 15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）

 4日（金）･18日（金）･25日
（金）13：00～16：00

行政相談★ 16日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 17日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 10日（木）13：00～16：00

行政書士相談★ 14日（月）･28日（月）
13：30～16：00

社会保険労務士相談★  9日（水）13：30～16：00
人権相談★ 21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10日（木） 16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★  9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★ 16日（水）16：00～18：00

精神保健福祉･認知症相談★  2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

2 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

小規模契約希望者の登録
市が発注する工事（修繕）請負、業務
委託、物品売買のうち、内容が軽易
で少額（原則50万円以下）な契約を希
望する事業者を登録します◇有効期
間＝4月1日から2年間▪対市内に主た
る事業所がある法人または個人※

「かながわ電子入札共同システム｣に
登録している業種は除く▪申市役所3
階の担当で配布する申請書に必要書
類を添えて郵送または直接担当へ※
申請書は市ホームページ｢入札･契
約」からも入手可能▪締2月18日（金）
▪担管財契約検査課 94-5030

危険物取扱者試験の受験準備講習会
▪時2月19日（土）午前9時30分～午後5
時▪場秦野市保健福祉センター（秦野市
緑町）▪定30人（申込順）▪申受講料9600
円を持参し伊勢原市消防本部か秦野
市消防本部へ▪締2月11日（金）
▪担消防本部予防課 95-2118

市民農園を利用しませんか
八幡谷戸ふれあいガーデン（アグリ
パーク伊勢原）の利用者を募集。休
憩室やトイレを備えた管理棟や駐車
場があり、水道や農具も無料で利用
できます。市外在住の人も利用可能
◇募集区画＝①10㎡②30㎡③50㎡▪費
①年7000円②年2万1000円③年3万5000
円▪申電話で問い合わせ先へ
▪問アグリメディア 0120-831-296
▪担農業振興課 94-4648

スクミリンゴガイの冬期対策
水稲を食害するスクミリンゴガイ
（ジャンボタニシ）対策には、冬期の
耕うんが効果的です。ロータリーを
浅めに高速回転させ、トラクターを
ゆっくりと移動させると、貝を掘り
起こして寒気にさらしたり破砕した
りできるた
め、越冬する
個体数を減ら
せます。詳し
くは問い合わ
せ先へ。
▪問県農業技術センター 58-0333
▪担農業振興課 94-4648

3月6日の市民総ぐるみ大清掃は中止
します
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、中止します。
▪担環境美化センター 94-7502

住民税非課税世帯などに対する臨時
特別給付金コールセンターを開設
令和3年度の住民税均等割が非課税
である世帯や新型コロナウイルス感
染症の影響で令和3年1月以降に、家
計が急変した世帯に対して、1世帯
10万円の給付を予定しています。手
続き方法など詳しくは決まり次第、
広報や市ホームページなどでお知ら
せします。これに先立ちフリーダイ
ヤルのコールセンター（ 0120-627-
378）を開設しました。
▪担福祉総務課 94-4718

後期高齢者医療制度の早期加入
一定の障がいがある65～74歳の人は
後期高齢者医療制度に早期加入する
ことで、保険料や医療機関での自己
負担額が下がる場合があります▪対身
体障害者手帳1～3級か4級の一部、
療育手帳A1･A2、精神障害者保健福
祉手帳1･2級の交付を受けている人、
障害基礎年金1･2級を受けている人
▪申健康保険証、障がいの程度を証明
するもの（各種手帳や障害年金証書）
を持参し直接市役所1階の担当へ
▪担保険年金課 94-4521

放送大学4月入学生を募集
テレビ放送やインターネットによる
通信制の大学▪締【第1回】2月28日（月）

【第2回】3月15日（火）
▪問放送大学神奈川学習センター
045-710-1910

▪担社会教育課 93-7500

市役所本庁舎の有料広告を募集
必要書類など詳しくは、市役所3階
の担当か市ホームページ｢募集｣で確
認を◇掲載場所＝①エレベーター横
の壁面（1～5階上枠）②冷水機前面（1
階）◇規格＝①縦50cm以内×横70 
cm以内、各階1枠②縦60cm以内×
横30cm以内、1枠◇掲載期間＝3月
16日（水）から1年間◇広告料＝見積
もり合わせによる※別途使用料とし
て1枠につき年額①1万円②7000円▪申
担当で配布する申込書に必要書類と
見積書を添えて直接担当へ▪締2月15
日（火）午後3時
▪担管財契約検査課 94-5020

償却資産の申告を
令和4年1月1日現在、事業用に使用
している土地･家屋以外の資産を所
有する人は、償却資産の申告をして
ください。新しく市内で事業を始め
た人や資産を取得した人で、申告書
が届いていない場合は担当へ。
▪担資産税課 74-5469

第10回“おおやまみち”まちづくり
サミットin伊勢原は中止します
新型コロナウイルス感染症の新たな
変異株の影響が見通せないことか
ら、中止します。
▪担商工観光課 94-4729

■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●

12月 1〜12月
発　　生 29 263（± 0）
死　　者  0   1（± 0）
負傷者計 38 316（＋ 7）

内
訳

重傷  1  8（− 4）
軽傷 37 308（＋11）

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

国民健康保険税･･････････11期分
介護保険料･･････････････11期分
後期高齢者医療保険料･････8期分
清掃手数料（し尿）･･････12･1月分

●納期のお知らせ●2/1〜28

納期限 2月28日（月）図書館 2/2･7･14･15･21･24･28
子ども科学館 2/2･7･14･15･21･24･28
市民文化会館 2/7･14･21･28
公民館 2/7･11･14･21･23･28 ※中央公民館は2/7･14･21は開館

※大田公民館は2/7･21は開館
市体育館 2/7･14･21･28
いせはらサンシャイン・スタジアム 3/9まで休場
武道館 2/7･14･21･28
行政センター体育館・弓道場 2/14･28 ※体育館は9/30まで一般利用を休止

県障害者スポーツ大会の参加者募集
申し込みは担当へ。競技内容や会場
など詳しくは、県身体障害者連合会

（ 045-311-8736）へ▪対県内在住で13
歳以上の身体･知的･精神障がい者

競技名 日程 申込期限

フライングディスク
(身体･知的) 4/10(日) 2/15(火)

陸上(身体) 4/17(日) 2/21(月)

ボウリング(知的)
4/24(日)

2/28(月)アーチェリー(身体)

水泳(身体･知的) 4/29(金)

陸上(知的) 5/15(日) 3/14(月)

卓球(精神) 令和5年
1/20(金)

11/21(月)
卓球(身体･知的) 令和5年

1/22(日)

ボッチャ(身体) 令和5年
2/19(日) 12/12(月)

▪担障がい福祉課 94-4720 95-7612

新型コロナウイルス感染症生活困
窮者自立支援金について
申請期限が3月31日（木）まで延長さ
れました。また令和4年1月1日以降、
緊急小口資金および総合支援資金の
初回貸付を借り終わった世帯も対象
に追加され、新型コロナウイルス感
染症生活困窮者自立支援金の受給期
間が終了した世帯は再支給の申請が
可能になりました。対象世帯には順
次申請書を送付していますが、届い
ていない場合や詳しい内容について
は、担当にお問い合わせください。
▪担生活福祉課 94-4726

高額療養費（外来年間合算）の申請
年間を通して高額な外来診療を受け
ている国民健康保険加入者に対し、
自己負担の年間上限額を超えた分が
払い戻されます。対象と思われる人
には、順次申請書を送付します。計
算方法など詳しくは、担当にお問い
合わせください▪対令和3年7月31日に
おいて、高額療養費の自己負担限度
額の区分が｢一般｣または｢住民税非
課税世帯｣に属する70歳以上の人（計
算期間中に｢現役並み所得｣の区分
だった月の自己負担額を除く）◇計
算期間＝令和2年8月1日～3年7月31
日◇上限額＝14万4000円（年間）
▪担保険年金課 94-4728

国民年金の支払いは口座振替やクレ
ジットカードでの前納がお得です
一定期間分をまとめて前納すると国
民年金保険料が割引されます。口座
振替やクレジットカードで前納割引
を利用する人は、問い合わせ先へお
申し込みください▪締2月28日（月）
▪問平塚年金事務所 22-1515
▪担保険年金課 94-4520

下水道事業計画変更案の縦覧
期間中は意見書を提出できます◇案
件＝伊勢原市公共下水道事業計画

（伊勢原第3号公共下水道）▪時2月8日
（火）～22日（火）の午前8時30分～午
後5時▪場市役所1階ロビーかアクアク
リーンセンター2階の担当
▪担下水道経営課 92-3341

講座・教室
イベントなど

我が家の家事･育児分担を考える
ワークショップ
夫婦が互いを思いやりながら生活す
ることを目指す▪時2月27日（日）午後2
時～4時▪場市民文化会館リハーサル
室▪定20人（申込順）
▪担人権･広聴相談課 94-4716

令和3年度いせはら男女共同参画
フォーラム
｢男性の家庭進出が、ニッポンを変
えるのだ｣をテーマに、認定NPO法
人フローレンス代表室長の前田晃平
氏の講演動画を公開します（手話通
訳･字幕付き）。市ホームページ｢く
らしのガイド｣→｢男女共同参画｣か
らご覧ください（下のQRコードか
らも視聴できます）◇公開期間＝3月
15日（火）まで※令和2
年度の講演動画も3月
31日（木）までご覧いた
だけます
▪担人権･広聴相談課 94-4716

WEB福祉展
高齢者や障がい者の施設･団体から
募集した作品を市ホームページ｢健
康･福祉｣→｢福祉｣で公開します◇公
開期間＝3月31日(木)まで
▪担福祉総務課 94-4719

在宅医療･介護 市民向け講演会
｢認知症への理解を深めよう｣をテー
マに、朝日新聞社による当事者への
インタビューや専門医の解説を通し
て、ともに生きる社会を考える｢認
知症フレンドリー講座｣をwebで公
開します。講座内容など詳しくは、
担当へ◇映画｢ケアニン あなたでよ
かった｣の視聴も可能▪時3月4日（金）～
7日（月）▪対市内在住の人30人（申込順）
▪申住所･氏名･年齢･電話番号を明記
し、電子メールで問い合わせ先へ▪締
2月22日（火）
▪問市在宅医療･介護連携相談支援セ
ンター（伊勢原協同病院内） 94-2111

isehara.zaitakusoudan@isehara 
hp.com
▪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、総合運動公園周辺の野鳥や里山
の自然を観察▪時2月19日（土）午前9時
30分～午後3時※雨天時は20日（日）
◇集合＝市体育館▪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2月27日（日）午前
10時～正午◇集合＝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

普通救命講習会
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3月5日（土）午前
9時～正午▪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
ら電子申請で▪締2月25
日（金）
▪担警防救急課 95-9144

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。

WEB版令和3年度中沢中学校区
家庭教育講演会
市出身の競泳選手･塩浦慎理さんの
父･健吾さん（県立高校校長、県体育
連盟会長）による、子どもの成長期
に家庭や学校、地域でできる子育て
方法についての講演をYouTubeの
市公式チャンネルで公開します◇公
開期間＝3月31日（木）まで
▪担社会教育課 93-7500

市民協働事業｢いきいきシニア伊
勢原まつり｣
素人落語大会の優勝者や甲冑バンド
などが出演▪時2月12日（土）午後1時30
分～◇入場自由
▪問事務局･三上 95-0807
▪担社会教育課（中央公民館内）
93-7500

かんたんスマホ教室
スマホアドバイザーが基本操作から
LINEの使い方まで教えます。時間
はいずれも午後2時～4時※複数回の
受講不可▪対スマートフォンを持って
いない人や慣れていない人、各館20
人（申込順）▪申各公民館へ
日程 会場

3/ 1（火） 伊勢原南公民館 92-1210
3/ 2（水） 成瀬公民館 95-1096
3/ 3（木） 中央公民館 93-7500
3/ 8（火） 高部屋公民館 94-3857
3/10（木） 大田公民館 95-4375
3/11（金） 比々多公民館 92-6961

▪担社会教育課 93-7500

電子申請ページ

県統計グラフコンクール
（応募作品数＝345点）
◇県知事賞＝白石彩珠（成瀬小5
年）◇県議会議長賞＝俵夏実（竹園
小6年）◇県議会議長賞＝鈴木詩歩

（中沢中1年）
▪担経営企画課 74-5608
県福祉作文コンクール

（応募総数＝5666点）
小学生の部
◇最優秀賞[県知事賞]＝小笠原清

（比々多小6年）◇最優秀賞[ふれあ
い賞]＝岩﨑仁子（桜台小5年）◇準
優秀賞＝名渕結香（比々多小6年）
中学生の部
◇最優秀賞[tvk賞]＝芹ケ野陸（中
沢中1年）◇最優秀賞[ふれあい
賞]＝長谷川千絢（伊勢原中3年）◇
準優秀賞＝園田倖生（成瀬中3年）、
與儀鈴音（中沢中1年）、田村柚果

（成瀬中3年）
▪担福祉総務課 94-4718

各種コンクールの
審査結果

市民音楽会
市音楽家協会と市民ボランティアに
よる手作りクラシック音楽会▪時3月
13日（日）午後1時30分～▪場市民文化
会館大ホール◇入場自由
▪担社会教育課 93-7500

手話ダンス体験講座
▪時3月2日･9日･16日･30日の毎回水曜
日･全4回、午前10時～11時30分▪定20
人（申込順）
▪担大田公民館 95-4375

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。

雑誌のスポンサーを募集
雑誌の年間スポンサーになる法人を
募集しています。詳しくは図書館の
ホームページをご覧ください。

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

土･日曜日、祝日 10:30○/13:30◎/
15:30■

○＝親子･一般向け番組「ユニバース 宇宙へ」
◎＝ 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!」
■＝ 親子･一般向け番組「いきもの目線 動物

ぐるり!超接近」

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

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2
月10日（木）①午後6時30分～7時②午
後7時～7時30分▪定各回2組（1組5人ま
で、抽選）▪申2月2日（水）午前9時～午
後5時に電話で※中学生以下は保護
者同伴。雨天･曇天時は中止

　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。

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。なお、会員募集は年度
に1回の掲載とします。

市ホームページ


