
▪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
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12 月 の 相 談

①市民相談室②伊勢原シティプラザ③市役所分室

点字翻訳サービス
視覚障がいのある人を対象に、市か
らのお知らせなどを点字に翻訳して
郵送するサービスを行っています。
新たに利用を希望する人は担当へ。
▪担障がい福祉課 94-4720

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査
令和6年度〜8年度を計画期間とする
｢第9期高齢者保健福祉計画･介護保
険事業計画｣策定の基礎資料とする
ため、地域における高齢者の生活状
況などを把握するアンケートを実施
します。対象者には12月上旬に調査
票を送付します▪対市内在住で65歳以
上の人（無作為抽出、介護保険施設
などに入所中の人を除く）※調査内容
は目的以外には使用しません
▪担介護高齢課 94-4722

新型コロナウイルス感染症生活困
窮者自立支援金
申請期限が12月31日（土）までに延長
されました。また令和4年1月1日以
降、緊急小口資金および総合支援資
金の初回貸付を借り終わった世帯も
対象に追加され、新型コロナウイル
ス感染症生活困窮者自立支援金の受
給期間が終了した世帯は、再受給の
申請が可能になりました。対象世帯
には順次申請書を送付しています
が、届いていない場合や詳しい内容
については、担当へ。
▪担生活福祉課 94-4726

年金生活者支援給付金の請求はお
早めに
新たな支給対象者には、日本年金機
構から請求書類が送付されます。書
類に記載された期日までに提出して
ください。提出が遅れると受け取れ
る金額が少なくなる場合がありま
す。詳しくは問い合わせ先へ。
▪問ねんきんダイヤル 0570-05-1165
▪担保険年金課 94-4520

ひとり親家庭などに医療費を助成
ひとり親家庭や、相当する家庭の児
童と父または母、養育者の医療費（健 
康保険の自己負担分）を助成します。 
助成には申請が必要です。詳しくは
担当へ◇助成期間=対象児童が18歳
になった日以後最初の3月31日まで
（一定の障がいがあるか、定時制高
等学校などに在学中の場合は20歳未
満まで）※所得による制限あり。既
に医療証が交付されている人は、資
格更新のため11月下旬に発送する現
況届を今月中に提出してください
（今年度の児童扶養手当現況届を提
出している人を除く）
▪担子育て支援課 94-4633

令和5年 はたちのつどいは1/9(月)
対象者には12月中旬に案内状を送付
します。居住地ごとに時間帯を分け
た2部制で開催し、会場には対象者
のみ入場できます。介助者の同伴が
必要な人は担当へ。詳しくは市ホー
ムページ｢成人･就職｣→｢はたちのつ
どい･成人式｣をご確認ください▪時令
和5年1月9日(月)①午前11時〜②午
後1時30分〜▪場市民文化会館大ホー
ル▪対平成14年4月2日〜15年4月1日生
まれの①伊勢原･中沢中学校区在住
の人②山王･成瀬中学校区在住の人
※原則指定区分に参加してくださ
い。案内状がなくても当日受付で入
場できます
▪担青少年課 94-4647

危険物取扱者試験（乙種4類）準備講
習会
▪時令和5年1月22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12月5日（月）〜令
和5年1月20日（金）に受講料9600円を
持参し、直接消防本部2階の担当へ
◇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

スクミリンゴガイの冬期対策
水稲を食害するスクミリンゴガイ

（ジャンボタニシ）対策では、冬期の
耕うんが効果的です。ロータリーを
浅めに高速回転させ、トラクターを
ゆっくりと移動させると、貝を掘り
起こして寒気にさらしたり破砕した
りすることで、
越冬する個体数
を減らせます。
詳しくは問い合
わせ先へ。
▪問県農業技術センター 58-0333
▪担農業振興課 94-4664

障がい福祉事業所合同説明会
市内事業所の活動や特色について知
ることができます◇当日受付▪時12月
11日（日）午前10時〜午後1時▪場中央
公民館▪対特別支援学校の生徒や障が
いのある人とその保護者
▪担障がい福祉課 94-4721

障がい福祉事業所の合同就職説明会
市内にある各事業所の仕事内容につ
いて説明を受けることができます◇
当日受付▪時12月11日（日）午後2時〜4
時30分▪場中央公民館▪対障がい福祉事
業所などに就職を希望する人や関心
のある人
▪担障がい福祉課 94-4721

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････4期分
国民健康保険税･･･････････9期分
介護保険料･･･････････････9期分

●納期のお知らせ●12/1〜31

納期限 12月26日（月）図書館 12/5･7･12･19･26･29〜31
子ども科学館 12/5･7･12･19･26･29〜31
市民文化会館 12/5･12･19･26･29〜31
公民館 12/5･12･19･26･28〜31 ※中央公民館は12/5･12・19は開館

※大田公民館は12/5･19は開館
市体育館 12/5･12･19･26･28〜31
いせはらサンシャイン・スタジアム R5.3/9まで休場
武道館 12/5･12･19･26･28〜31
行政センター体育館・弓道場 12/12･26･28〜31 ※体育館はR5.3/31まで一般利用を休止

危険物取扱者試験（乙種・丙種）
試験内容や会場など詳しくは、問い
合わせ先のホームページで確認を▪時
令和5年2月5日（日）・8日（水）・20日（月）
▪問消防試験研究センター神奈川県支
部 045-633-5051
▪担消防本部予防課 95-2118

就学援助・入学準備金を援助
経済的な理由で子どもを学校に通わ
せることが困難な世帯に、入学準備
金を支給します◇支給額=5万4060
円◇支給時期=令和5年2月予定▪対令
和5年4月に小学校へ入学する子ども
がいる世帯▪申9月発送の就学時健康
診断のお知らせに同封した申請書に
記入し担当へ▪締12月20日（火）
▪担学校教育課 74-5168

令和4年度明るい選挙ポスターコ
ンクール 県審査の結果
応募総数2123点の中から、優秀賞に
1人、佳作に14人が選ばれました。
優秀賞受賞者は次のとおりです（敬
称略）◇小学校の部=中澤知美（高部
屋小6年）
▪担選挙管理委員会事務局 74-5273

高齢者・障がい者の無料税務相談
高齢者や障がい者、成年後見対象者
の税務申告などについて相談を受け
ます※要予約▪時12月16日（金）、令和
5年2月10日（金）の午後1時30分〜3時
30分◇相談時間は1人40分以内▪場伊
勢原シティプラザ▪対市内在住の65歳
以上の人、市内在住の障がい者･児
とその親族など
▪担社会福祉協議会 94-9600

講座・教室
イベントなど

事業者が取り組む脱炭素経営支援
セミナー
脱炭素経営の理解を深め、実践に向
けた取り組みのためのセミナーで
す。詳しくは市ホームページ｢くら
しのガイド」→「エネルギー・地球温
暖化｣、または右のQRコー
ドからご確認を▪時12月15
日（木）午後2時〜4時▪場鈴
川会館▪申事業所名、担当
者名、参加人数、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
▪担環境対策課 94-4737 95-7613

kankyou@isehara-city.jp

10月 1月~10月
発　　生 25 184（−19）
死　　者  0   0（− 1）
負傷者計 29 220（−24）

内
訳

重傷  2   7（＋ 2）
軽傷 27 213（−26）

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）･23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★  5日（月）･19日（月）
13:30〜16:00 94-4716

消費生活相談 月曜日~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23日（金） 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★ 21日（水）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

市ホームページ

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。

※費用はすべて無料、★印は要予約
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かんたんスマホ教室
スマホアドバイザーが基本操作から
アプリの使い方まで教えます※複数
回の受講不可、スマートフォンは1
人1台貸出。内容は全て同じです▪定
各日20人（申込順）

日　時 会　場　▪場
12/14（水）
13:30〜15:30

成瀬公民館
95-1096

12/22（木）
10:30〜12:30

大山公民館
93-5708

R5.1/19（木）
10:30〜12:30

大田公民館
95-4375

R5.1/26（木）
13:30〜15:30

伊勢原南公民館
92-1210

R5.3/ 9（木）
10:30〜12:30

比々多公民館
92-6961

R5.3/15（水）
13:30〜15:30

高部屋公民館
94-3857

▪担社会教育課 93-7500

92-3500

ミニギャラリー
西
に し わ き

脇三
み ち お

千夫 油彩個展
▪時12月2日（金）〜13日（火）

おはなしばる〜ん（乳幼児向け）
▪時12月20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。

伊勢原市立図書館朗読会（50回記
念プログラム）
黒
くろやなぎ

柳徹
て つ こ
子「窓ぎわのトットちゃん｣�

▪時12月15日（木）午後1時30分〜3時30
分▪定30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

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

土･日曜日、祝日 10:30◎/13:30〇/
15:30★

12/24（土）・25（日） 10:30□/13:30△/
15:30◎

12/27（火）・28（水） 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」

○=�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」
□=�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「ハナビリウム」
◇=�親子･一般向け番組「この空に願いをこめ

て」※市立中学生は無料で観覧可能

神奈川県ゆかりの特定失踪者パネ
ル展示
拉致の疑いのある特定失踪者に関す
る資料を展示▪時12月14日（水）〜21日

（水）の午前8時30分〜午後5時▪場市役
所1階ロビー
▪担人権･広聴相談課 94-4716

いせはら男女共同参画フォーラム
｢アートの世界から考える わたした
ちの身近なジェンダー問題｣をテー
マに、東京女子大学准教授の竹

た け だ

田
恵
け い こ

子氏が講演（手話通訳、要約筆記、�
車いす席あり）▪時12月20日（火）午後1
時30分〜3時30分▪場市民文化会館大
ホール※当日受付。生後7カ月〜未
就学児の託児あり、希望する人は12
月12日（月）までに申し込みを
▪担人権･広聴相談課 94-4716

伊勢原市ヘルスメイト養成講座
食の知識やスキルを身に付けます。
内容など詳しくは、市ホームページ
｢健康・福祉」→「食育」→「事業｣また
は右のQRコードからご
覧ください▪時令和5年1月
6日（金）･13日（金）･19日

（木）･31日（火）、2月8日
（水）･22日（水）、3月3日（金）･9日（木）�
の全8回、午前10時〜午後1時（1月6
日、2月22日、3月3日・9日は正午まで）
◇8割参加で修了証あり▪場中央公民
館▪対市内在住で受講後に地域で食育
に関わるボランティア活動を実践で
きる人15人（申込順）※テキスト代が
かかります▪申住所、氏名、生年月日、�
電話番号を明記しFAXまたは電話で
担当へ
▪担健康づくり課 94-4616 93-8389

家族介護者の集い「ほっとサロン」
ボッチャで心身ともにリフレッシュ
▪時令和5年1月31日（火）午後2時〜3時
30分▪場伊勢原シティプラザ▪対家族の
介護をしている人12人（申込順）▪費
100円▪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▪締1月25日（水）
▪担南部地域包括支援センター
71-6616 94-5990

申し込みは、広報発行日の午前9時
から電話か直接担当へ。▪場の記載が
ない場合は▪担が会場です。

親子お飾りづくり講習会
お正月用の玄関飾りを作る▪時12月25
日（日）午前10時〜11時30分▪対小学生
以上の子と保護者20組（申込順）▪費1
組300円（複数作る場合は1個につき
300円追加）▪締12月16日（金）
▪担成瀬公民館 95-1096

お正月の生け花教室
お正月を華やかに彩りましょう▪時12
月27日（火）午後1時30分〜3時30分▪対
市内在住･在勤の人15人（申込順）▪費
2200円▪締12月16日（金）
▪担伊勢原南公民館 92-1210

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

電子申請ページ

市ホームページ

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。

マイナンバーカード出張申請サポート
　3月までの間、商業施設や公共
施設などに申請書の記入をサポー
トする窓口を順次開設します（写
真撮影無料）。詳しくは市ホーム
ページ「市政情報」→「マイナン
バーカード」から確認を※事前予
約不要。交付申請書をお持ちいた
だくと、待ち時間が短く済みます

日にち 会　場
12/�3(土)

イトーヨーカドー伊勢原店
12/�4(日)

12/10(土)
12/11(日)

イトーヨーカドー伊勢原店
ロイヤルホームセンター
伊勢原
スーパーアルプス
伊勢原下落合店
イオン伊勢原店

行政書士による申請サポート
　病気や障がい、高齢などにより
外出が困難であるといった理由
で、申請ができない人の支援を行
います。詳しくは県行政書士会秦
野･伊勢原支部･廣

ひろ

木
き

（ 090-4416-
4502）にお問い合わせください。
キャリアショップでの申請サポート
　QRコード付きの交付申請書を
持っていなくても、申請情報の入
力や写真撮影などをショップ店員
がサポートします。
実施店舗
◆ドコモショップ伊勢原店（桜台
1-20-11 75-8021）◆auショップ
伊勢原（桜台1-19-5 90-3388）◆
ソフトバンク伊勢原（伊勢原2-2-
22 97-7370）◆ソフトバンク伊勢
原R246（串橋349-16 90-1605）
▪担戸籍住民課 94-4713

マイナンバーカード申請サポート窓口のご案内
　12月末までに申請すると、最大2万円相当のポイントが付与されます。
お早めの申請がおすすめです。
　まだ申請していない人には、11月中旬以降から12月上旬にかけてQR
コード付き個人番号カード交付申請書が送付されます。

※�時間はいずれも午前10時〜午後6時(受
付は午後5時45分まで)。天候などによ
り、時間は変更になる場合があります

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 ●●

●コロナに負けるなスキーツアー
定員や費用など詳しくは問い合わせ
先へ◇集合･解散=伊勢原駅
川
か わ ば

場スキー場（群馬県）
▪時12月22日（木）�
斑
まだらお

尾スキー場（長野県）
▪時令和5年1月11日（水）~13日（金）
奥
おく

利
と ね

根スキー場（群馬県）
▪時令和5年2月7日（火）
玉
たんばら

原スキー場（群馬県）
▪時令和5年3月2日（木）
▪問山とスキーの会･中里

080-3588-0762
●ボランティアガイドと行こう、
岡崎義実と岡崎城址めぐり
岡崎義実が築いた岡崎城、後に北条
早雲と三浦氏の激戦の地を巡る▪時
12月23日（金）午前9時~午後0時10分
◇集合=伊勢原駅南口◇解散＝大句
バス停▪定30人（申込順）▪費400円▪申電
話かFAXで
▪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（電話は午後5時~7時）

●簡単シニアごはん教室
▪時12月14日（水）午前10時~11時▪場成瀬
公民館▪対65歳以上の人▪申住所、氏名、
電話番号を明記し電子メール、また
は電話で問い合わせ先へ※調理実習
はありません
▪問ポプラグループ･田嶋

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

●ひとり親家庭対象 食事支援
伊勢原産はるみ（お米2kg）を含め、
約5000円の食料品を配布▪時12月25日
（日）午後1時~2時▪場お食事処しいの
木（市役所1階レストラン棟）▪対市内
在住で18歳以下のお子さんがいるひ
とり親家庭の人80人（申
込順）▪申12月5日正午か
ら右のQRコードからお
申し込みを
▪問伊勢原市ひとり親福祉協会･田中

090-9379-9252

●● 会 員 募 集 ●●

●麻雀愛好会 牌
ぱ い

マージャンを一緒に楽しみませんか
◇事前申込不要▪時毎週火曜日午前11
時~午後3時▪場伊勢原南公民館▪費入
会金1000円、参加費1回400円
▪問堀

ほ り の う ち

之内
090-5302-7761

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）。

申請フォーム

ナイトミュージアム
昼とは違う夜の館内で工作やレクリ
エーションなどを楽しもう▪時12月27
日（火）午後6時〜8時▪対小･中学生と
保護者20組（1組5人まで。抽選での
受付）▪申子ども科学館ホームページか�
ら電子メールで担当へ※抽選後、当
選者に電子メールでお知らせします

天体観測会「クーデの日」☆
天体望遠鏡で惑星や星雲･星団を観
察▪時12月28日（水）午後6時〜6時30分、
午後6時30分〜7時▪定各回2組（1組5人
まで、抽選での受付）▪申12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


