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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 ●●

●新婦人親子リズム
親子で楽しくリズム体操▪時月3回木
曜日午前10時～11時30分▪場伊勢原南
コミュニティセンター▪対1歳～未就学
児と保護者▪費入会金100円、月1500円
▪問玉田 96-6308
●さがみペン習字
美文字の練習を一緒に楽しく▪時毎月
第1･3木曜日午前10時～正午▪場大田
公民館▪費月1300円
▪問藤田 93-2007
●｢顔｣俳句会
春の俳句を詠

よ

んでみませんか▪時毎月
第4水曜日午後1時～4時▪場中央公民
館▪費月500円
▪問菅

すが

原
わら

93-2026

●● イ ベ ン ト ●●

●伊勢原盆栽会50周年記念盆栽展
5年に1度の盆栽展。丹精込めた作品
を展示します▪時4月15日（金）～17日

（日）午前9時30分～午後5時（17日は
午後4時まで）▪場中央公民館
▪問飯塚 93-0338
●虹の会絵画展
静物や風景を描いた水彩･油彩の大
作･小品を展示▪時4月19日（火）～24日
（日）午前9時30分～午後4時30分（24
日は午後4時まで）▪場中央公民館
▪問増井 94-6502
●ボランティアガイドと行く大山街道
渡
わた

辺
なべ

崋
か

山
ざん

の歩いた小
こ

園
ぞの

村お銀の里を
歩く▪時4月20日（水）午前9時30分～午
後3時※雨天中止、交通費実費◇集
合＝相鉄線さがみ野駅、解散＝海老
名中央公園▪定30人（申込順）▪費400円
▪問いせはら観光ボランティア&ウオー
ク協会･鳥海
94-6188（午後5時～7時）

会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 19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）

 8日（金）･15日（金）･22日（金）
13：00～16：00

行政相談★ 20日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 21日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 14日（木）13：00～16：00

行政書士相談★ 11日（月）･25日（月）
13：30～16：00

社会保険労務士相談★ 13日（水）13：30～16：00
人権相談★ 18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22日（金） 27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★ 13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★ 20日（水）16：00～18：00

③ 精神保健福祉･認知症相談★ 28日（木）13：30～16：30
平塚保健福祉事務所
秦野センター
保健予防課 82-1428

4 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③市役所分室

芝桜まつりを中止します
新型コロナウイルスの感染拡大を防
ぐため、渋田川河畔で4月2日（土）～
17日（日）に予定していた芝桜まつり
を中止します。ご理解をお願いしま
す※臨時駐車場の設置や、伊勢原駅
南口からのシャトルバスの運行も行
いません。ご注意ください
▪担商工観光課 94-4729

今年の道灌まつりは10月1日･2日
第55回記念伊勢原観光道灌まつり
は、10月1日（土）･2日（日）に開催を予
定しています。
▪担道灌まつり実行委員会（商工観光課
内） 94-4729

介護保険料の仮徴収額通知書を発送
年金からの天引き（特別徴収）
新たに特別徴収が開始される人を対
象に、4月上旬に仮徴収額通知書を
発送します（昨年度から継続して特
別徴収となる人は対象外）。仮徴収
額は4･6･8月に年金から天引き（特別
徴収）されます。令和4年度分保険料
の本算定後の通知書は7月中旬に発
送します。
納付書または口座振替による納付
4月中旬に仮徴収額通知書と1～3期
分の納付書を発送します。4期分以
降と、最近転入した人、65歳になっ
たばかりの人は本算定後の通知書を
7月中旬に発送します。
▪担介護高齢課 94-4722

いせはら市展（6/8～26）の作品を募集
市民が日ごろの創作活動の成果を発
表する有審査の公募展です◇部門＝
①絵画･版画･彫刻②書、写真、陶･
工芸▪対市内在住･在勤･在学か、厚木･
平塚･秦野市在住の人、または主に
市内で創作活動をする15歳以上の人
（中学生や中等教育学校前期課程 
の生徒を除く）▪費1点目2000円（学生
1000円）、2点目1000円※1部門につ
き1人2点まで▪申各公民館で配布する
申込書に記入し①は5月1日（日）～14
日（土）、②は5月15日（日）～6月1日
（水）に各公民館へ
▪担社会教育課（中央公民館内）
93-7500

国民健康保険税の仮算定納税通知
書を発送
年金からの天引き（特別徴収）
4月上旬に4･6･8月の仮徴収額通知書
を発送します。なお、令和4年度分
保険税の本徴収額通知書は7月中旬
に発送します。
納付書または口座振替による納付
4月中旬に1～3期分の仮算定納税通
知書を発送します。なお、4期分以
降の本算定納税通知書は7月中旬に
発送します。
▪担保険年金課 94-4728

国民健康保険･後期高齢者医療制
度の傷病手当金について
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
る傷病手当金の支給に係る支給対象
期間を6月30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）

令和4年度国民年金について
令和4年4月から5年3月までの保険料
は月額1万6590円です。2年分、1年
分または6カ月分を前納すると割引
制度が適用されます。
学生納付特例制度
国民年金保険料の納付が猶予されま
す。申請は毎年度必要です▪対大学
（大学院）や短大、専修学校などに在
学する20歳以上の学生で、本人の前
年所得が一定基準以下または失業な
どの理由がある人
▪問平塚年金事務所 22-1515
▪担保険年金課 94-4520

ミュージックチャイムの時刻変更
防災いせはらでお知らせしている

「夕やけ小やけ」の放送時刻が、4月1
日から午後5時30分に変わります。
▪担危機管理課 94-4865

人権擁護委員を再任
令和4年4月1日付けで法務大臣から
井
い い で

出惠
けい

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 だ ち

立
幹
みき

夫
お

（高部屋）◇飯
いい

島
じま

弘
ひろし

（大田）◇井出
惠子（比々多）◇内

う つ み

海正
まさ

志
し

（大山）◇杉
すぎ

山
やま

保
やす

代
よ

（成瀬）◇畠
はた

中
なか

智
ち

恵
え

子
こ

（伊勢原）
▪担人権･広聴相談課 94-4716 

谷戸田オーナーを募集します
里山の原風景に囲まれて米作りをし
ませんか◇収穫した米は参加者で分
配、ご家族で楽しめるイベント多数
あり▪時5～11月の毎回日曜日･全7回
程度▪場日向地区の谷戸田▪定20組（申
込順）▪費1組1万円▪申代表者の住所、
氏名、電話番号、参加者の氏名を明
記し電子メール、または伊勢原森林
里山研究会のホームページから▪締4
月30日（土）
▪担農業振興課 94-4648

nousei@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●

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

国民健康保険税･･･････････1期分
介護保険料･･･････････････1期分
清掃手数料･････････････2･3月分

●納期のお知らせ●4/1〜30

納期限 5月2日（月）図書館 4/4･6･11･18･25
子ども科学館 4/4･6･11･18･25
市民文化会館 4/4･11･18･25
公民館 4/4･11･18･25･29 ※中央公民館は4/4･11･18は開館

※大田公民館は4/4･18は開館
市体育館 4/4･11･18･25
いせはらサンシャイン・スタジアム 4/4･11･18･25
武道館 4/4･11･18･25
行政センター体育館・弓道場 4/11･25 ※体育館は9/30まで一般利用を休止

後期高齢者医療保険料の仮徴収額
通知書を発送
年金からの天引き（特別徴収）
新たに特別徴収が始まる人には4月
上旬に4･6･8月の仮徴収額決定通知
書を発送します。なお、昨年度から
特別徴収を継続する人で徴収額に変
更がある場合は、4月中旬以降に発
送します。令和4年度分保険料の確
定額（本算定）通知書については7月
中旬に発送します。
納付書または口座振替による納付
仮徴収はありません。
▪担保険年金課 94-4521

ひとり親家庭などに入学支度金を
支給
▪対4月に小･中学校（相当する学校を
含む）に入学する子どもがいるひと
り親家庭や養育者家庭▪申印鑑と申請
者名義の振込先が分かるもの、児童
扶養手当証書またはひとり親家庭等
福祉医療証などを持参し、市役所1
階の担当へ◇支給額＝小学校入学1
万円、中学校入学1万2000円※所得
制限あり▪締4月28日（木）
▪担子育て支援課 94-4633

会計年度任用職員（道路管理作業員）
を募集
道路維持管理や事務作業を行う非常
勤職員を募集。勤務条件など詳しく
は、市ホームページ「職員採用」か市
役所2階の担当で配布する募集案内
で確認を◇募集人数＝2人◇任用期
間＝6月1日～令和5年3月31日▪締4月
11日（月）
▪担道路整備課 94-4822

就学相談説明会 
個別に支援を必要とする子どもの就
学に関する相談や手続きについて説
明します▪時4月28日（木）①午前9時～
10時15分②午前10時45分～正午▪場市
役所2階2C会議室▪対令
和5年度に小学校へ入
学する子どもの保護者
▪申電話か右のQRコー
ドから▪締4月27日（水）
▪担教育センター 74-5253

シルバー人材センター入会説明会
働く意欲のある入会希望者は出席を
▪時4月13日（水）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20人（申込順）▪申電話で担当へ
▪担シルバー人材センター 92-8801

講座・教室
イベントなど

手話奉仕員養成講座（入門課程）
手話で伝え合う楽しさと初歩の日常
会話を学ぶ。日程など詳しくは、市
ホームページ「健康･福祉」→「障がい
者支援」をご覧いただくか担当にお
問い合わせを▪時5月9日（月）～9月8日

（木）･全18回、午前10時～正午▪場伊
勢原シティプラザ▪対市内在住･在勤
の18歳以上の人20人（申込順）▪申住所、
氏名、電話番号を明記しFAXか電子
メール、または電
話で担当へ▪締4月20
日（水）※テキスト代
がかかります
▪担障がい福祉課 94-4720 95-7612

shien-c@isehara-city.jp

東海大学生涯学習講座
英会話やアロマヨガ、気象予報士に
よるお天気講座など幅広い分野を学
ぶ。日程など詳しくは担当のホーム
ページで確認を◇オンラインミー
ティングアプリ「Zoom」を使用（一部
対面講座あり）▪時5月14
日（土）～7月29日（金）▪費
2000円～▪申担当のホー
ムページ、または右の
QRコードから
▪担東海大学生涯学習講座事務局
50-2202

よしもとお笑いライブin伊勢原2022
中川家ほか▪時4月15日（金）午後6時30
分～▪場市民文化会館大ホール▪費前売
り4000円、当日4500円（全席指定、
税込み）◇チケットは3月12日（土）か
ら担当窓口や駅ナカ クルリンハウ
ス（ 95-5333）などで販売中
▪担市民文化会館 92-2300

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4月24日（日）午前
10時～正午◇集合･解散＝いせはら
塔の山緑地公園パークセンター※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

エアロビクス教室
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4～6月の
毎週火･金曜日（4月29日、5月3日・13
日・27日を除く）、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50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

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。

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。

■主な施設の休館日

2月 1･2月
発　　生 17 31（−16）
死　　者  0  0（± 0）
負傷者計 18 34（−15）

内
訳

重傷  0  0（− 1）
軽傷 18 34（−14）

専用フォーム

東海大学ホーム
ページ

4/1～30 若年層の性暴力被害予防月間です

望まない性的な行為は性暴力
　いつ、どこで、だれと、どのよ
うな性的な関係を持つかは自分で
決めることができます。一方で、
10代･20代に対する性暴力の手口
が巧妙になっています。
　睡眠薬などの薬を飲み物や食べ
物に混ぜたり、お酒を飲ませて酔
わせたりして意識をもうろうとさ
せ、抵抗できない状況にして、体
を触られていたり、性的な行為を
されたりしたケースがあります。
　また「モデル・アイドルになりま
せんか」と声をかけられたり、高
収入のアルバイトに応募したりし
たところ、同意していない性的な
行為などの写真や動画を撮影され
てしまうこともあ
ります。自撮り画
像を勝手に掲載さ
れるなどのSNSを
利用した性被害も
あります。

もしかして「デートDV」かも
　デートDVは、交際相手からの
暴力のことです。体に傷を負わせ
るものだけでなく、メールや服装
のチェックなど自分の意志を尊重

されない言動によって苦痛を感じ
たら、被害に遭っている可能性が
あります。

一人で悩まず、まずは相談を
　辛い、苦しいと感じたら、一人
で悩まずにまずは
電話でご相談くだ
さい。費用は無料
で、秘密は固く守
られます。
相談窓口※緊急時は110番通報を

▪担人権･広聴相談課 94-4716

　4月は進学･就職などに伴い、若年層の生活習慣が大きく変わり、性
犯罪や性暴力の被害に遭うリスクが高まる時期です。
　若年層を狙った性犯罪・性暴力は、その未熟さに付け込んだ重大な
人権侵害であり、決して許されるものではありません。

相談窓口 相談日時
性暴力に関するSNS相談
Cure time

月･水･土曜
日午後5時～
9時

かながわ性犯罪･性暴力
ワンストップ支援セン
ターかならいん

045-322-7379または
#8891

24時間対応警察総合相談
045-664-9110または

#9110
相談電話「性犯罪110番」

0120-38-8103または
#8103

チャット

市ホームページで混雑情報を配信
　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。
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
※一部受け付けできない事務や当
日処理できない事務があります。
事前に各担当へご確認ください
駅窓口センターのご利用を
　住民票の写しや戸籍謄本などの
各種証明書は、市役所駅窓口セン
ター（伊勢原駅自由通路内 91-
5833）でも取得できます。
受付時間　午前9時30分～午後8時

（土･日曜日、祝日は午後5時まで）
▪担戸籍住民課 94-4713

年度初めは窓口が混み合います

戸別配布がウェブ申し込み可能に

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
4月24日（日）まで

土･日曜日、祝日　 10:30△/13:30■/
15:30◎

4月29日（金）から

土・日曜日、祝日 10:30◎/13:30○/
15:30■

△＝幼児･低学年向け番組「オズのまほうつかい」
■＝ 親子･一般向け番組「いきもの目線 動物

ぐるり!超接近」
◎＝ 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「ぼのぼの 宇宙から

来たともだち」

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4
月8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4月6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

大型連休中のイベント
工作・顕微鏡教室やサイエンスショー
などを行います。詳しくは科学館の
ホームページをご確認ください▪時4月
29日（金）～5月8日（日）午前9時～午後
5時

　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。

　広報いせはらの戸別配布の申し込
みや住所変更などの手続きが、市
ホームページでできる
ようになりました。右
のQRコードから必要
事項を入力してお申し
込みください。
▪担広報戦略課 94-4864

市ホームページ


