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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 ●●

●すこやか剣道教室
初心者大歓迎、見学･体験お気軽に
▪時①毎週月曜日午後6時30分～8時②
毎月第1･3水曜日午後7時～8時▪場①
石田小学校②成瀬中学校▪対幼児～中
学生▪費月1000円
▪問児玉 090-9004-6228
●詩吟教室 さがみ吟詠会･岳

がくふうりゅう

風流
大きな声を出してストレス解消▪時毎
月第2･4金曜日午後1時～3時▪場伊勢
原南公民館▪費月2000円
▪問風間 95-1182

●夢カラオケクラブ藤
人生歌あり。楽しく元気に仲間づく
り▪時月3回金曜日午前9時30分～▪場中
央公民館▪費入会金1000円、月1800円、
体験800円
▪問藤島 090-3239-6700
●津軽三味線貢

み つ

謙
け ん

会
伝統の三味線や民謡を習って健康に
▪時月3回日曜日午前9時30分～正午▪場
中央公民館▪費入会金1000円、月3000
円、体験800円
▪問小

お

山
やま

090-3239-6700
●絵手紙｢萩の会｣
季節の草花や野菜、風景などを楽し
く描きましょう◇見学･体験可▪時毎月
第3（5月は第4）金曜日、午後1時30分～
3時30分▪場中央公民館▪費月1000円
▪問松

まつばやし

林 93-3260
●美しく社交ダンスを踊る会
基本を身につけて楽しく踊る▪時毎週
木曜日午後7時30分～9時▪場伊勢原南
公民館ほか▪対中級者程度▪費月4000円
▪問渋谷 080-4883-2212

●ヨガサークル水曜会･金曜会
安定した心と体をつくる中高年向け
のヨガ◇体験無料▪時月4回水曜日ま
たは金曜日午前10時～11時20分▪場市
民文化会館▪費曜日ごとに月3000円
▪問神奈川ヨガ体操協会･安藤

090-5434-1213

●● 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・見学自由▪時5月7日（土）午前10
時～11時50分▪場中央公民館▪対女性
▪問後藤 91-9060
●伊勢原華道協会いけばな伝統文
化こども･親子教室
季節の花を楽しく生ける▪時5月21日～
令和5年1月21日の毎月第3土曜日･全
10回①午前9時30分～10時30分②午
前11時～正午▪場中央公民館▪対小･中
学生か小･中学生の親子各20人（申込
順）▪費1人1回700円▪申電話かFAXで
▪問伊勢原華道協会･生

お い で

出 94-6725

●弓道教室
▪時5月21日～8月6日の毎週土曜日･全
12回、午後1時30分～4時▪場行政セン
ター弓道場▪対高校生～65歳の人10人
（申込順）▪費3000円▪申氏名、年齢、電
話番号を明記し電子メール、または
電話で
▪問伊勢原弓道協会･山田

92-2723（午前9時～午後4時）
isehara.kyudo.club.mail＠gmail.

com

会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 17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）

13日（金）･20日（金）･27日（金）
13：00～16：00

行政相談★ 18日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 19日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 12日（木）13：00～16：00

行政書士相談★  9日（月）･23日（月）
13：30～16：00

社会保険労務士相談★ 11日（水）13：30～16：00
人権相談★ 16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20日（金） 25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★ 11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★ 18日（水）16：00～18：00

③ 精神保健福祉･認知症相談★  6日（金）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

5 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

光化学スモッグにご注意を
光化学スモッグは、風が弱く日差し
の強い日に発生しやすくなります。
発生すると目がチカチカする、頭痛
がするなどの健康被害が生じること
があります。市内で注意報が発令さ
れると、防災いせはらやくらし安心
メールなどでお知らせしますので、
屋外での活動は控えましょう。特に
子どもや高齢者はご注意ください。
県環境科学センター（ 050-5306-2687）
でも情報を提供しています。
▪担環境対策課 94-4735

児童扶養手当の請求を
離婚や死別などで父または母と生計
を別にする18歳未満（中度以上の障
がい児は20歳未満）の児童を監護し
ている父･母･養育者は、所得に応じ
て手当を受けられます。公的年金を
受けられる人で、年金額が手当額よ
り低い場合はその差額分を受給でき
ます。また、受給資格者が障害基礎
年金や障害補償年金などを受けてい
る場合も、子の加算額と手当額を比
較し、差額分を受給できます。受給
には認定請求が必要です。所得制限
など詳しくは、担当へ。
手当額が改定されました
全国消費者物価指数により4月分以
降の手当額が0.2％引き下げられま
した◇全部支給月額＝4万3070円、一
部支給月額＝4万3060円～1万160円
▪担子育て支援課 94-4633

日赤の活動資金にご協力を
日本赤十字社では、国内外で発生す
る災害の救援活動や市内で災害が発
生した際の援護物資の支給を行って
おり、その資金は主に寄付金により
賄われています。今年も5月の｢赤十
字運動月間｣を中心に活動資金の寄
付を募集します◇受付場所＝市役所
1階の担当
▪担福祉総務課（日赤伊勢原市地区事
務局） 94-4718

｢高齢者いつでも安心電話相談｣の
ご利用を
高齢者の介護や健康、医療について
保健師や看護師などの専門職がいつ
でも電話で相談に応じます。臨床心
理士、管理栄養士、介護福祉士によ
るアドバイスも可能です。日々の不
安や困りごとなど、お気軽に相談し
てください◇相談先＝コールセンター

（ 0120-202-120）、24時間･年中無休
※最初に看護師が応答します。相談
したい内容をお伝えください
▪担介護高齢課 94-4725

不登校相談会
フリースクールなどと県教育委員が
連携し、社会的自立や学校生活の再
開に向けた支援を行う相談会▪時6月
11日（土）午後1時～4時（受付は午後0
時30分～3時45分）▪場県立青少年セン
ター（横浜市西区）▪対小･中学生、高
校生、保護者、教員など
▪問県子ども教育支援課 045-210-8292
▪担教育センター 74-5253

5･6月は不正大麻･けし撲滅運動期間
｢大麻草｣や｢けし｣の不正栽培、自生
を見つけたら担当か警察に連絡を。
▪担平塚保健福祉事務所秦野センター
82-1428

講座・教室
イベントなど

コレステロール改善に役立つ食生活
コレステロールが気になる人向けの
講話など▪時6月7日（火）①午前10時～
11時30分②午後1時30分～3時▪場中央
公民館▪定各回15人（申込順）▪申住所、
氏名、生年月日、電話番
号を明記し電子メール、
または電話か直接市役所
分室の担当へ
▪担健康づくり課 94-4616

kenkou@isehara-city.jp

令和4年度危険ブロック塀撤去費
等補助制度の受付を開始します
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。補助を受けるには、
事前に担当による現地確認が必要で
す。工事着手前に、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▪対令和5年2月28日までに工
事費用の支払いが完了する、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◇補助
額＝工事費用の2分の1と、塀の長さ
（m）×1万円のうち低い方の金額※
限度額10万円（通学路に面する場合
は15万円）◇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

木造住宅の耐震化を補助します
今年度の申請受付を開始しました。
詳しくは担当へ▪対昭和56年5月31日
以前に在来軸組工法で建築された木
造住宅▪申工事などの着手前に担当へ
※予算の範囲内で先着順に受け付け
▪担建築住宅課 94-4790

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

軽自動車税･･････････････全期分
固定資産税･都市計画税････1期分
国民健康保険税･･･････････2期分
介護保険料･･･････････････2期分

●納期のお知らせ●5/1〜31

納期限 5月31日（火）図書館 5/2･6･9･11･16･23･30
子ども科学館 5/2･6･9･11･16･23･30
市民文化会館 5/2･9･16･23･30
公民館 5/2~5･9･16･23･30 ※中央公民館は5/2･9･16･23は開館

※大田公民館は5/2･16は開館
市体育館 5/2･9･16･23･28･30
いせはらサンシャイン・スタジアム 5/2･9･16･23･28･30
武道館 5/2･9･16･23･30
行政センター体育館・弓道場 5/9･23 ※体育館は9/30まで一般利用を休止

保護猫の譲渡会
猫の新たな飼育者を探しています▪時
5月15日（日）正午～3時※雨天時は22
日（日）▪場いせはら市民活動サポート
センター
▪担健康づくり課 94-4609

いせはらガーデンマルシェin駅前
うまいものセレクト選定品など、市
の特産品を販売▪時5月7日午前11時～
午後5時▪場伊勢原駅北口暫定タクシー
待機場
▪担商工観光課 94-4729

さつきラン＆ウオーク2022
スマートフォンのアプリを使い、1カ
月間に走った距離や歩数を競うオン
ラインイベント◇期間＝5月1日（日）～
31日（火）※随時参加可
▪申問い合わせ先のホー
ムページから申し込み
を◇右のQRコードから
も可能です
▪問さつきラン&ウオーク2022大会事
務局
▪担スポーツ課 94-4628

子ども虐待防止基礎講座
子どもへの虐待を防ぐための知識を
学ぶ▪時6月2日～30日の毎週木曜日
（16日を除く）･全4回、午後2時～4時
30分▪場子どもの権利擁護センターか
ながわ（桜台1丁目）▪定12人（申込順）
▪申申込書に住所、氏名、電話番号を
明記しFAXか電子メール
で問い合わせ先へ※申込
書は問い合わせ先のホー
ムページから入手できま
す▪締5月31日（火）
▪問認定NPO法人チャイルドファー
ストジャパン 90-2715 90-2716

info@cfj.childfirst.or.jp
▪担子ども家庭相談課 94-4642

産業能率大学スポーツ教室｢親子（幼
児）動きづくり教室①走る、跳ぶ」
▪時5月22日（日）午前9時30分～11時▪場
産業能率大学▪対年中･長の親子40組
80人（申込多数の場合は抽選）▪申住
所、氏名、性別、学年、電話番号を
明記し郵送（〒254-0026平塚市中堂
18-8 E棟3階）かFAX、電子メールで
問い合わせ先へ▪締5月13日（金）
▪問湘南ベルマーレ 25-1211 24-2514

event@bellmare.or.jp
▪担産業能率大学湘南学生SC
92-2214

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。

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
※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

プラネタリウム投影番組
5月29日（日）まで

土・日曜日、祝日 10:30◎/13:30○/
15:30⃞

◎＝ 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｣

□＝ 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5
月13日（金）①午後7時30分～8時②午
後8時～8時30分▪定各回2組（1組5人ま
で、抽選）▪申5月11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
伊勢原手づくり絵本の会原画展
▪時5月3日（火）～13日（金）

子ども読書フェスタイベント
おはなしばる～んのフェスタおはな
し会
▪時5月10日（火）午前11時～11時30分
▪定5組20人▪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。

　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
期する場合があります。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、手洗いなどの感染予防策に
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

■主な施設の休館日

3月 1~3月
発　　生 21 53（−7）
死　　者  0  0（−1）
負傷者計 25 61（−4）

内
訳

重傷  0  0（−2）
軽傷 25 61（−2）

大会ホームページ

　安全確認や一時停止をしなかったことが原因で、自転
車の出会い頭の衝突事故が多発しています。自転車安全
利用五則を守りましょう。また、TSマーク付帯保険な
ど自転車損害賠償責任保険の加入が県の条例で義務化さ
れています。万が一の事故に備えて加入しましょう。

　各種証明書を全国のコンビニエ
ンスストアで取得できます。従業
員を介さず、店舗内のキオスク端
末（マルチコピー機など）を自身で
操作して発行できます。証明書用
紙は偽造･改ざん防止対策が施さ
れており、安心して利用できます。
　利用には、有効な利用者証明用
電子証明書が搭載された個人番号
カード（マイナンバーカード）が必
要です。詳しくは、市ホームペー
ジ｢市政情報｣→「マ
イナンバー｣、ま
たは右のQRコー
ドからご確認くだ
さい。

▪担戸籍住民課（全般） 94-4713
　市民税課（課税所得） 74-5429

5月は自転車マナーアップ強化月間

　新型コロナウイルス感染症の影
響に伴い、5月14日･15日に開催を
予定していた公園緑花まつりは中
止します。
　なお、同時開催のリサイクル展
いせはら環境展、毎日のくらし展
新体力テストも中止します。ご理
解をお願いします。
花苗を配布します
　まつりで配布を予定していた花
苗（キキョウやバジル、ど根性ひ

まわり＊など）を配布します。
＊東日本大震災の際、被害を受けた
宮城県石巻市に流れ着いた種から芽
吹いたひまわりの12世
と　き　 5月16日（月）～20日（金）の

午前9時～午後4時（先着
順、各日100組）

ところ　 いせはらサンシャイン・
スタジアム入口付近

▪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

自転車安全利用五則
◆自転車は、車道が原則、歩道は例外◆車道は左側を通行◆歩道
は歩行者優先で、車道寄りを徐行◆安全ルールを守る◆子どもは
ヘルメットを着用

取得可能な証明書
証明書 手数料 取扱時間

戸籍全部（個人）
事項証明 450円

9：30~
 17：00

戸籍の附票 300円

住民票の写し 300円

6：30~
 23：00印鑑登録証明書 300円

課税所得証明書 300円

コンビニで各種証明書を取得できます

市ホームページ

第31回公園緑花まつりは中止します

▪担市民協働課 94-4715

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。2カ月前
が土・日曜日、祝日の場合は翌
開庁日から、7月1日号分は5月 
2日（月）から、7月15日号分は 
5月16日（月）から受け付けま
す）。なお、営利目的、宗教・政
治的活動は掲載できません。会
員募集は年度に1回の掲載とし
ます。

　市内在住で、新聞を購読してい
ないなどの理由で広報を入手でき
ない人のため、希望者への戸別配
布を行っています※配布は1世帯
につき1部。事業所などには配布
できません。お申し込みいただい
た情報を基に、選挙公報などを配
布する場合あり。新聞休刊日や悪
天候などにより発行日に配布でき
ない場合あり
申し込み　市役所4階の担当や各
公民館などで配布する申込書に記
入し、郵送かFAX、または直接担

当へご提出いただく
か、右のQRコード
から必要事項を記入
し申し込みを※申込
書は市ホームページ

「広報いせはら」からも入手するこ
とができます
配布方法　発行日に、市が契約し
た業者が配布します◇配布開始は
申込日の翌々月の1日号からです
(例：5月中に申し込み→7月1日号
から配布)
▪担広報戦略課 94-4864 93-2689

｢広報いせはら｣の戸別配布を行っています

市ホームページ

～自転車も のれば車の なかまいり～


