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令和4年度「公開講座」
「時代の変換点に生きた相模の人々
のくらし 古代から中世へ」をテーマ
に県内における発掘調査の成果を学
ぶ◇問い合わせ先のYouTubeチャ
ンネルでも同時開催▪時12月10日（土）
午前10時～午後4時▪場中央公民館▪定
100人（申込順）※オンラインの場合
は制限なし▪申住所、氏名、電話番号、
講座名、受講方法（対面またはオン
ライン）を明記し電子メール（ fukyu 
@kaf.or.jp）か往復ハガキ（〒232-00 
33横浜市南区中村町3-191-1）または
問い合わせ先のホームページから▪締
11月15日（火）
展示会も行います
市内で実施した発掘調査で見つかっ
た資料を展示します▪時12月6日（火）
午前9時～15日正午▪場中央公民館1階
ロビー
▪問かながわ考古学財団
045-252-8689

▪担教育総務課 74-5109

エアロビクス教室
誰でも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10
月～12月の毎週火曜日（10月11日を
除く）と毎週金曜日（11月11日、12月
30日を除く）･全23回、午前10時30
分～11時30分▪場市体育館▪対高校生
以上の人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

元気な伊勢原 オリエンテーリング
大会
地図に記載されている公園内のチェ 
ックポイントを回る▪時10月29日（土）
午前9時～▪場総合運動公園▪定個人ま
たは2人～5人のチーム合計100人（申
込順）▪費300円▪申10月1日（土）～22日

（土）に電話か直接担当へ※未就学
児は無料。小学校3年生以下は保護
者同伴
▪担“元気な伊勢原づくり”共同事業体
92-3536

10 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

街頭労働相談会
労働条件やパワーハラスメントなど
についての相談を受けます（当日受
付）▪時11月4日（金）午前11時～午後5
時▪場伊勢原駅改札内
▪問かながわ労働センター湘南支所
22-2711

▪担商工観光課 94-4732

最低賃金の改正
今月から県最低賃金が1071円（時間
額）に改正され、県内で働く全ての
労働者に適用されます。
▪問神奈川労働局賃金室
045-211-7354

▪担商工観光課 94-4732

児童手当などの定例支給
受給中の人には10月14日（金）に定例
支給があります。詳しくは10月上旬
に送付する支払通知書で確認を※年
度更新時審査により、変更がある人
には8月下旬に通知書を送付済み
特例給付の所得上限額について
令和4年6月分から上限額が設けられ
ました。児童を養育している人の所
得が超えた場合は支給されません。
扶養をとっている数
に応じた上限額など
詳しくは市ホーム
ページ「子育て･教
育」→「手当･給付金」
をご確認ください。
▪担子育て支援課 94-4633

キャッシュレス決済ポイント還元
キャンペーン第3弾 市民向け説明会
11月から実施するPayPay･auPAY･d
払いを対象としたキャッシュレス決
済ポイント還元キャ
ンペーンについて、
制度や利用方法に関
する説明会を開催し
ます◇スマートフォ
ンをお持ちいただけば、アプリの登
録も案内します▪申氏名、電話番号、
希望する会場を明記しFAX、または
電話で担当へ▪締各会場の開催日前日

日　時 会　場 定員
（申込順）

10/19（水）
14：00～15：00 成瀬公民館 24人

10/22（土）
10：00～11：00 中央公民館 27人

10/26（水）
14：00～15：00 大田公民館 36人

10/28（金）
10：00～11：00 伊勢原南公民館 48人

駅前説明会
開催時間中にお越しください（申込
不要）▪時10月31日（月）、11月4日（金）
の午前11時～午後4時▪場伊勢原駅南
口自由通路小田急OX前
▪担商工観光課 94-4732 95-7613

愛の献血
▪時①10月8日（土）午前10時～正午、午
後1時45分～4時②10月17日（月）午前
10時～午後0時30分、午後2時～4時
▪場①MIプラザ②市役所◇②は伊勢
原ライオンズクラブによる骨髄バン
クドナー登録会も開催
▪担健康づくり課 94-4609

危険物取扱者試験（乙種4類）準備講
習会
▪時11月20日（日）午前9時30分～午後5
時▪場秦野市保健福祉センター▪定30人

（申込順）▪申受講料9600円を持参し、
直接消防本部2階の担当へ▪締11月19
日（土）◇試験の日程は、消防試験研
究センター神奈川県支部のホーム
ページでご確認ください
▪担消防本部予防課 95-2118

危険物取扱者試験（甲種･乙種･丙種）
受験希望者は、問い合わせ先のホー
ムページで確認を▪時12月4日（日）▪場
慶應義塾大学日吉キャンパス（横浜
市港北区）
▪問消防試験研究センター
045-633-5051

▪担消防本部予防課 95-2118 

休日におけるマイナンバーカード
臨時交付窓口の設置について 
平日に取りに来られない人向けに窓
口を設置します（事前予約制◇予約
専用電話 92-1114）▪時①10月8日･22
日、11月12日･26日の毎回土曜日、
午前8時45分～11時45分②10月30日

（日）、11月6日（日）の午前8時45分～
午後4時30分（正午～午後1時を除く）
▪場①市役所3階3B会議室②市役所1
階の担当窓口
▪担戸籍住民課 94-4713

クマにご注意ください
秋はクマの活動が活発になります。
被害に遭わないよう、次のことに注
意しましょう◆早朝や夜間に外出す
る際は鈴やラジオなどを携帯して人
の気配を知らせる◆遭遇した場合は
慌てず静かに立ち去る◆餌になる生
ごみを家の周りに放置しない◆クマ
を誘引することがあるので、早めに
農作物を収穫する
▪担農業振興課 94-4664

就学時健康診断
令和5年4月から小学校に入学する児
童が対象です。9月中旬に日程や会
場の通知を保護者宛てに郵送しまし
た。届かない場合は担当に連絡を。
▪担学校教育課 74-5168

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

市･県民税（普通徴収）･･････3期分
国民健康保険税･･･････････7期分
介護保険料･･･････････････7期分
後期高齢者医療保険料･････4期分

●納期のお知らせ●10/1〜31

納期限 10月31日（月）図書館 10/3･5･11･17･24･31
子ども科学館 10/3･5･11･17･24･31
市民文化会館 10/3･11･17･24･31
公民館 10/3･10･17･24･31 ※中央公民館は10/10･31以外は開館

※大田公民館は10/3･17は開館
市体育館 10/3･17･24･31
いせはらサンシャイン・スタジアム 10/3･17･24･31
武道館 10/3･17･24･31
行政センター体育館・弓道場 10/10･24 ※体育館はR5.3/31まで一般利用を休止

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

TOKAIグローカルフェスタ2022
大学と近隣自治体が連携したオープ
ンキャンパス型イベント◇湘南マル
シェや防災広場など▪時10
月22日（土）午前10時～午
後4時▪場東海大学湘南校
舎（平塚市北金目）
▪問東海大学キャンパスサポートオ
フィス地域連携担当 50-2406
▪担経営企画課 94-4845

語る･かたる･人権トーク
「『いま、ここ』にある差別に『いま、こ 
こ』で取り組む」をテーマにした講演▪時
10月25日（火）午後1時30分～4時▪場市
民文化会館大ホール
▪問国連NGO横浜国際人権センター
045-261-3855

▪担人権･広聴相談課 94-4716

女性を部下に持つ男性管理職向け
セミナー
女性活躍を阻害するアンコンシャ 
ス･バイアスに気付き、部下の意欲
や能力を引き出すアプローチの方法
を学ぶ▪時12月2日（金）午後1時15分～
4時15分◇オンラインミーティング
アプリ「Zoom」を使用▪定30人程度（申
込多数の場合は抽選）▪費500円▪申問い
合わせ先のホームページから▪締10月
23日（日）
▪問県立かながわ男女共同参画センター
0466-27-2114

▪担人権･広聴相談課 94-4716

障がい者スポーツ教室
フライングディスクとボッチャの教
室▪時10月15日、11月26日、12月17日、
令和5年1月21日、2月18日、3月18日
の毎回土曜日･全6回、午前10時～正
午▪場市体育館▪対身体障がいのある人
▪定25人（申込順）▪申住所、氏名（ふり
がな）、電話番号を明記しFAX、ま
たは電話で担当へ
▪担スポーツ課 94-4628 93-8389

映画会「二宮金次郎」
二宮金次郎の知られざる半生を描い
た伝記ドラマ▪時10月23日（日）午前10
時～、午後1時30分～【2部制】▪場市民
文化会館小ホール▪定各回392人（先着
順）▪費大人1000円※高校生以下無料
（担当窓口で配布する入場券が必要
になります）
▪担市民文化会館 92-2300

｢気候変動に強いまちを目指す｣ス
トップ温暖化展
災害時を想定した、「走る蓄電池」電
気自動車からの電力供給デモンスト
レーションほか◇いせはら観光道灌
まつりで開催▪時10月1日(土)正午～
午後5時、10月2日(日)の午前10時～
午後5時▪場日産広場
▪▪担環境対策課 94-4737

普通救命講習会
心肺そ生法やAED（自動体外式除細
動器）の使い方を学ぶ◇修了証の発
行あり、再受講可▪時11月2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10月3日（月）より市ホー
ムページ「防災･消防･救急」→「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10月26日（水）
▪担警防救急課 95-9144

市民のための大学教養講座
「肉食と健康 家畜からの恵み」をテーマ
に東京農業大学の多田耕太郎教授が
講演▪時10月25日（火）午前10時～11時
30分▪場中央公民館▪定30人（申込順）▪申
10月3日（月）午前9時から電話か直接
担当へ
▪担中央公民館 93-7500

そば打ち体験入門教室
自分で打つことで、楽しさや食育を
学ぶ◇持ち帰りのみ▪時10月13日（木）
午前9時～午後1時▪場比々多公民館▪対
18歳以上の人8人（申込順）▪費1500円
▪申10月4日（火）午前9時から電話か直
接担当へ▪締10月7日（金）
▪担比々多公民館 92-6961

防犯指導教室
県くらし安全交通課の職員が特殊詐
欺や悪質商法について、寸劇などを
交えて教える▪時10月18日（火）午後2
時～3時▪場伊勢原南公民館▪定20人（申
込順）▪申10月1日（土）午前9時から電
話か直接担当へ▪締10月12日（水）
▪担伊勢原南公民館 92-1210

いせはら歴史解説アドバイザー養
成講座
文化財や歴史について解説する人材
を養成▪時11月1日（火）～2年間の毎月
第1･第3火曜日、午後1時30分～3時30
分※内容により変更する場合あり▪場
中央公民館ほか▪定20人（申込順）▪費
1000円▪申電話か直接市役所5階の担
当へ▪締10月17日（月）
▪担教育総務課 74-5109

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

8月 1月~8月
発　　生 18 150（－14）
死　　者  0   0（－ 1）
負傷者計 22 177（－16）

内
訳

重傷  1  5（＋ 2）
軽傷 21 172（－18）

会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 18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）

 7日（金）･14日（金）･21日
（金）・28日（金）
13：00～16：00

行政相談★ 19日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 20日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 13日（木）13：00～16：00
行政書士相談★ 24日（月）13：30～16：00
社会保険労務士相談★ 12日（水）13：30～16：00
人権相談★ 17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21日（金） 26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★ 12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★ 19日（水）16：00～18：00

③ 精神保健福祉･認知症相談★  6日（木）･20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

■主な施設の休館日

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 ●●

●舞踊のつどい
舞踊栄

えい

扇
せん

会を中心に県内の舞踊愛好
家による発表会▪時10月16日（日）午前
11時～◇開始の30分前から開場▪場市
民文化会館小ホール
▪問大木 94-6941
●伊勢原市民文化祭俳句大会
俳句を楽しみたい人、当

とう

季
き

雑
ざつ

詠
えい

2句
持参ください▪時10月29日（土）午後1
時～▪場中央公民館▪対市内在住の人▪申
電話で
▪問伊勢原俳句会･青木 94-3429

●伊勢原市文化財協会･見学会
大田地区（下小稲葉、新屋、沖小稲葉）
を歩く▪時10月29日（土）午前9時30 
分～◇集合場所＝伊勢原駅南口･小
田急OX入口付近▪費500円▪申電話で
▪締10月26日（水）
▪問陶山 93-0964（午後6時以降）
●感謝の集い
歌と踊りの祭典◇ゲスト＝山中博、
宮川たかし、立花伸一、浪ちひろ、
恋川いろは ほか▪時10月21日（金）正
午～◇開始の30分前から開場▪場文化
会館小ホール◇入場自由
▪問小倉 080-5467-1988
●シニアクッキング
脳トレと簡単なレシピを紹介◇お土
産あり▪時10月12日（水）･27日（木）の
午前10時～11時▪場成瀬公民館▪対市内
在住の65歳以上の人10人（申込順）▪申
電子メールか電話で
▪問ポプラグループ･田

た

嶋
じま

070-8947-
3952 poplar123@ymail. ne.jp

●Let's初めてのテニス
丁寧に分かりやすく指導▪時10月14 
日～11月11日の毎週金曜日･全5回、
午前10時～正午▪場市ノ坪公園テニス
コート▪対初心者10人（申込順）▪費4000
円▪締10月13日（木）
▪問エンジョイテニスの会･東

ひがし

嶋
じま

080-5473-9304
●法の日記念 司法書士無料相談会
相続や登記などの身近なお困りごと
の相談会▪時10月15日（土）午前10時～
午後4時▪場市民文化会館展示室▪対市
内在住の人
▪問県司法書士会厚木支部･豊

とよ

﨑
さき

96-1831
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）。12月15日号分は10月17
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。

ストレッチ教室
大小のボールを利用して体を伸ばす
◇初心者も参加可▪時10月27日～12月
8日の毎週木曜日･全6回（11月10日を
除く）、午後1時30分～2時30分▪場市
体育館▪定30人（申込順）▪費3000円▪申10
月1日（土）から電話か直接担当へ
▪担“元気な伊勢原づくり”共同事業体
92-3536

講演会「自分で決める、自分で備
える老後」
老後の生活設計のため、任意後見制
度や遺言、自筆証書遺言保管制度に
ついて弁護士と法務局の職員が解説
します▪時10月27日（木）午後1時30分～
4時▪場伊勢原シティプラザ▪定50人（申
込順）▪申10月3日（月）午前9時から電
話で
▪担社会福祉協議会 94-9600

92-3500

ミニギャラリー
絵手紙 山

や ま

吹
ぶ き

会
か い

▪時10月2日（日）～13日（木）

おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時10月18日（火）午前11時～11時30分
▪定20人（申込順）

伊勢原市立図書館朗読会
西
にし

加
か

奈
な

子
こ

「孫
まごがかり

係」、宮
みや

部
べ

みゆき「神
かん

無
な

月
づき

」▪時10月20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

利用者カードの電子申請を開始
市内在住の人に限り、資料館外貸出
や貸出予約、いせはら電子図書館の
貸出に必要な「利用者カード」の発行
をe-kanagawa電子申請システムか
らできるようになりました◇利用者
カードの再発行も可

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。

野の会による視覚障がい者のため
の朗読会
内
う つ み

海隆
りゅう

一
いち

郎
ろう

「窓からの街」より「父の
部屋」、朝

あさ

井
い

まかて「草
そう

々
そう

不
ふ

一
いつ

」より
「青

せい

雲
うん

」ほか▪時10月29日（土）午後1時～
▪定30人（申込順）▪申電話で

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

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
10月7日（金）午後6時30～7時、午後7
時～7時30分▪定各回2組（1組5人まで、
申込多数の場合は抽選）▪申10月5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

星を見に行く、その前に
小学校4年生で学ぶお月さまの観察
の仕方や、秋の星空観察のコツをた
ぬき先生と学ぶ▪時10月10日（月）午前
11時～11時45分▪定6家族（1家族4人程
度、申込順）▪申10月5日（水）午前9時
から電話で

電子申請ページ

電子申請ページ
特設サイト

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、手洗いなどの感染予防策にご協力ください。

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★


