
▪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1240号　令和4（2022）年3月1日第1240号　令和4（2022）年3月1日 67

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 ●●

●市民混声合唱団「カンタービレ」
童謡や唱歌、懐かしい昭和の歌謡
曲などを楽しく歌う◇腹筋運動や
ストレッチ体操も実施。見学･体
験可能▪時月3回水曜日午前10時～
正午▪場たくみビル（桜台1丁目）▪費月
4400円
▪問木下 95-7307
●創作和太鼓グループ 樂

ら っ

鼓
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基本を身に付けて楽しくたたこう
◇活動日時はホームページで確認
を▪場市民文化会館ほか▪対小学生～
高校生▪費月1000円（別途維持費と
して1世帯500円）
▪問近藤 080-9396-4322
●伊勢原太極拳サークル
太極拳を通し、頭と体を緩やかに動
かしましょう▪時毎週金曜日午前9
時～11時▪場市立武道館▪費月4200円
▪問並木 070-6567-5821

●成瀬SPC（卓球）
楽しく体を動かしましょう▪時毎週
水曜日午後1時～4時▪場成瀬公民館
▪対60歳以上の人▪費年1500円
▪問谷川 95-4415（午後5時以降）

●● イ ベ ン ト ●●

●「公開」女声コーラスレッスン
withコールポピー
参加自由、気軽に見学OKです▪時3月
5日（土）午前10時～11時50分▪場中央
公民館
▪問後藤 91-9060
●早朝テニススクール（大人対象）
一緒にテニスを楽しく始めましょ
う。詳しくは伊勢原市テニス協会
ホームページをご覧ください▪時4月2
日（土）･9日（土）･16日（土）･24日（日）･ 
30日（土）の全5回午前6時～8時▪場  
チャンピオンすずかわテニスコート
（鈴川公園）▪対テニス未経験者、初心
者、初級者20人（申込順）▪費1回1000 
円▪申電子メールで
▪問田中 090-5786-3706

isehara_t_1979@yahoo.co.jp

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)･11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★ 22日(火)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18日(金) 23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★  3日(木)･4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

3 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

令和4年度ごみと資源収集カレン
ダーを配布
ごみと資源の地区別の収集日を記載
した「ごみと資源収集カレンダー」を
作成しました。自治会加入世帯には
自治会を通じて配布します◇市役所
や各公民館、
市役所駅窓口
センターでも
配布するほか、
市ホームペー
ジ「環境･衛生･
ごみ」から入
手･閲覧でき
ます
▪担環境美化センター 94-7502

会計年度任用職員を募集
市役所業務の補助や専門的な業務を
行う非常勤職員を募集します。勤務 
条件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1階
の担当で配布する募集案内で確認を
◇任用期間＝4月1日～令和5年3月31
日◇募集人数＝それぞれ若干名▪締3
月11日（金）
児童コミュニティクラブ支援員など
◇従事内容＝市内の児童コミュニ
ティクラブで児童に対する生活指導
や安全指導など
保育士
◇従事内容＝公立保育園での保育士
業務など
▪担子ども育成課 94-4641

いせはらくらし安心メールに登録を
希望する人は広報8面左上のQRコー
ドを読み取るか、空メール（ iseha 
ra@emp-sa.smart-lgov.jp）を送信し
て登録してください※迷惑メール設
定をしている人は、事前にisehara- 
city.jpのドメインからの受信許可
が必要です◇1月から防災情報、防
災行政用無線情報、行方不明者情報
が「防災情報」として1つのカテゴリ
に統合されました。登録済みの人は
自動的に登録内容が変更されていま
すので、再登録の必要はありません
配信内容（選択制）
◇防犯･交通安全情報◇防災情報◇
火災情報◇環境情報◇イベント･講
座等開催情報◇子育て支援情報◇健
康づくり情報◇伊勢原のPR･観光情
報◇その他のお知らせ
▪担市民協働課 94-4715

第30回大山とうふまつりは延期し
ます
新型コロナウイルス感染症の感染拡
大状況から、来場者の安全と健康を
第一に考え、令和4年度（令和5年3月
を予定）に延期します。
▪問大山とうふまつり実行委員会
090-2322-6599

▪担商工観光課 94-4729

生活困窮者の自立支援制度
働きたくても働けない、失業して家
賃が払えないなど生活全般にわたる
相談ができます◇家族からの相談も
受けます
自立相談支援事業
支援員が状況に応じた助言や支援を
行います。
住居確保給付金事業
住居を失う恐れのある人に対し、就
労に向けて活動することを要件に、
家賃相当額を一定期間支給します※
資産収入などに関する要件を満たし
ている人が対象。上限あり
▪担生活福祉課 94-4726

ねんきんダイヤルをご活用ください
国民年金や厚生年金について相談で
きます◇固定電話･携帯電話から＝
0570-05-1165（ナビダイヤル）◇050

で始まる電話から＝ 03-6700-1165
◇受付時間＝平日の午前8時30分～
午後5時15分（月曜日は午後7時まで）、
第2土曜日の午前9時30分～午後4時
※基礎年金番号をご用意ください
▪担保険年金課 94-4520

伊勢原のオススメ度を教えてくだ
さい（webアンケートにご協力を）
シティプロモーション活動を進める
基礎資料とするため、「伊勢原を薦
めたいか」という推奨度などを伺い
ます◇回答方法＝市
ホームページ「市への
ご意見 webアンケー
ト」から※右のQRコー
ドからも回答できます
▪締3月14日（月）
▪担広報戦略課 94-4864

市男女共同参画プラン策定委員会
の委員を募集

（仮称）第3次男女共同参画プランの
策定にあたり、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＝
市内在住で20歳以上の人（令和4年4
月1日現在）◇募集人数＝2人◇報
酬＝会議1回につき5400円◇応募方
法＝小論文「男女共同参画社会の実
現のために必要なこと」（400字程度）
に住所、氏名、年齢、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3月15日（火）※消印有効
◇選考方法＝書類、面接
▪担人権･広聴相談課

94-4716 92-9009
jinken@isehara-city.jp

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●

1月
発　　生 14(−10)
死　　者  0(± 0)
負傷者計 16(− 9)

内
訳

重傷  0(± 0)
軽傷 16(− 9)

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

国民健康保険税･･････････12期分
介護保険料･･････････････12期分
後期高齢者医療保険料･････9期分

●納期のお知らせ●3/1〜31

納期限 3月31日（木）図書館 3/1～4･7･14･22･28 ※3/1～4は資料整理休館

子ども科学館 3/1～4･7･14･22･28 ※3/1～4は施設点検休館

市民文化会館 3/7･14･22･28
公民館 3/7･14･21･28 ※中央公民館は3/7･14は開館

※大田公民館は3/7は開館
市体育館 3/7･14･28
いせはらサンシャイン・スタジアム 3/1～9･14･28
武道館 3/7･14･28
行政センター体育館・弓道場 3/14･28 ※体育館は9/30まで一般利用を休止

市営住宅入居者を募集
条件など詳しくは、「募集のしおり」で
確認を◇一般世帯向け3戸＝峰岸住
宅1戸、千津住宅1戸、三本松住宅1
戸※単身者向けの募集はありません
募集のしおり配布
◇期間＝3月29日（火）まで▪場市役所2
階の担当、1階ロビー、市役所駅窓
口センター（夜間と土･日曜日、祝日
は市役所夜間窓口で配布）
入居申込受付
▪時3月25日（金）･28日（月）･29日（火）
の午前9時～正午、午後1時～5時▪場
市役所2階2D会議室
▪担建築住宅課 94-4782

講座・教室
イベントなど

老人福祉センター「趣味の教室」
生きがいづくりや親睦を深める▪時5
月～令和5年3月▪場老人福祉センター
阿夫利荘◇マイクロバスでの送迎あ
り▪対市内在住で60歳以上の人▪費各教
室1500円（年間）▪申担当や社会福祉協
議会、市役所1階の介護高齢課で配布
する申込書に記入しFAX（ 93-0505）
か直接担当へ▪締3月31日（木）

教室名 曜　日 時　間 定　員

カラオケ 第1金 10：00～
正午 50人

陶芸 第1金
第3水

10：00～
15：00 各35人

書道 第2木 10：00～
15：00 50人

レクダンス
第3水

10：00～
正午

各30人

民踊 13：00～
15：00

フラダンス
第4火 10：00～

正午絵手紙

詩吟
第4金

10：00～
正午

茶道 10：00～
15：00

▪担老人福祉センター阿夫利荘
93-1006

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。

大田歴史講座「大田の文化財と民俗
資料を学ぶ」
▪時3月20日（日）午前10時～11時30分
▪定20人（申込順） 
▪担大田公民館 95-4375

大田公民館Web講座「大田の新大
豆でみそ造り」
大田地区で収穫された大豆を使用し
たみそ作りの工程を、県ふるさとの
生活技術指導士が動画で紹介。You 
Tubeの市公式チャンネルで視聴で
きます◇公開期間＝5月8日(日)まで
▪担大田公民館 95-4375

伊勢原美術協会展
絵画や版画、彫刻など、市美術協会
に所属する美術家の作品を展示▪時3
月7日（月）～13日（日）の午前9時～午
後5時30分（7日は午後5時、13日は午
後4時まで） 
▪担社会教育課（中央公民館内） 93-7500

伊勢原市史を読む
日向薬師の修理に関する資料を市史

（資料編古代･中世）で解説▪時①3月22
日（火）午前10時～11時30分②3月23
日（水）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

百
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の花菜ガーデンを訪ねる
グリーンインストラクターのガイド
で、早春の花々や樹木などを観察▪時
3月22日（火）午前10時30分～午後2時
◇集合＝花菜ガーデン入場ゲート前

（平塚市寺田縄）▪定20人（申込順）▪締3
月15日（火）※交通費･入園料実費
▪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
☆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」

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3
月11日（金）①午後7時～7時30分②午
後7時30分～8時▪定各回2組（1組5人ま
で、抽選）▪申3月2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

92-3500

図書館ミニギャラリー
風景スケッチ展
▪時3月6日（日）～12日（土）

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、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。

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

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。

―市役所での手続きは余裕をもって―
窓口の混雑緩和にご協力ください

土曜開庁をご利用ください
　第2･4土曜日の午前中は次の窓
口を開庁しています。
◇戸籍住民課、保険年金課、子育
て支援課、収納課
※一部、受付や当日処理ができな
い事務がありますので、事前に各
担当窓口へご確認ください

郵送でも手続きができます
　次の手続きは郵送でも可能です。
手続き方法など詳しくは、担当か
市ホームページでご確認ください
◇転出届、住民票の写しの請求、
戸籍証明の請求、マイナンバー
カード交付申請書の請求

各種証明書の取得について
　住民票の写しや印鑑登録証明な
どの各種証明書は、市役所駅窓口
センターやコンビニエンスストア

でも取得できます。取得できる証
明書の種類や手続き方法など詳し
くは、担当か市ホームページでご
確認ください。
自動交付機（市役所正面玄関横）
　市民カードと暗証番号が必要 
です。

【平日】午前8時30分～午後7時
【土･日曜日、祝日】午前8時30分～
午後5時
市役所駅窓口センター（伊勢原駅
自由通路内） 91-5833

【平日】午前9時30分～午後8時
【土･日曜日、祝日】午前9時30分～
午後5時
コンビニ交付
　個人番号カード（マイナンバー
カード）と暗証番号が必要です。
マルチコピー機が設置されている
全国のコンビニエンスストアで利
用できます。
▪担戸籍住民課 94-4713

　例年、3月下旬から4月上旬は引っ越しなどの手続きをする人が集中
し、市役所の窓口が混雑します。新型コロナウイルスの感染拡大防止
のためにも、混み合う時間帯を避ける、市役所以外で手続きをするな
ど混雑緩和にご協力をお願いします◇市役所1階「クルリン窓口」の順
番待ち人数や証明交付の呼び出し状況などをウェブ上で確認できま
す。トップページ「窓口混雑状況」からご覧になれますので、来庁時の
参考にしてください

推奨度･認知度
アンケート

■主な施設の休館日

3月は自殺対策強化月間です
　心の病は誰しもがかかる可能性
があります。新型コロナウイルス
感染症の影響は続いており、感染
そのものの不安に加え、生活や仕
事の変化を強いられ、ストレスを
感じている人も多いのではないで
しょうか。
　3月は、例年自殺者が多い傾向
にあります。一人一人が身近にい
る人の様子を気にかけ、心のサイ
ンに気付くことが、命を守ること
につながります◇市役所1階ロ
ビー、各公民館などで、パンフ
レットや啓発物品を配布していま
す。図書館1階には、関連図書を
設置したコーナーがあります

【相談窓口】
　一人で解決が難しい場合や悩み
事は専門機関に相談しましょう。

こころの電話相談（県精神保健福
祉センター） 0120-821-606
受付日時　平日の午前9時～午後8
時45分（年末年始を除く）
横浜いのちの電話相談
045-335-4343　24時間受付

川崎いのちの電話相談
044-733-4343　24時間受付

いのちのほっとライン＠かながわ 
青少年相談
LINEアプリの「友だち追加」の検
索で右のQRコードを読み込み、
トーク機能でご利用ください。
受付日時　3月31日
（木）までの日～金
曜日、午後5時～ 
9時30分（祝日を 
除く）
▪担障がい福祉課 94-4721

　広報いせはらでは伝えきれない、
フォトニュースや行政情報を随時お
知らせしています。市ホームページ
のトップページ｢公式SNS｣の各アイ
コンをクリックしてご覧ください。 ▪担広報戦略課 94-4864

フェイスブック･ツイッターなどで市の情報を発信中

YouTubeTwitterFacebook

無料アプリで広報いせはら
を発行日に配信しています

　広報いせはらの発行日にお手持
ちのスマートフォンやタブレット端
末にお知らせが届き、いつでもど
こでも手軽に読むことができます。
利用方法　下のQRコードを読み
込み、アプリ｢マチイロ｣をインス
トールしてください※通信料、イ
ンターネッ
ト接続料は
自己負担と
なります
▪担広報戦略課 94-4864

Android iOS


