
多くの人でにぎわう中央通りの様子 ISEHARAおどりおどらナイト（観光総おどり）
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　第55回記念伊勢原観光道灌まつりが10月1日･2日に行われました。
　3年ぶりの開催となった今回。両日とも天候に恵まれ、合わせて約21万
人が訪れました◇まつりの様子は市ホームページ「いせはらフォトニュー
ス」や市公式Facebookに掲載しています

　大山地域で通訳ガイド（英語）がで
きる人材を育成するための研修を12
月3日（土）～令和5年2月25日（土）の
間に実施予定です。
　研修後、口述試験に合格した人は
｢大山地域通訳案内士｣として活動で
きます。日程や会場など詳しくは市
ホームページ｢市政情報｣→｢観光｣を
ご覧いただくか、市役所2階の担当で
配布する募集要項をご確認ください
※応募多数の場合は提出資料の内容
などにより選考する場合あり
応募要件　次のいずれかに該当する
必要があります。
◆TOEIC Listening&Reading Test 
730点以上に相当する人◆TOEIC S
peaking Test 130点以上に相当する
人◆TOEIC Writing Test 140点以
上に相当する人◆実用英語技能検定

準1級以上に相当する人◆英語を母
語とする場合は日本語能力試験N2
級以上に相当する人
定　　員　10人程度
研修費用　8000円
申し込み　10月20日（木）～11月15日

（火）午後5時必着で住所、氏名、年
齢、電話番号、英語力を証明する書
類の写し（TOEICのスコアなど）を
添付し、問い合わせ先に
郵送（〒254-0034平塚市 
宝町3-1MNビル4階）また
は市ホームページ内のオ
ンラインフォームでご提
出ください。
▪問大山地域通訳案内士育成研修事務
局 23-5007
▪担商工観光課 94-4729

大山地域通訳案内士育成研修の
受講生を募集

市ホームページ
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教育委員（教育長職務代理
者）の任期満了に伴い、市長は市議会9月
定例会で同意を得て、10月1日付けで濱
田光子氏を教育委員に任命しました。任
期は令和8年9月30日までの4年間です。
濱田氏は長く企業経営に携わるととも
に、伊勢原工業団地協同組合の理事を務
めています。また、教育長は教育長職務
代理者に菅原順子氏を指名しました。菅原氏は本市の都市計画審議会委員
であり、平成22年から教育委員を務めています。
▪担教育総務課 74-5104

　いせはらマイクロツーリズム推進
事業（乗るたびスマイルキャンペー
ン）の参加店舗を募集します。
　本キャンペーンは12月7日（水）～29 
日（木）、令和5年1月10日（火）～2月28 
日（火）に大山ケーブルカーの往復乗
車券を購入した神奈川県民に対し
て、一人当たり1000円分の観光クー
ポン券を配布するものです。要件な
ど詳しくは、電話か直接市役所2階の

担当にご確認ください。
参加要件　次のいずれかに該当する
必要があります。
◆伊勢原市観光協会（ 73-7373）の
会員であること◆市内の店舗である
こと
申し込み　電話か直接担当にお申し
込みください
締め切り　10月20日（木）
▪担商工観光課 94-4729 95-7613

　第7波を迎えた新型コロナウイル
ス感染症は未病対策にも影響が出て
います。日本対がん協会は、がん検
診受診者数が平成31/令和元（2019）
年に比べ令和2（2020）年は約30％減
少し、令和3（2021）年は回復するも
約10％の減少であったと報告しまし
た。さらに令和2年にがんと診断さ
れた人はコロナ禍前より約10％減少
しました。
　がん検診の目的である早期発見･
早期治療が遅れ、今後は進行がん発
見が増加し、日本人死因第1位のがん
死亡数がさらに増すと懸念されます。

　また、巣ごもり生活による運動不
足や食生活の変化で生活習慣病の検
査値の悪化傾向も認められます。コ
ロナ禍でもがん検診や健診は定期的
に受診することがとても重要です。
私たち健診機関は感染防止対策を十
二分に行っていますので安心してご
受診ください。

いせはらマイクロツーリズム推進
事業の参加店舗を募集
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児童コミュニティクラブについて

今、医療の現場から伝えたい
～JA神奈川県厚生連 保健福祉センター
センター長メッセージ～

JA神奈川県厚生連 
保健福祉センター
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　児童コミュニティクラブは、放課
後に子どもたちが生活指導を受けな
がら過ごす場所です。令和5年2月～
4月の入所申請を受け付けます。
　現在利用中で継続を希望する児童
も申請が必要です。詳しくは各クラ
ブで配布する案内をご確認ください。
対　　象　保護者の仕事や長期療養、
介護などで放課後に育成を受けられ
ない児童（小学校1年生～6年生）
活動日時　月曜日～金曜日（祝日、年
末年始を除く）の放課後～午後6時30
分（土曜日と春･夏･冬休みは午前8 
時～）※午後7時までの延長預かりあ
り（要申込、別料金）
費　　用　
◆育成負担金＝月4500（5500）円◆お
やつ･教材費＝月3000（3500）円◆延
長料金＝月500円
※（　）内は土曜日も利用する場合
申し込み　市役所1階の担当で配布
する申請書に記入し、必要書類を添

えて郵送（〒259-1188※住所欄の記
入は不要）、または直接担当にお申
し込みください※申請書は市ホーム
ページ｢子育て･教育｣からも入手で
きます
受付期間　12月1日（木）～16日（金）
の午前9時～正午、午後1時～4時30分
◇日曜日を除く。土曜日は午前中の
み受け付け。郵送の場合は12月9日

（金）必着
受付場所　市民文化会館（土曜日は1
階の担当）

新型コロナウイルス関連情報

濱田 光子
教育委員

菅原 順子
教育長職務代理者

▪担子ども育成課 94-4641

小学校区 活動場所 小学校区 活動場所

桜　台 桜台小学校
伊勢原

伊勢原小学校

比々多
比々多小学校 板戸児童館

比々多保育園 高部屋 高部屋小学校

緑　台 緑台小学校 大　田 大田小学校

竹　園 竹園小学校 成　瀬 成瀬小学校

大　山 大山小学校 石　田 石田小学校
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新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載している内容が変更となっている場合があります

人口と世帯

●人口 101,360（−19）
●世帯数 46,366（＋33）
※ 令和2年国勢調査（確報値）を基にした

推計人口
●発行部数／ 38,700部

10月1日現在 
（　）は前月比

令和4（2022）年 No.1255

10月15日

発行／伊勢原市　編集／広報戦略課　〒259-1188　伊勢原市田中348番地

点訳広報、声の広報も製作しています



掲 示 板 ▪時日時　▪場場所　▪対対象　▪定定員　▪費費用　▪申申し込み　▪締締め切り
▪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

第1255号　令和4（2022）年10月15日第1255号　令和4（2022）年10月15日 23

市統計グラフコンクール審査結果
応募総数63点の中から、最優秀賞に
4点、優秀賞に4点、佳作に9点が選ば�
れました。最優秀賞受賞者は次の皆
さんです（敬称略）※入賞作品は県統
計グラフコンクールに出品します◆
小学校1･2年生の部＝斯波こころ（伊
勢原小2年）◆小学校3･4年生の部＝
塚本結香（石田小3年）◆小学校5･6年
生の部＝白石彩珠（成瀬小6年）◆中
学生の部＝小竹凰生（伊勢原中1年）
▪担経営企画課 74-5608

マイナポイント付与の対象となる
カード申請期限が延長
マイナンバーカードを取得すること
で、最大20000円分のポイントがつ
く｢マイナポイント第2弾｣のカード
申請期限が12月末までに延長されま
した。詳しくは総務省
ホームページ、または
右のQRコードから確
認を。
▪担情報政策課 94-4550

マイナポイント第2弾

宝くじ助成金で備品を購入
宝くじの社会貢献広報事業として、�
宝くじの受託事業収入を財源とした
コミュニティ助成金を、自治会の活動
に必要な備品の整備に活用しました。
高森台自治会
折りたたみイスやテント、物置など
を整備しました。

▪担市民協働課 94-4714

戦没者を追悼し平和を祈念する式
典は中止します
戦没者の冥福と恒久平和を祈念する
ことを目的に開催していた式典は、
新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、中止することとなりまし
た。ご理解をお願いします◇平和慰
霊塔献花の式は遺族代表者のみで行
います
▪担福祉総務課 94-4719

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。10/15～11/14
図書館 10/17･24･31、 11/2･4･7･14
子ども科学館 10/17･24･31、 11/2･4･7･14
市民文化会館 10/17･24･31、 11/7･14
公民館 10/17･24･31、 11/3･7･14 ※中央公民館は10/31以外は開館

　大田公民館は10/17･11/7は開館
市体育館 10/17･24･31、 11/7･12〜14
いせはらサンシャイン・スタジアム 10/17･24･31、 11/7･12〜14
武道館 10/17･24･31、 11/7･14
行政センター体育館・弓道場 10/24、 11/14 ※体育館はR5.3/31まで一般利用を休止

税理士による相続税無料相談会
▪時10月21日、11月18日、12月16日、
令和5年1月20日、2月17日、3月17日
の毎回金曜日、午後1時～4時▪場平塚
商工会議所（平塚市松風町）▪定各日6
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
電話で問い合わせ先へ
▪問東京地方税理士会平塚支部事務局
21-1055（平日午前10時～午後5時）
24-2215
hiratuka@horae.dti.ne.jp

▪担市民税課 74-5429

野焼きは原則禁止されています
家庭や事業所から出るごみを庭や畑
などで焼却処理する野焼きは、一部
の例外を除き法律や条例で禁止され
ています。野焼きはダイオキシン類
などの有害物質を含む煙や悪臭が発
生したり、布団や洗濯物にススや臭
いがついたりするなど周囲にも迷惑
がかかります。
例外的に認められている焼却行為
合成樹脂･ゴムを含まないものに限
ります。いずれも周囲に迷惑がかか
らないよう、風向きや時間帯などに
は十分配慮してください◆農林業者
が自己の作業に伴い行う軽微なもの
※排出される草木類は、資源化事業
者に直接持ち込むこともご検討くだ
さい◆たき火など日常生活の中で行
う軽微なもの◆キャンプファイア、
バーベキューなどレジャーで行う軽
微なもの◆地域的習慣による催しや
宗教上の儀式行事に伴うもの
▪担環境対策課 94-4735
　環境美化センター 94-7502

市体育館のバスケットゴールを更新
市体育館メインアリーナに、日本バ
スケットボール協会検定品の移動式
バスケットゴールを1セット導入し
ました。独立行政法人日本スポーツ
振興センターのスポーツ振興くじ

（toto）助成金を受けて購入したも
のです。

▪担スポーツ課 94-4632

遺言書を法務局（遺言書保管所）が
守ります
自筆証書遺言書保管制度は、相続を
巡る紛争を防止する観点から、自分
で書いた遺言書について、法務局が
原本およびデータを長期間保管する
ものです。遺言書が発見されないこ
とや、改ざんされる心配がありませ
ん。詳しくは問い合わせ先のホーム
ページで確認を。
▪問横浜地方法務局厚木支局
046-224-3163

▪担人権·広聴相談課 94-4717

ヤマビル･マダニ被害対策研修会
被害を未然に防ぐための対処方法な�
どを学ぶ▪時11月4日（金）午後1時30分～�
3時30分▪場JA湘南本店（田中250）▪対
市内在住の農業者50人（申込順）▪申住
所、氏名、電話番号を明記しFAXか
電子メール、または電話か直接市役
所2階の担当へ▪締10月28日(金)
▪担農業振興課 94-4664 95-7613

nousei@isehara-city.jp

保護猫の譲渡会
猫の飼育を検討している人を探して
います▪時11月3日（木）正午～午後3時
※雨天時は11月6日（日）に延期▪場伊勢
原市民活動サポートセンター駐車場
▪担健康づくり課 94-4609

国民年金の任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格
を満たしていない場合や、40年の納
付済期間がないため、老齢基礎年金
を満額受給できない場合などで、年
金額の増額を希望するときは、60歳
以降でも任意加入し、保険料を納め
ることで受給資格を得たり、年金額
を増やしたりすることができます。
加入条件など詳しくは担当へ。
▪問平塚年金事務所 22-1515
▪担保険年金課 94-4520

「みんなのベンチ」寄付を募集
市内の公園などに、伊勢原産木材を
利用したベンチを設置しませんか。
ベンチには寄付者の名前とメッセー
ジを記載したプレートやクルリンプ
レートを取り付けられます。詳しくは
市役所2階の担当へ◇金額＝3万円、�
5万円、10万円（税抜き、デザインに
より異なる）▪申担当で配布する申込
書に記入し直接担当へ※申込書は市
ホームページ「募集」からも入手可
▪担みどり公園課 94-4759

医師や看護師の救急車同乗による
医療行為について
119番通報の内容により救急現場で
早期の処置が必要と判断した場合、
東海大学医学部付属病院の医師や看
護師が救急車に同乗して現場へ出動
します。医療費が発生しますが、救
命率向上に向けた取り組みにご理解
とご協力をお願いします。
▪担警防救急課 95-9144

空き地の枯れ草を刈り取りましょう
空き地の枯れ草は、火災の発生源と
なり大変危険です。所有者や管理者
は早めに刈り取りをお願いします。
▪担消防署 95-2119

会計年度任用職員（校務整備員）を
募集
小学校の環境整備を行う非常勤職員
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5階
の担当で配布する募集案内で確認を
◇募集人数＝1人◇任用期間＝12月1
日（木）～令和5年3月31日（金）◇受付
期間＝10月17日（月）～28日（金）
▪担教育総務課 74-5104

0 講座・教室
イベントなど

オレンジカフェ（認知症カフェ）
簡単な紙遊びを楽しみながらの交流
や介護に関する情報交換◇個別相談
あり▪時11月15日（火）午後1時30分～3
時▪場伊勢原シティプラザ▪定15人（申
込順）▪費100円
▪問南部地域包括支援センター 71-6616
▪担介護高齢課 94-4725

家族介護者教室「看取りに向けた
意思決定について」
最期まで自分らしく過ごすために、
家族で話し合うきっかけづくりを考
える▪時11月25日（金）午前10時～正午
▪場伊勢原シティプラザ▪対高齢者を介
護している人か65歳以上の人15人

（申込順）
▪担介護高齢課 94-4725

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10月30日（日）午前10
時～正午◇集合･解散＝いせはら塔
の山緑地公園※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

ひきこもり当事者の居場所
外に出るきっかけとなる場を設けま
す。何かをしても何もしなくてもよ
い場所です。詳しくは問い合わせ先
のホームページ、または
右のQRコードから確認
を◇時間内参加自由▪時11
月9日（水）午前9時～正午
▪場伊勢原シティプラザ
▪問ひきこもり地域支援センター（県立
青少年センター内） 045-263-4467
▪担福祉総務課 94-4718
　青少年課 94-4647

ひきこもり地域
支援センター

国登録有形文化財特別公開
11月1日～7日の文化財保護強調週間
に合わせ、市内にある国登録有形文
化財を特別公開します※参加自由、
荒天中止▪時11月3日（木）午前10時～
午後3時▪場山口家住宅（上粕屋862）、
小澤家住宅（西富岡370）、高部屋神
社※公共交通機関をご利用ください
▪担教育総務課 74-5109

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①10月22日（土）②
10月23日（日）③11月13日（日）の午前
10時～午後2時（受付は午後1時30分
まで）▪場①成瀬コミュニティセンター�
②伊勢原南公民館③伊勢原シティプ
ラザ
▪担社会福祉協議会 94-9600

やさしい日本語講座
「人とことばと住みよい伊勢原」を
テーマに早稲田大学日本語研究セン
ター非常勤講師の村上まさみ氏が講
演▪場伊勢原シティプラザ▪申住所、氏
名、電話番号、参加希望講座を明記
しFAXまたは電話で担当へ

講座 日時 定員
（申込順）

｢やさしい日本
語｣のこころ

11/ 6（日）
10：00～12：00 50人

ワークショップ
入門編

11/13（日）
10：00～12：00 30人

ワークショップ
書く編

11/27（日）
10：00～12：00 30人

ワークショップ
話す編

12/11（日）
10：00～12：00 30人

▪担社会福祉協議会 94-9600 94-5990

産業能率大学スポーツ教室
初心者サッカークリニック①ドリブ
ル②パス▪時①11月13日（日）午前9時30�
分～11時②11月19日（土）午後2時30
分～4時▪場産業能率大学▪対小学生各
日50人（申込多数の場合は抽選）▪申住
所、氏名、性別、学年、電話番号、
参加希望日（両日も可）を明記し郵送

（〒254-0026平塚市中堂18-8E棟3階）�
かFAX、電子メールで問い合わせ先
へ▪締11月4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

●市内の主な犯罪発生件数●

犯 罪 の 種 類 8月 1〜8月
特 殊 詐 欺 0  7(＋2)

空 き 巣 0 11(＋7)

車上狙いなど 1 16(＋8)

乗 り 物 盗 5 40(＋5)
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 ●●

●MOA美術館伊勢原児童作品展
市内小学生の絵画･書写の展示▪時10
月22日（土）･23日（日）午前10時～午
後7時（23日は午後5時まで）▪場中央公
民館
▪問ラブ･ジ･アース21伊勢原･柳川

92-3119

●雨岳文庫｢青空おはなし会｣ 
古民家の木陰でおはなし会▪時10月22
日（土）午前11時～▪場雨岳文庫（上粕
屋862）▪定20人（申込順）▪申電子メール
か電話で
▪問おはなしばる～ん･中尾 92-0187

ohanashibarun@gmail.com

●● 会 員 募 集 ●●

●比々多地区子どもを守る会
子どもの登下校の見守りに力をお貸
しください▪対18歳以上の人
▪問池田 090-4015-8732

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。

伊勢原南公民館講座「フラワーア
レンジメント教室」
年末年始を華やかに彩るプチアレン
ジメントを作る▪時12月1日（木）午前
10時～正午▪場伊勢原南公民館▪定10人
▪費2000円▪申10月15日（土）の午前9時か
ら電話か直接担当へ▪締11月9日（水）
▪担伊勢原南公民館 92-1210

92-3500

ミニギャラリー
景
け い

の会 水彩画展
▪時10月18日（火）～30日（日）

おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時11月8日（火）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。

92-3600

一部イベントは予約制で、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

プラネタリウム投影時間

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
オトペタリウム�星座に音をつけようYO!｣

〇＝�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｣

検診・
教室など

39歳以下健康診査
身体測定や診察、血液検査など▪時12月�
12日（月）①午前9時30分～②午前10
時～③午前10時30分～④午前11時～
▪場伊勢原シティプラザ▪対市内在住で
昭和58年4月2日以降に生まれた人80
人（申込順）▪費3000円▪締11月18日（金）
▪担健康づくり課 94-4616

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）◇11月の相談は10月20日

（木）から受け付け
日　時 会　場

10/18（火）
10：00～11：00 大田公民館

10/19（水）
 9：30～10：30 中央公民館

10/20（木）
10：00～11：00 成瀬公民館

11/ 7（月）
 9：50～10：40

成瀬コミュニティセ
ンター

11/10（木）
10：00～11：00 伊勢原南公民館

▪担子育て支援課 94-4637

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
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）

伊勢原生まれ｢みかんのお酒｣が発売中
　初夏に採れた青摘みのミカンをぜいたくに使用。甘酸っぱく爽やか
な味わいが楽しめます。
品　　目　リキュール（アルコール分8度）
内 容 量　500ミリリットル
販売本数　限定500本
価　　格　1500円（税込み）
販売場所　伊勢原小売酒商組合加盟店舗
▪問伊勢原小売酒商組合（小沼酒店） 94-3438
▪担農業振興課 94-4664

　世代交代や居住者の転居などで空き家となった建物が、管理不全な
まま放置されると、老朽化した瓦や外壁が飛散したり、敷地の草木が
伸びて隣地や道路にはみ出したりするな
ど、地域住民の生活環境に深刻な影響を及
ぼします。空き家の所有者･管理者に対し
ては「空家等対策の推進に関する特別措置
法」で、適切な管理に努めるよう責務が規
定されています。
皆さんの意識で空き家問題は解決します
　次のことに気を付けましょう。
空き家になる前に
◆日ごろから住民同士で気軽に相談し合え
る関係づくりに努めましょう◆将来の管理
方法などを家族で話し合っておきましょ
う。県居住支援協議会が作成した「空き家
にしない『わが家』の終活ノート」が参考に
なります。市ホームページ「くらしのガイ
ド」→「住宅･空き家」からご覧になれます
空き家になってしまったら
◆建物の点検や草木の管理を定期的に行いましょう
◆周囲に悪影響を及ぼしている場合は早急に対処しましょう
▪担建築住宅課 94-4782

空き家の管理は適切に

「空き家相談窓口」のご利用を

　県や市町村、不動産関係団体な
どが連携して設立した県居住支援�
協議会では、空き家の管理や活用
など所有者のさまざまな悩みに対
し、相談を受けています。
相談内容
◆空き家にしないための対策
◆管理･活用方法
◆賃貸･売買方法�
▪問県居住支援協議会 045-664-6901

自分で管理できないときは…

　市では空き家の適切な管理を促
進するため、市シルバー人材セン
ターと協定を結んでいます。お困
りの場合はご相談ください。
主な業務内容
◆家屋や敷地の現状確認
◆敷地内の除草や植木な
どのせん定（3ｍ以上の高
木を除く）
▪問シルバー人材センター 92-8801

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。
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　｢子どもの心のコーチング（基礎編）｣をテーマに、子どもとの具体的な
関わり方やサポートについて体験ワークを通して学びます◇託児あり
と　き　11月19日（土）午前10時～正午　ところ　市民文化会館展示室
対　象　市内在住で、0歳から小学生までの保護者30人（申込順）
▪担子育て支援課 74-5596

DAILY SCHEDULE

代表取締役
吉
よ し だ

田 隆
た か し

司さん

　「なぞとき？ミニゲーム」や「手遊び・歌」動画の配信など、親子で楽し
めるイベントです。今年はオンラインと来場型の両方で開催します◇来
場型は事前予約が必要です。また、来場時はマスクの着用をお願いします
申し込み　�10月17日（月）午前9時から市LINE公式アカウント

の「申請・予約」で◇友だち登録が済んでいない人
は、LINEアプリ内で｢伊勢原市｣を検索するか、
右のQRコードから｢友だち登録｣をしてください

全ての車両はイメージカラーのラズベリーローズに統一トレーラーの走行地点をパソコン上で確認

▪若手社員のとある一日
One Day Of A Young Staff

　運輸部で、トレーラー
の運行管理役として
活躍している山﨑
さんに、一日の
スケジュールを
伺いました。

▪会社情報 Company Profile
代 表 者　代表取締役�吉

よ し だ

田�隆
た か し

司
本社所在地　伊勢原市下糟屋東3丁目16番地
設 立　平成2（1990）年
業 種　運送業
従業員数　30人◇令和4（2022）年9月時点

下糟屋東3丁目16番地
0463-26-3160　　　

東 部 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業

新たな活力、支える人々新たな活力、支える人々シリーズシリーズ

有限会社トラスト商会第８回

　当社は約30年前に伊勢原の高森で創業した会社で
す。工場の移設による産業機械の運搬や空港間の精密
機器輸送、住宅設備など、さまざまな重量物の運搬を
日本全国津々浦々で行っています。
　重い物を運ぶ際は、道路法（車両制限令）を守らなく
てはなりません。そのため、多くの経験と特殊な技術
が必要です。また、輸送をより安全に、スムーズに行
うためには、運行前に必ずルートの確認を行うことが
肝心です。
　交通状況や道幅などのあらゆる安全のために、きち
んとシミュレーションを行うことで事故のない安全な
輸送を提供します。

◇�次回は｢日本通運株式会社｣を紹介します

オミクロン株対応のワクチン接種
新型コロナウイルス関連情報

　対象者に順次接種券を送付しています。このワクチンは現在流行してい
る新型コロナウイルスの変異株に対応した成分が含まれているため、従来
のワクチンを上回る重症化予防や感染･発症予防の効果が期待されています。
　毎年、年末年始に感染症は流行しています。年末までに、高齢者や基礎
疾患がある人など重症化リスクがある場合を含め、全ての人において接種
をご検討ください。

運輸部
山
や ま ざ き

𥔎 直
な お と

人さん

子育て応援フェスタ2022を開催子育て応援フェスタ2022を開催
11月5日（土）～20日（日）11月5日（土）～20日（日）

人々の明日をつくる流通の仕事に誇りをもって取
り組んでいます

▪担健康づくり課 92-1117

市内における感染者数の掲載終了について
　9月26日、コロナ感染者全数把握の簡略化が全国一律で行われまし
た。これにより、市内における感染者数について、神奈川県による市
町村ごとの発表がなくなったことから、掲載を終了することになりま
した※市ホームページでは県内全体および本市が含まれる地域(平塚
保健福祉事務所管内)の患者数を引き続き掲載します

対　　象 12歳以上で初回（1･2回目）接種を完了した人

接種間隔 最後にワクチン接種をした日から5カ月経過以降
※接種間隔は変更になる場合があります

接 種 券

2回目接種済みかつ3回目未接種の人 10月中旬ごろに発送

3回目接種済みかつ4回目未接種の人 10月下旬から順次発送

4回目接種済みの人（5回目接種の人） 11月上旬から順次発送

予約方法

接種券が届いた人から予約可能です※手元に未使用の3･4回目
の接種券を持っている人はそちらを使用して接種できます

集団接種
会場

ワクチン接種予約申込専用ダイヤル（ 0120-080-
955）に電話か、市ホームページ｢新型コロナウイル
スワクチン接種WEB予約｣から予約してください。

個別医療
機関

身近な医療機関で受けられます。実施している医療
機関によって予約方法や対象が異なりますので、詳
しくは接種券に同封している案内、または市ホーム
ページ｢個別医療機関一覧｣からご確認ください。

オミクロン株対応ワクチン

▪担青少年課 94-4647

　青少年団体の演奏で、「花のワルツ」や皆さん参加の「勇気100％」
などを楽しみます◇配信用動画の撮影あり。コンサートの様子は後
日、市ホームページ「子育て応援フェスタ2022」で配信します
と　き　11月13日（日）午前11時～11時50分　ところ　中央公民館
対　象　�未就学児～小学生と保護者50人（申込順、保護者1人につき

子ども4人まで）

芸術の秋を楽しもう　伊勢原市民文化祭を開催伊勢原市民文化祭を開催
　日ごろの芸能活動の発表、絵画や写真などの展示を通じて、地域の
伝統文化や芸術にふれる絶好の機会です。皆さんも芸術の秋を楽しみ
ませんか◇ご来場の際には公共交通機関をご利用ください

▪担社会教育課（中央公民館内）
93-7500

市民文化会館（発表部門）
催事 日程 時間

新舞踊大会 10/22（土）12:00～15:30
郷土芸能発表会 10/23（日）11:00～16:00
箏･尺八演奏会 10/29（土）11:00～15:30
市民合唱祭 10/30（日）13:00～15:30
民謡･民舞踊大会 11/ 3（木）10:30～15:30
日本舞踊 13:30～16:00
吟詠吟舞のつどい

11/ 5（土）
10:00～16:00

ハワイアン&フラ
フェスティバル 13:00～15:20

いせはらフィルコ
ンサート 11/ 6（日）14:00～16:00

剣詩舞舞踊大会 12:30～16:00

どなたでも参加できるイベント
催事 日程 時間 場所

盆栽教室 11/5（土）13:00～15:00 中央公民
館 その他の催し

催事 日程 時間 場所

菊花展 11/2（水）～
9（水） 9:00～16:00 総合運 

動公園

中央公民館（展示部門）
催事 日程 時間

書道展 10/28（金）～
30（日） 9:30～17:00

（最終日は16時
まで）

写真展
工芸展

華道展 10/29（土）～
30（日）

俳句大会 10/29（土） 13:00～15:00
紙上短歌大会表
彰式 10/30（日） 10:00～12:00

絵画展

11/4（金）～
6（日）

9:30～17:00
（最終日は16時
まで）

盆栽展
俳句展
短歌展
連句展

こども・親子華
道展

11/5（土）・
6（日）

9:30～17:00
（最終日は16時
まで）

いせはらフレンドコンサート来場型

子育て講演会来場型

8：00～� �ドライバーの対面点呼（体調
管理と運行経路のチェック）

11：00～� �前日に走行したドライバーの
日報を確認

12：00～13：00�昼食
13：00～��中間点呼（電話で各ドライバー

の状況を聞き取り）
15：00～��顧客との打ち合わせや運行

ルートの下見
16：00～��道路の通行許可申請や見積書

の作成
17：30� 退社

※上記対象以外の接種や最新情報は市ホームページ「新型コロナウイルス
感染症に伴うさまざまなお知らせ」をご確認ください

広報紙は古紙を含んでおり、環境インクを使用しています広報紙は古紙を含んでおり、環境インクを使用しています

4第1255号　令和4（2022）年10月15日
『いせはら　くらし安心メー
ル』の登録は右のQRコード
か市ホームページから

市LINE公式アカウントの
登録は右のQRコードから
『友だち登録』を


