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▪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1252号　令和4（2022）年9月1日7

9 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

10月から○障 医療証を更新
心身障害者医療費助成対象者に発行
している医療証は、9月30日で期限
が切れます。新しい医療証は9月下
旬に郵送します※手帳の有効期限が
9月30日以前の場合はその期間まで
医療証の対象となる人
未交付の人は担当にお問い合わせく
ださい①身体障害者手帳1･2級の人
②IQ35以下の人③身体障害者手帳3
級でIQ50以下の人④精神障害者保
健福祉手帳1級の人※65歳以上で新
たに①～④の該当となった人は除
く。④の人は通院費のみ助成
所得制限について
本人に令和3年中、一定以上の所得
がある場合は助成の対象外となりま
す。該当者には9月下旬に通知しま
す。制限額など詳しくは、担当へ。
▪担障がい福祉課 94-4720

アルツハイマーデー啓発展示
9月21日の世界アルツハイマーデー
にちなみ、症状や行動について理解
を深めるための啓発行事を行います。
認知症関連図書展示
▪時①9月12日（月）まで②9月15日（木）～ 
30日（金）▪場①のんびりハウス花たば

（東成瀬）②だいろくコミュニティ広
場 来るりん（伊勢原1丁目）
オレンジライトアップ
▪時9月21日（水）▪場各地域包括支援セン
ターほか
▪担介護高齢課 94-4725

西湘地区障害者就職面接会（予約制）
障害者手帳と手帳のコピー、履歴書
（複数枚）を用意してお越しください
▪時10月7日（金）午後1時～4時▪場メタッ
クス体育館はだの（秦野市平沢）▪対障
害者手帳を持っている人▪申9月12日

（月）～30日（金）に電話かFAXで問い
合わせ先へ
▪問平塚公共職業安定所･専門援助部
門 24-8609 23-7924
▪担障がい福祉課 94-4721

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
受け付けます
自立相談支援事業
支援員が状況に応じた助言やサービ
スの案内を行います。
住居確保給付金事業
離職などにより収入が減少した人に
家賃相当額を支援します※資産収入
などの要件あり
就労準備支援事業
一般就労に向けた準備としての基礎
能力形成に係る支援を行います。
家計改善支援事業
専門スタッフが、必要な情報提供や
助言、指導を行います。
▪担生活福祉課 94-4726

保育施設などの利用申し込み
令和5年1月～4月の保育所、認定こ
ども園（2･3号認定）、小規模保育事業
の利用申し込みを受け付けます。必
要書類は市役所1階の担当か市ホー
ムページ「申請書ダウンロード」で入
手できます◇幼稚園、認定こども園

（1号認定）は、直接施設にお申し込み
ください▪時11月1日（火）～18日（金）①
午前9時～11時30分②午後1時～4時
※土、日曜日･祝日を除く。12日（土）
のみ①で受け付け▪場市民文化会館
（12日は市役所1階の担当窓口）
▪担子ども育成課 94-4641

会計年度任用職員（道路管理作業員）
を募集
道路の維持管理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＝11
月1日（火）～令和5年3月31日（金）▪締9
月16日（金）
▪担道路整備課 94-4822

事務事業評価の結果を公表
市総合計画中期戦略事業プランに計
上した令和3年度事務事業の評価結
果を公表します◇閲覧場所＝市役所
1階ロビーか4階の担当※市ホーム
ページ「市政情報」→「行政評価」から
もご覧になれます
▪担経営企画課 94-4845

就業構造基本調査にご協力を
総務省では10月1日現在で就業･不就
業の実態を把握するための調査を行
います。対象となった世帯には、9
月下旬から統計調査員が伺いますの
でご協力をお願いします。
▪担経営企画課 74-5608

後期高齢者医療被保険者証の2回目
交付について
10月1日から保険証が新しくなりま
す。9月中に新しい保険証（だいだい
色）を送付します。窓口負担割合が2
割になる人には、1カ月の外来医療
の負担増加額を3000円までに抑える
配慮措置が、10月1日から3年間講じ
られます（入院医療費は対象外）◇対
象となる人で、払い戻し口座の登録
ができていない人には、高額療養費
の口座事前登録に関する申請書が送
付されます
▪担保険年金課 94-4521

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

固定資産税･都市計画税････3期分
国民健康保険税･･･････････6期分
介護保険料･･･････････････6期分
後期高齢者医療保険料･････3期分

●納期のお知らせ●9/1〜30

納期限 9月30日（金）図書館 9/5～9･12･20･26･27 ※9/6～9は資料特別整理休館

子ども科学館 9/5～9･12･20･26･27 ※9/6～9は施設点検休館

市民文化会館 9/5･12･20･26
公民館 9/5･12･19･23･26 ※中央公民館は9/5･12は開館

※大田公民館は9/5は開館
市体育館 9/5･12･26
いせはらサンシャイン・スタジアム 9/5･12･26
武道館 9/5･12･26
行政センター体育館・弓道場 9/12･26 ※体育館は10/31まで一般利用を休止

年金生活者支援給付金の請求を
新たに支給対象となった人には、日
本年金機構から9月ごろに請求書類
が届きます。原則、支給は請求日の
翌月からです。詳しくは問い合わせ
先へ※引き続き支給対象となる人は
手続き不要
▪問平塚年金事務所 22-1515
▪担保険年金課 94-4520

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◇千津住宅4戸（一般世帯向
け）※単身者向けの募集はありません
募集のしおり配布
◇期間＝9月29日（木）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9月26日（月）･28日（水）･29日（木）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

不登校相談会･進路情報説明会
フリースクールなどと神奈川県教育
委員会が連携した相談会を行います
▪時9月24日（土）午後1時～4時30分（受
付は午後0時30分～4時）▪場平塚市教
育会館（平塚市浅間町）▪対小･中学生、
高校生、高校中退者、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

市民文化祭の作品を募集
10月～11月にかけて展示する市民文
化祭の作品を募集
しています。詳し
くは各公民館で配
布する募集要項で
確認を◇部門＝絵
画、書、写真、工芸◇応募資格＝市
内在住･在勤または市内で創作活動
をする満15歳以上の人（学生を除く）
▪申募集要項に添付している用紙に記
入し各公民館へ▪締9月20日（火）
▪担社会教育課 93-7500

比々多公民館の臨時休館について
築41年が経過し、経年劣化による雨
漏りや外壁のひび割れなどが発生し
ています。防水工事と外壁塗装を行
うため、工事の間は休館します▪時11
月1日（火）～12月27日（火）
▪担比々多公民館 92-6961

7月 1~7月
発　　生 19 132（－13）
死　　者  0   0（－ 1）
負傷者計 21 155（－17）

内
訳

重傷  2  4（＋ 2）
軽傷 19 151（－19）

会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 20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）

 9日（金）･16日（金）･30日
（金）13：00～16：00

行政相談★ 21日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 15日（木）13：30～16：00
司法書士相談★  8日（木）13：00～16：00

行政書士相談★ 12日（月）･26日（月）
13：30～16：00

社会保険労務士相談★ 14日（水）13：30～16：00
人権相談★ 22日（木）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（木） 28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★ 14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★ 21日（水）16：00～18：00

③ 精神保健福祉･認知症相談★ 30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

■主な施設の休館日
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百歳体操サポーター養成講座
いきいき百歳体操を継続していくた
めの基礎を学ぶ▪時10月4日～18日の
毎週火曜日･全3回、午前10時～11時
30分▪場中央公民館▪定20人（申込順）
▪担健康づくり課 94-4616

市民協働事業「いせはら市民大学･
楽しい講座」
座学で、徒歩で、仲間と楽しく学び、伊 
勢原の魅力を再発見▪時9月10日（土）～
令和5年3月11日（土）の原則毎回土曜
日･全13回、午後1時～4時◇9月10日
は開講式▪場中央公民館ほか▪定50人

（申込順）▪費1500円▪申住所、氏名、電
話番号を明記しFAX、または電話で
問い合わせ先か担当へ
▪問いせはら生涯学習ボランティア協
会･三上 95-0807（午後5時以降）
▪担中央公民館 93-7500 93-7551

伊勢原市史を読む
資料編を読み、江戸時代の生活を解
説▪時①9月22日（木）②9月27日（火）の
午前10時～11時30分▪場①大山公民館
②比々多公民館▪対18歳以上の人各館
15人（申込順）▪申9月1日（木）午前9時
から電話か直接担当へ
▪担大山公民館 93-5708
　比々多公民館 92-6961

産業能率大学スポーツ教室「健康
づくり教室」
姿勢をととのえ、腰痛に負けないカ
ラダづくり▪時10月2日（日）午前9時30
分～11時▪場産業能率大学▪定30人（申
込多数の場合は抽選）▪申住所、氏名、
性別、年齢、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9月22日（木）
▪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

講座・教室
イベントなど

障がい者スポーツ大会
▪時9月24日（土）午前9時30分～11時30
分、午後1時30分～3時30分【2部制】▪場
市体育館▪対障がいのある人とその家
族▪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▪締9
月9日（金）
▪担障がい福祉課 94-4720 95-7612

shien-c@isehara-city.jp

手話奉仕員養成講座（基礎課程）
さまざまな手話表現や福祉制度を学
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
ください▪時10月5日（水）～令和5年3月
9日（木）･全23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歳以上で、手話経験が1年以上
（手話奉仕員養成講座入門課程修了
程度）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9月15
日（木）※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

スポーツリーダー養成講座
成長期に考えて食べる指導法▪時9月
17日（土）午後6時～8時30分▪場市体育
館▪定100人（申込順）
▪担スポーツ課 94-4628

探鳥会
グリーン･インストラクターと一緒
に、鈴川･大根川周辺で水鳥を観察▪時
9月24日（土）午前9時～午後3時※荒
天時は9月25日（日）に延期◇集合＝
鈴川会館前▪定30人（申込順）▪申住所、
氏名、年齢、電話番号を明記しFAX、
または電話で担当へ
▪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 96-6467

いせはら文化財展覧会
火祭薪能の開催に先駆け、大山で使
用されてきた面や装束などを展示▪時
9月14日（水）～25日（日）の午前9時～
午後5時▪場中央公民館
▪担教育総務課 74-5109

大山能狂言講演会
市指定文化財である大山能狂言の歴
史をプロの能楽師と狂言師が講演▪時
9月18日（日）午前10時30分～正午、9月
25日（日）午後2時～3時30分▪場中央公
民館▪定各日100人（先着順）
▪問大山能楽社保存会 95-2006
▪担教育総務課 74-5109

市民のための大学教養講座
「深海の生物資源 深海生物の生存戦
力と資源利用」をテーマに東京農業
大学の教授が講演▪時9月28日（水）午
前10時～11時30分▪場中央公民館▪定30
人（申込順）▪申9月1日（木）午前9時か
ら電話か直接担当へ
▪担中央公民館 93-7500

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

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 ●●

●書道クラブかな
かな･漢字を自分のペースで学ぶ▪時
毎月第1･3木曜日午前9時30分～11時
30分▪場中央公民館▪費月1500円（漢字
は月2500円）
▪問岩田 97-2789
●Zelkova English
一緒に世界水準の英語力を目指しま
しょう◇無料体験可▪時月4回、土曜
日午前9時10分～10時45分▪場中央公
民館▪対中級者以上の人▪費月5000円
▪問松田 73-7631

●金
き ん

継
つ

ぎ教室 漆
うるし

一緒に楽しみましょう▪時毎月第2･4
木曜日午前10時～正午、午後1時～3
時▪場法

ほう

泉
せん

寺
じ

（三ノ宮）▪対高校生以上の
人▪費1個2000円～3000円
▪問大塚 090-8587-3129

●● イ ベ ン ト ●●

●「萩の会」絵手紙展
季節の移ろいを楽しみながら描きま
した▪時9月9日（金）～30日（金）の午前
9時～午後8時（9日は午後1時から、
30日は午後1時まで）▪場中央公民館
▪問松

まつ

林
ばやし

93-3260
●秋

こ す

桜
も す

杯争奪ママさんバレーボー
ル大会
参加チームを募集しています▪時10月
22日（土）▪場市体育館▪対市内を拠点と
する9人制のママさんバレーボール
チーム▪費1500円▪申電話で▪締10月1日
（土）
▪問三

さん

瓶
ぺい

090-9814-5224

●男声合唱団のマイスタージンガー
演奏会（入場自由）
男声合唱の魅力を披露▪時9月18日（日）
午後2時～▪場市民文化会館小ホール
▪問木下 95-7307
●ボランティアガイドと行こう、
日向･彼岸花
ヒガンバナの群生を愛でながら、日
向薬師に参詣▪時9月22日（木）午前8時
30分～午後2時◇集合＝伊勢原駅北
口▪定30人（申込順）▪費400円▪申電話か
FAXで※雨天中止、交通費実費
▪問いせはら観光ボランティア＆ウ
オーク協会･鳥海

94-6188（電話は午後5時～7時）

●● お 知 ら せ ●●

●市民文化祭「紙
し じょう

上短歌大会」
応募者に詠

えい

草
そう

集
しゅう

を送付◇出詠料なし、
各賞の授与あり▪申ハガキに住所、氏
名、電話番号、未発表の歌一首を記
入し、門久仁子（〒259-1141上粕屋
484-7）へ▪締9月15日（木）
▪問市短歌協会･門

かど

94-9043
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。

女性のためのヨガ教室
健康を維持する初心者向けのヨガ▪時
9月27日～10月11日の毎週火曜日･全
3回、午後1時30分～2時30分▪場比々
多公民館▪対18歳以上の女性10人（申
込順）▪申9月1日（木）午前9時から電話
か直接担当へ
▪担比々多公民館 92-6961

健康料理教室「減ら脂Ｎaさい･増
やし菜さい」
成人病予防に、減塩しておいしく食
べられる料理を紹介※調理は行いま
せん▪時9月28日（水）午前10時～11時▪場
成瀬公民館▪定15人（申込順）▪申9月2日

（金）午前9時から電話か直接担当へ
▪担成瀬公民館 95-1096

ふれあいマーケット
水遊びや工作教室、警察車両展示、
消防車両乗車体験など◇飲食店エリ
アあり▪時9月11日（日）午前10時～午後
3時※荒天時は中止▪場総合運動公園
▪担“元気な伊勢原づくり”共同事業体
92-3536

92-3500

おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時9月30日（金）午前11時～11時30分
▪定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。

伊勢原市立図書館朗読会
角
かく

田
た

光
みつ

代
よ

「名前」、山
やま

本
もと

周
しゅう

五
ご

郎
ろう

「蕗
ふき

問
もん

答
どう

」、志
し

賀
が

直
なお

哉
や

「小僧の神様」▪時9月22
日（木）午後2時～3時30分▪定20人（申込
順）▪申図書館ホームページ「イベン
ト」→「図書館の朗読会」
から電子申請、または電
話で◇右のQRコードか
らも申請可

図書館ボランティア養成講座「布
えほん入門」
▪時10月4日（火）午後1時30分～3時▪定
20人▪申図書館ホームページ「イベン
ト」→「布えほん入門」か
ら電子申請、または電話
で◇右のQRコードから
も申請可

92-3600

一部予約制で、人数制限あり。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

◎＝ 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「ダイナソーアート 
恐竜絵師が描く復元画の世界」

土･日曜日、祝日 10：30◎/13：30〇/
15：30★

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9
月9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、申込多数の場合は抽選）▪申9月7
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、催しなどを中止・延期する場合
があります。詳しくは各担当か市
ホームページでご確認を。
　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。電子申請ページ

電子申請ページ


