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市ホームページに広告を掲載しま
せんか
月に約6万回閲覧される市公式ホー
ムページにバナー広告を掲載しませ
んか。自社のホームページなどへリ
ンクを張ることができます◇規格＝
縦60ピクセル×横120ピクセルの画像
形式（5キロバイト以内）◇掲載期間＝
1カ月、3カ月、6カ月、12カ月のい
ずれか◇広告料＝トップページ月額
1万5000円、その他のページ月額
5000円（市内事業者はそれぞれ1割減
額）▪申市役所4階の担当で配布する申
込書に記入し、直接担当へお申し込
みください※申込書は市ホームペー
ジ｢申請書ダウンロード｣からも入手
できます◇随時受け付けています
▪担広報戦略課 94-4864

家計･お金に係る特別相談会
多重債務や住宅ローン、教育費など
について弁護士が相談を受けます▪時
12月1日（木）午前10時～午後4時▪場市
役所1階市民相談室▪定5人（申込順）▪締
11月29日（火）
▪担人権･広聴相談課 94-4717

市スポーツ賞･スポーツ奨励賞の
被表彰者の推薦を
令和4年1月1日～12月31日に行われ
たスポーツ競技大会で、次に該当す
る成績を収めた市内在住の個人･団
体を表彰します◇推薦基準＝全県規
模で優勝、関東規模で準優勝以上、
全国規模で3位以内、世界規模で8位
以内、全県規模以上で記録を更新◇
推薦期限＝12月2日（金）※スポーツ
奨励賞は小学生以下が対象。期限以
降、年内に行われる大会結果で該当
する場合は速やかにご連絡ください
▪担スポーツ課 94-4628

国民年金保険料の納付はお早めに
保険料の納め忘れがあると、将来の
年金額が減額になるだけでなく、も
しものときに障害年金や遺族年金を
受けられなくなることがあります。
また、納めた保険料は全額が社会保
険料控除の対象となります。納付が
済んでいない人は早めに納付してく
ださい。納付書の再発行は問い合わ
せ先へ。
▪問平塚年金事務所 22-1515
▪担保険年金課 94-4520

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。11/15～12/14
図書館 11/21･24･28、 12/5･7･12
子ども科学館 11/21･24･28、 12/5･7･12
市民文化会館 11/21･28、 12/5･12
公民館 11/21･23･28、 12/5･12 ※中央公民館は11/23･28以外は開館

※大田公民館は11/21、12/5は開館
市体育館 11/19～21･28、 12/5･12
いせはらサンシャイン・スタジアム 11/19～21･28 ※12/1～R5.3/9は休場
武道館 11/21･28、 12/5･12
行政センター体育館・弓道場 11/28 ※体育館はR5.3/31まで一般利用を休止

高額療養費（外来年間合算）の申請
について
年間を通して高額な外来診療を受け
ている国民健康保険加入者に対し、
自己負担の年間上限額を超えた分が
払い戻されます。対象と思われる人
には、順次申請書を送付します。計
算方法など詳しくは、担当にお問い
合わせください▪対令和4年7月31日に
おいて、高額療養費の自己負担限度
額の区分が「一般」または「住民税非
課税世帯」に属する70歳以上の人（計
算期間中に「現役並み所得」の区分
だった月の自己負担額を除く）◇計
算期間＝令和3年8月1日～令和4年7
月31日◇上限額＝14万4000円（年間）
▪担保険年金課 94-4728

配偶者の扶養から外れたら国民年
金の届け出を
厚生年金などの第2号被保険者に扶
養されている配偶者（第3号被保険
者）が扶養から外れたときは、国民
年金への資格変更が必要です。扶養
から外れた日付を確認できる書類と
年金手帳、写真付き身分証明書（免
許証またはマイナンバーカード）を
持参し市役所1階の担当で手続きを。
▪担保険年金課 94-4520

生活のしづらさなどに関する調査
（全国在宅障害児･者等実態調査）
障害福祉施策推進の基礎資料とする
ため、障がいのある人を対象に調査を
実施します。対象地区の世帯に、調
査員が訪問します◇調査期間＝12月
1日（木）～22日（木）
▪担障がい福祉課 94-4720

公園愛護会を募集
地域住民やグループで、公園の清掃
や花壇の管理などを行います。美化
活動を通じて地域の絆を深め、住み
よいまちをつくりませんか◇活動場
所＝市内の都市公園か担当が管理す
る緑地◇活動内容＝清掃や除草、花
壇の管理など（報奨金か消耗品の支
給、花苗の提供あり）▪申電話で担当へ
▪担みどり公園課 94-4759

暖房器具は正しく使い、火災に注
意しましょう
取扱説明書をよく読み、燃えやすい
ものの近くでは使用しないようにし
てください。また、定期的に換気を
行いましょう。
▪担消防本部予防課 95-2117

令和5年度善意銀行配分金の申請
団体を募集
地域福祉団体の自立と活動の推進を
図るため、自主的で公益的な地域活
動に必要な経費の一部を助成しま
す。対象となる団体や申し込み方法
など詳しくは、担当へ◇配分内容＝
対象事業経費の75％（限度額10万円）
▪締令和5年1月31日（火）
▪担社会福祉協議会 94-9600

講座・教室
イベントなど

アンガーマネジメント研修
ストレスや怒りの感情に上手に対処
する方法を学ぶ▪時12月6日（火）午後1
時30分～3時30分▪場市民文化会館小
ホール▪対18歳以上で市内在住･在勤
の人80人（申込順）
▪担介護高齢課 94-4724

いせはらガーデンマルシェin駅前
うまいものセレクト認定品など、市
の特産品を販売▪時11月23日（水）午前
11時～午後3時30分▪場伊勢原駅北口
暫定タクシー待機場
▪担商工観光課 94-4729

女性のための「新時代のリーダー」
育成セミナー
多様性時代の新しいリーダー像や
リーダーシップ発揮のためのスキル
を学ぶ◇オンラインミーティングア
プリ「Zoom」を使用します▪時令和5
年2月10日～24日の毎週金曜日･全3
回、午後1時～5時※最終日のみ、か
ながわ県民センター（横浜市神奈川
区鶴屋町）で開催▪対係長、主任、サブ
リーダー相当職の女性30人（申込多
数の場合は抽選）▪費2100
円▪申問い合わせ先のホー
ムページまたは右のQR
コードから▪締12月15日（木）
▪問県かなテラス参画推進課

0466-27-2117
▪担人権･広聴相談課 94-4716
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「個性を生かした書で年
賀状づくり」
己書（筆ペンを使って個性的な書を
書く）で年賀状を作成▪時12月6日（火）
午前10時～正午▪場伊勢原南公民館▪定
10人（申込順）▪費1500円（道具・材料費）
▪申11月15日（火）午前9時から電話か直
接担当へ▪締11月30日（水）
▪担伊勢原南公民館 92-1210

中栄信用金庫でフードドライブ
SDGsの一環として、食品ロスをな
くすための取り組みです。賞味期限
まで2カ月以上あり、常温保存でき
る未開封の食品をお持ちください。
お寄せいただいた食品はフードバン
クかながわを通じ、子ども食堂など
へ寄付します。詳しくは、問い合わ
せ先にご確認いただくか、右のQR
コードをご覧ください▪時
12月30日（金）までの平日
午前9時～午後3時▪場中栄
信用金庫の各店舗
▪問中栄信用金庫業務部 81-1852
▪担環境美化センター 94-7502

冬季子どもふれあい教室
児童館指導員による、作って遊べる
工作教室※駐車場はありません

日　時 児童館名 内　容

12/ 4（日）
10：30～11：30 高森台

フライング
ディスク*
▪定8人（申込順）

12/ 4（日）
13：00～15：00 藤野 プラバン

12/10（土）
10：00～11：30 板戸 カレンダー

12/11（日）
13：30～14：30 つきみの スーパー

ボール
12/15（木）
14：00～16：00 大原 皿まわし

12/18（日）
10：30～11：30 七

し め ひ き
五三引

バルーン
アート
▪定10人（先着順）

12/23（金）
14：00～16：00 沼目 スライム

＊ 予約制。11月24日（木）から直接児童
館に申し込みを

▪担青少年課 94-4647

熟年活き生き講座「いつまでも健
康で」
「睡眠･健康･防災」をテーマに、高齢
者の健康維持と増進を図る▪時11月24
日、12月8日･22日の毎回木曜日･全3
回、午前10時～11時30分▪場中央公民
館▪定30人（申込順）
▪担中央公民館 93-7500

おもちゃ病院いせはらを開院
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①11月26日（土）②11月27日（日）③
12月11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

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▪時12月3日（土）午前9時～午後
1時▪場大田公民館▪定8人（申込順）▪費
1500円▪申11月15日（火）午前9時から
電話か直接担当へ
▪担大田公民館 95-4375

92-3500

おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時12月2日（金）午前11時～11時30分
▪定20人（申込順）▪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。

図書館のクリスマス会
読み聞かせや紙芝居、パネルシア
ターなど◇参加した子どもにプレゼ
ントあり▪時12月10日（土）午後2時～2
時45分▪対小学生以下の子どもと保護
者30人（申込順）▪申電話で

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「ダイナソーアート 
恐竜絵師が描く復元画の世界」

〇＝ 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「めざせ!?火星ライフ」

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）◇12月の相談は11月21日

（月）から受け付け
日　時 会　場

11/30（水）
13：00～14：00

中央公民館
※ 1歳未満児と妊婦のみ
対象

12/ 5（月）
 9：50～10：40

成瀬コミュニティセ
ンター

12/14（水）
10：00～11：00 高部屋公民館

▪担子育て支援課 94-4637

高齢者インフルエンザ予防接種を
助成します
助成期間は令和5年1月31日（火）まで
です▪場市内の契約医療機関（秦野･平
塚･厚木市の一部機関を含む）▪対市内
に住民票があり、接種時点で65歳以
上の人と心臓などに機能障がい（身
体障害者手帳1級程度）がある60歳～
64歳の人◇事前に医療機関へお問い
合わせください
▪担健康づくり課 94-4616

●市内の主な犯罪発生件数●

犯 罪 の 種 類 9月 1～9月
特 殊 詐 欺 1  8（＋ 2）

空 き 巣 1 12（＋ 8）

車上狙いなど 4 20（＋ 9）

乗 り 物 盗 15 55（＋18）
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

●● 会 員 募 集 ●●

●フィットネス アミスタ
簡単なステップや柔軟運動を音楽に
合わせて行う▪時金曜日（月3回･4回）
正午～午後1時▪場成瀬コミュニティ
センター▪対18歳以上の人▪費月2000円
▪問辻 92-1573（午後4時以降）
●新しい女声合唱団の団員を募集
日本の童謡･唱歌、世界の愛唱歌を
ご一緒に◇年齢や経験などは問いま
せん▪時火曜日（月2回）午前10時～正
午▪場たくみビル（桜台1丁目）▪費月
3500円
▪問木下 95-7307

●● イ ベ ン ト ●●

●魅
み

陶
とう

会作品展
食器や茶椀、花瓶など個性あふれる
作品約200点を展示します▪時11月25
日（金）～27日（日）午前10時～午後4
時▪場中央公民館
▪問内藤 090-6926-3367

●ガイドと行こう、小田原城総
そう

構
がまえ

と銀
いちょう

杏並木
小田原北条氏が築いた総構や堀跡周
辺を歩き、季節を感じる▪時12月9日
（金）午前9時30分～午後1時30分◇集
合＝小田原駅西口三省堂書店前◇解
散＝小田原城址公園▪定30人（申込順）
▪費400円（交通費実費）※雨天中止
▪問いせはら観光ボランティアガイ 
ド＆ウオーク協会･鳥海
94-6188（午後5時～7時） 94-6188

●クリスマスリース作り教室
クズツルや松ぼっくりを使ってリー
スを作る▪時12月18日（日）午前10時～
正午▪場いせはら塔の山緑地公園▪対小
学生以上の家族10組（申込順、小学
生は保護者同伴。大人のみの参加可）
▪費1人500円
▪問いせはら塔の山緑地公園 95-5551
●協会主催 春季テニス大会
詳しくはテニスコート横のチラシか
市テニス協会ホームページで▪時令和
5年1月15日（日）～3月25日（土）▪場市
ノ坪公園テニスコート▪対市内在住･
在勤･在学の人▪費シングルス3000 
円、ダブルス4000円▪申電子メールで
▪問市テニス協会･田中 090-5786-37 
06 isehara_t_1979@yahoo.co.jp

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）。

　長引く新型コロナウイルス感染
症や物価高騰の影響を受けている
地域のお店を応援するため、1セッ
ト5000円で6500円分（500円の商品
券が13枚）の商品券1600セットを
販売します◇市内外を問わず、1
家族3セットまで購入可能。対象
店舗など詳しくは市ホームページ

「産業･まち
づくり」→

「商業･工業」
をご覧くだ
さい
販売日時　①11月27日（日）午後2
時～4時②11月28日（月）午後1時～
完売次第終了◇27日で完売した場
合は28日の販売はなし
販売場所　①石田自治会館②よろ
ずや石田店
使用可能期間　11月27日（日）～令
和5年1月22日（日）
▪問石田商工振興会（よろずや石田
店内） 93-3333
▪担商工観光課 94-4732

　令和4年10月20日、2022プロ野
球ドラフト会議で専修大学野球部
の菊地吏玖さんが千葉ロッテマ
リーンズから1位指名されました。
同大学は、西富岡に体育寮や野球
場といった練習拠点があり、野球
部の皆さんは日々練習に励んでい
ます。
　菊地選手は恵まれた体格から繰
り出される最速152㎞の威力のあ
る直球やツーシーム、スライダー、
フォーク、カーブといった球種を
駆使し、4年次春の東都2部リーグ
では最優秀防御率とベストナイン
のタイトルを獲得するなど実力を
発揮しています。
　なお、伊勢原市と専修大学は「ス
ポーツ推進･健康増進に関する協
定」を1月21日に締結しています。

プレミアム率30％

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）

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。

市読書感想文コンクール
応募作品数2605点（小学生1265点、
中学生1340点）、市長賞9人、教育
長賞18人
市長賞【小学生の部】西山佳那（伊
勢原小1年）、原田悠（緑台小2年）、
越地颯太（桜台小3年）、市川光昴

（大山小4年）、松本絵未（緑台小5
年）、丸山陽愛（高部屋小6年）
【中学生の部】三橋芽衣奈（中沢中1
年）、長島志歩（成瀬中2年）、山下
未森（山王中3年）
教育長賞【小学生の部】村益月梛

（成瀬小1年）、小柴夏実（緑台小1
年）、髙橋春和（成瀬小2年）、川島
すみれ（大田小2年）、丸山佑維（高
部屋小3年）、髙山美緒（比々多小3
年）、國島日菜乃（比々多小4年）、
内田実優（成瀬小4年）、竹田優那

（比々多小5年）、白鳥結唯（成瀬小
5年）、佐藤優真（大田小6年）、吉
武利紗（石田小6年）
【中学生の部】志澤悠史（成瀬中1
年）、渡辺心音（伊勢原中1年）、北
村葵（伊勢原中2年）、與儀 音（中
沢中2年）、松尾碧（成瀬中3年）、
田中ひより（伊勢原中3年）
▪担教育指導課 74-5247

市福祉作文コンクール
応募作品数732編、優秀賞11編
優秀賞【小学生の部】内村優響（大
山小5年）、山本伊吹（比々多小6
年）、佐々木陽花（伊勢原小6年）
【中学生の部】辻本耀清（伊勢原中1
年）、須藤寿友（成瀬中3年）、原樹

（山王中3年）、岩間堅之丞（同）、古
郡華（伊勢原中3年）、蒲池麻央（山
王中3年）、高野駆（伊勢原中3年）、
大久保希実（中沢中1年）
▪担福祉総務課 94-4719

　　　　　　　　　消費税のインボイス制度について
　令和5年10月1日から開始されるインボイス制度の登録申請は、原則
令和5年3月31日(金)までです。制度に関する一般的な質問は軽減･イン
ボイスコールセンター（ 0120-205-553)にご相談ください◇
登録は任意です。制度について詳しくは右のQRコードか
ら特設サイトをご覧ください
▪担平塚税務署 22-1400

事業者の皆さまへ

　市の審査により、次の児童･生徒
が各賞を受賞しました(敬称略)。

各種コンクールの各種コンクールの
審査結果審査結果

石田商工振興会プレミアム石田商工振興会プレミアム
商品券を販売します商品券を販売します

専修大の専修大の菊菊
きくきく

地地
ちち

吏吏
りり

玖玖
くく

投手が千葉投手が千葉
ロッテからドラフト１位指名ロッテからドラフト１位指名

実施概要

かなテラス

特設サイト

　伊勢原ライオンズクラブの主催で「夢をみつけ
るために」をテーマに、陸上の飯塚翔太選手(ミ
ズノ)による講演会が伊勢原中学校と山王中学校
で行われました。3大会連続でオリンピックに出
場し、リオデジャネイロ大会では銀メダルを獲
得しているスプリンター(短距離走者)の話に生
徒たちは興味津々な様子でした。 (10月26日)

リオデジャネイロ五輪銀メダリストが教育講演会を行いました

専修大学野球部提供

リーグ戦で力投する菊地選手

見本
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防
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部
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