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第1245号　令和4（2022）年5月15日第1245号　令和4（2022）年5月15日 23

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。5/15～6/14
図書館 5/16･23･30、 6/1･6･13 　
子ども科学館 5/16･23･30、 6/1･6･13 　
市民文化会館 5/16･23･30、 6/6･13
公民館 5/16･23･30、 6/6･13 ※中央公民館は5/16･23、6/6･13は開館

※大田公民館は5/16、6/6は開館
市体育館 5/16･23･28･30、 6/6･13
いせはらサンシャイン・スタジアム 5/16･23･28･30、 6/6･13
武道館 5/16･23･30、 6/6･13
行政センター体育館・弓道場 5/23、 6/13 ※体育館は9/30まで一般利用を休止

5/31（火） 市県民税課税所得証明書
のコンビニ交付を休止します
システムメンテナンスのため、5月
31日（火）は市県民税課税所得証明書
のコンビニ交付を利用することがで
きません。証明書の発行は、市役所
や市役所駅窓口センターをご利用く
ださい。
▪担市民税課 74-5429

特設人権相談 
人権擁護委員の日に合わせて人権相
談を行います。秘密は厳守します▪時
6月1日（水）午後1時30分～4時▪場市役
所1階の市民相談室▪定2人（申込順）▪締
5月31日（火）
▪担人権･広聴相談課 94-4716

愛の献血 
▪時①6月6日（月）午前10時～午後0時
30分、午後2時～4時②6月11日（土）
午前10時～正午、午後1時～4時▪場 
①市役所②MIプラザ
▪担健康づくり課 94-4609

スポーツ施設の利用料を助成します
神奈川県農協情報センターのテニス
コート（大住台2丁目）
の利用料金の一部を助
成しています。手続き
方法など詳しくは担当
へ◇実施期間＝令和5年3月31日（金）
まで▪対16歳以上の人
▪担スポーツ課 94-4632

いきいき健診（特定･一般健康診査） 
の受診券を送付
40歳以上で、令和4年4月1日以前か
ら国民健康保険、後期高齢者医療制
度に加入している人と、生活保護を
受けている人を対象に、受診券を5 
月25日（水）に発送します。なお、人
間ドックの利用助成を申し込んだ人
には送付しません◇受診期間＝6月1
日（水）～令和5年3月31日（金）
▪担保険年金課 94-4728 　
　健康づくり課 94-4616

鳴りますか あなたの家の住宅用火
災警報器　
古くなると電子部品の劣化や電池切
れなどで火災を感知しなくなること
があります。定期的に
本体のボタンを押すか
付属のひもを引いて 
点検を行いましょう。
▪担消防本部予防課 95-2118

おいでよ、大山小学校へ（指定校
変更の募集）
特色ある教育活動を行っている大山
小学校に、他の通学区域から就学で
きます。申込方法など詳しくは、担
当へ▪対令和5年4月から小学校に入学
する児童
▪担教育指導課 74-5247

講座・教室
イベントなど

認知症サポーター養成講座
認知症の基礎知識や対応方法を学ぶ
◇修了者にオレンジバッジを配布▪時
6月16日（木） 
午前10時～11
時30分▪場伊勢
原シティプラ
ザ ▪定30人（ 申
込順）
▪担介護高齢課 94-4725

おいしい「減塩」講座
味の素株式会社より、おいしく減塩
をすすめるための知識を講話してい
ただきます▪時6月22日（水）午後1時30
分～3時▪場 中央公民館▪定18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
話で担当へ
▪担健康づくり課 94-4616

kenkou@isehara-city.jp

普通救命講習会Ⅲ
小児･乳児に対する心肺そ生法や
AEDの使い方を学ぶ◇修了証の発
行あり、再講習可▪時6月15日（水）午
後1時～4時▪場コミュニティ防災セン
ター（南分署）▪対中学生以上の人18人

（申込順）▪申5月16日（月）より市ホー
ムページ｢防災･消防･救急」→「救命
講習｣から電子申請、
または電話か直接消防
本部2階の担当へ▪締6月
8日（水）
▪担警防救急課 95-9144

電子申請ページ

幼児家庭教育学級
①子育て講座②芋掘り体験③リト
ミック音楽遊び▪時①6月16日（木）②9
月15日（木）③令和5年1月19日（木）の
全3回、午前10時～11時30分◇1回の
みの参加可、②は雨天の場合延期▪場
高部屋公民館ほか▪対2歳･3歳児と保
護者15組（申込順） 
▪担高部屋公民館 94-3857

転倒予防教室
椅子を使っての筋力トレーニングや
体操▪時6月15日(水)午前10時30分～11 
時30分▪場市体育館▪定25人(申込順)▪費
500円
▪担"元気な伊勢原づくり"共同事業体

92-3536

おもちゃ病院いせはらを開院
おもちゃドクターが壊れたおもちゃ
を治療します。 
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①5月22日（日）②5月28日（土）
③6月12日（日）の午前10時～午後2時

（受付は午後1時30分まで）▪場①伊勢
原南公民館②成瀬コミュニティセン
ター③伊勢原シティプラザ
▪担社会福祉協議会 94-9600

産業能率大学スポーツ教室｢親子
（幼児）動きづくり教室②｣
ボール運動、蹴る、投げる、捕る▪時 
6月12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18-8E棟3階） 
かFAX、または電子メールで問い合
わせ先へ▪締6月3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

92-3500

おはなし会＆対面朗読
おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時5月20日（金）、6月3日（金）の午前
11時～11時30分▪定5組20人（申込順）
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。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

6月4日（土）～7月18日（月）

土･日曜日、祝日 10:30□/13:30◎/
15:30○

土･日曜日、祝日 10:30□/13:30○/
15:30◎

□＝ 親子・一般向け番組｢オトッペのウキウキ
オトぺタリウム 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6
月10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6月1日（水）午前9時～午
後5時に電話で担当へ※抽選制。中
学生以下は保護者同伴。雨天･曇天
時は中止

検診・
教室など

すくすく健康相談
保健師や栄養士などが未就学児の健
康相談を受けます。身長･体重の計
測もできます▪申電話で担当へ（人数
制限あり）◇6月分の相談は5月20日

（金）から受け付け
日　時 会　場

5/25（水）
13:00～14:00

中央公民館
※1歳未満児と妊婦のみ対象

5/26（木）
10:00～11:00 伊勢原南公民館
5/30（月）
10:00～11:00 比々多保育園
6/ 1（水）
10:00～11:00 高部屋公民館
6/ 6（月）
　9:50～10:40

成瀬コミュニティ
センター

▪担子育て支援課 94-4637

　新型コロナウイルス感染症の影響
で、催しなどを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、手洗いなどの予防
対策にご協力ください。

公共施設の見直しに向けたwebア
ンケートにご協力を
公共施設の見直しを進める上での基
礎資料とするため、公共施設の利用
状況や今後のあり方を伺います◇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
6月15日(水)
▪担公共施設マネジメント課 94-4851

5/18 全国一斉Jアラート試験放送
国から発信される大規模地震などの
緊急情報の試験放送が防災いせはら
のスピーカーからチャイムと音声で
流れます※サイレン音はなし▪時5月
18日（水）午前11時※中止の場合は市
ホームページ、くらし安心メールな
どでお知らせします
▪担危機管理課 94-4865

軽自動車税（種別割）の減免制度
障がい者本人か、障がい者本人と生
計を同一にする人が、障がい者のた
めに使用する軽
自動車にかかる
税金が減免され
ます。公益のた
め使用する軽自
動車や福祉的構
造を有する軽自動車も減免対象とな
ります。なお、障がいの区分により
対象とならない場合があります。必
要書類など詳しくは、担当へ◇軽自
動車と普通自動車を所有する人は、
いずれか1台が対象▪申必要書類を持
参の上、市役所1階の担当で配布す
る申請書に記入し直接担当へ▪締5月
31日（火）※普通自動車の手続きは県
税事務所（平塚合同庁舎内）へ
▪担市民税課 74-5428

軽自動車の納税証明書について 
スマートフォン決済で納付した場合、 
領収書や軽自動車税（種別割）納税証
明書は発行されません。車検用の納
税証明書（無料）が必要な場合は、市
役所1階の担当で申請してください。 
納付が確認できるまで最大で14日程
度かかりますので、車検などでお急
ぎの場合は金融機関やコンビニエン
スストアで納付してください。
▪担市民税課 74-5428

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

　マスクの着用や手指消毒に加
え、3密（密集場所、密接場面、密
閉空間）を避ける行動などの感染
予防策を行いましょう。

●引き続き感染症対策を●

発熱･せき･感染の不安のある人
県新型コロナウイルス感染症専用
ダイヤル（神奈川県）

0570－056774（24時間受付）

　市民主体の生涯スポーツ社会の 
実現に向けた活動について審議し 
ていただきます。
　ほか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8月1日現在）
募集人数　2人
任　　期　2年
報　　酬　会議1回につき5400円

（年3回程度）

応募方法　小論文｢市民の運動実
施率向上方策について考えるこ
と」（400字程度）に住所、氏名、年
齢、電話番号を明記し、郵送か
FAX、電子メール、または直接市
役所分室2階の担当にご提出くだ
さい。
締め切り　5月31日（火）※消印有効
選考方法　書類審査後に面接
▪担スポーツ課 94-4628 93-8389

sports@isehara-city.jp

スポーツ推進審議会委員を募集

●市内の主な犯罪発生件数●

犯 罪 の 種 類 3月 1～3月
特 殊 詐 欺 0 3（＋ 1）

空 き 巣 2 5（＋ 3）

車上狙いなど 2 5（± 0）

乗 り 物 盗 3 8（－ 9）
伊勢原警察署調べ　（　）内は前年比

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

●● イ ベ ン ト ●●

●のびのび描こう会 作品展
小学生の水彩画やクレパス画、共同制 
作など。大作もあり▪時5月20日（金）～ 
22日（日）午前9時～午後6時（20日は
午後1時～、22日は午後5時まで）▪場
中央公民館
▪問柴田 91-3302

●● 会 員 募 集 ●●

●ヨハン･シュトラウスの名曲を
歌おう
女声･男声の合唱仲間を募集◇6月か
ら｢美しく青きドナウ･ウィーンの森
の物語･トリッチトラッチポルカ｣を
開始▪時6月から月1･2回、日曜日午前
10時～正午または午後2時～4時▪場た
くみビル（桜台1丁目）▪費1回1500円
▪問木下 95-7307

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ヵ月
前が土・日曜日、祝日の場合は
翌開庁日から受け付けます）

　太陽光発電や蓄電池は災害時に
も電気を確保できます。県では、
一括して発注することで、安く購入 
できる事業を実施しています。費 
用やプランなど詳しくは県のホー 
ムページ、または問い合わせへ。
募集期間　8月31日（水）まで
参加要件　県内在住の個人および

県内に事業所などを有する法人

検索みんなのおうちに太陽光 かながわ

▪問かながわ みんなのおうちに太陽 
光キャンペーン事務局

0120-216-100（平日の午前10時～ 
午後6時）
▪担環境対策課 94-4737

太陽光発電･蓄電池の共同購入希望者を募集

地域の伝統、次代につなげる
　飛鳥時代の672年に端を発する地域の伝統
行事｢春季例大祭｣が三之宮比々多神社で実施
されました。恒例となっている3基の人形山

だ
車
し

の運行はできなかったほか、白木の神
み

輿
こし

を少
人数で担いだり、限られた人で供

ぐ
奉
ぶ

したりす
るなど、伝統を絶やさぬ工夫を凝らしながら
執り行われました。

（4月22日） 白木のみこしを担ぐ地域の人々

おいしいパン、いただきます
　総合運動公園で｢ISEHARAパン祭｣が行わ
れました。第3回となる今回は、毎月第4日曜
日に行われているイセハライチと同時開催。
チョコパイの無料配布や限定価格で販売して
いる店舗もあり、小雨が降りしきる中でもお
目当てのパンを求め、多くの人々が買い物を
楽しんでいました。

（4月24日） 伊勢原近郊のパン屋が多数出展

春の大山 登山にご注意ください
　本格的な登山シーズンを前に、大山で市と
包括連携協定を結んでいるアウトドア用品ブ
ランド「モンベル｣の主催により、安全登山を
目的とした研修会が開かれました。講師を務
めたインストラクターの上

かみ
村
むら

博
ひろ

道
みち

さんは｢1分
間に60歩のペースで進むことを心がけてほし
い｣と話しました。

（4月22日）登山ガイドや市職員16人が学習

　いせはらシティプロモーション
公認サポーターの目黒久仁彦さん
がドローンを使って上空から撮影
した県道611号 大山バイパス（3月
20日開通）と新東名高速道路（4月
16日開通の伊勢原大山IC～新秦 
野IC間）の動画を公開しています。
　市のさらなる発展を支える2つ
の道路の様子を鮮明な映像でお楽

しみください。
視聴方法　インターネット回線に
接続可能なパソコンやスマート
フォン、タブレットでYouTube
の市公式チャンネル、または右の
QRコードからご覧く
ださい※通信に係る費
用は視聴者の負担にな
ります

▪担広報戦略課 94-4864

迫力の映像で新たな道路を紹介しています

市公式チャンネル

新東名と大山バイパスの交差部分 新東名・高取山トンネル内の様子
※いずれも公開している映像の一部です

市ホームページ

　普段の犬の散歩や自転車での外 
出時に、防犯グッズを身に着けて
地域の見回りに協力していただけ
る人を募集します。時間、場所の
指定はありま
せん。いつも
の散歩や買い
物コースがパ
トロールコー 
スです。
わんわんパトロール
　犬の散歩の際に腕章、犬用バン
ダナ、リード標を着け、周囲に気
を配りながら歩きます。
自転車パトロール
　自転車で外出する際に腕章とス

テッカーを着け、周囲に気を配り
ながら移動します。
申し込み　いずれも市役所1階の
担当で配布する届出書に記入して
提出してください。届け出をした
日から活動できます◇届出書は市
ホームページ｢交通･防犯｣からも
入手できます

▪担市民協働課 94-4715

わんわんパトロール･自転車パトロール活動にご協力を

慌てず、落ち着いて警察に連絡を
　不審な人や車、犯罪などを目
撃したら、伊勢原警察署（ 94-
0110、緊急時は110番)に連絡し
てください。防犯だからと危険 
な行動をとる必要はありません。

オレンジバッジ

▪担
環
境
美
化
セ
ン
タ
ー

94-
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分
別
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を
ご
利
用
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だ
さ
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ご
み
の
出
し
方
や
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源
と
の
分
別
方
法
な
ど
を
案
内
し
て
い
ま
す
。
担
当
で
配
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し
て
い
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ほ
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市
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ム
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く
ら
し
の
ガ
イ
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→

｢

環
境･

衛
生･

ご
み｣

に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。


