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中学校作品展
さまざまな作品を展示◇入場自由
美術展
授業や部活動で制作した作品を展示
▪時1月20日（金）～22日（日）の午前9時～ 
午後5時▪場中央公民館
タンポポ展
特別支援学級の生徒による作品を展
示▪時1月28日（土）･29日（日）の午前10
時～午後4時▪場市民文化会館展示室
書き初め展
各校の優秀作品を展示▪時2月4日（土）･ 
5日（日）の午前10時～午後4時▪場中央
公民館
▪担教育センター 74-5253

エアロビクス教室
▪時1月～3月の毎週火･金曜日（1月3日･ 
6日を除く）、午前10時30分～11時30
分▪場市体育館▪対高校生以上の人各日
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

ミニバスケットボール教室
初心者から経験者までレベルに合わ
せて指導します▪時2月2日･9日･16日、 
3月2日･9日･16日の毎回木曜日･全6
回、午後6時～7時15分▪場市体育館▪対
小学校1年生～6年生30人（申込順）▪費
3000円▪申1月5日（木）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

申し込みは、1月5日（木）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。

人権セミナー「暗闇の中から見え
た光を追って」

「障がい者への偏見差別をなくし多
様性社会をめざして」をテーマに、
東京2020パラリンピック競泳で銀･
銅メダリストの富

とみ

田
た

宇
う

宙
ちゅう

氏が講演◇
申込方法など詳しくは、各公民館で
配布するチラシか電話で担当へ▪時2
月2日（木）午前9時30分～11時30分▪定
100人（申込順）▪締1月18日（水）
▪担中央公民館 93-7500

伊勢原市史を読む
資料編を読み、江戸時代の伊勢原（三
ノ宮の伯

お

母
ば

様
さま

村）を解説▪時1月19日（木） 
午前10時～11時30分▪対18歳以上の人
15人（申込順）
▪担比々多公民館 92-6961

恵方巻きづくり教室
健康志向の作り方を学ぶ※参加者の
調理･試食は行いません▪時1月28日

（土）午前10時～午後1時▪定15人（申込
順）▪締1月24日（火）
▪担伊勢原南公民館 92-1210

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。

1 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

会計年度任用職員（一般事務）を募集
国民健康保険制度に関する補助業務
を行う非常勤職員を募集します。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1階の担当で配布 
する募集案内で確認を◇任用期間＝
①4月3日（月）～14日（金）②4月11日

（火）～25日（火）◇募集人数＝各1人
◇申込期間＝1月4日（水）～16日（月）
▪担保険年金課 94-4728

土地区画整理事業の事業計画変更
の縦覧
伊勢原大山インター土地区画整理事
業の事業計画変更の内容を縦覧しま
す。事業に関係する土地などの権利
者は、神奈川県知事あてに意見書を
提出できます◇縦覧期間＝1月13日

（金）～26日（木）◇提出期間＝1月27
日（金）～2月9日（木）※日程は変更と
なる場合があります▪場いずれも市役
所2階の担当
▪担新産業拠点整備課 94-4769

学校給食用物資の納入業者を募集
令和5･6年度の業者を募集します。
現在登録していて継続を希望する場
合も2年に1度申請書類を提出してく
ださい◇対象物資＝生鮮物資全般、
調味料、乾物類など▪申市役所5階の
担当で配布する用紙に記入し直接担
当へ▪締1月12日（木）
▪担学校給食会事務局（学校教育課内）
74-5224

就学通知書が届かない人は連絡を
4月に小･中学校へ入学予定のお子さ
んがいる家庭に就学通知書を送付し
ます。1月31日（火）までに届かない
場合は担当へ連絡を。また、私立な
どの学校に入学する場合は、入学許
可書を持参し市役所5階の担当へ届
け出をしてください。
▪担学校教育課 74-5168

地域福祉についてみんなで考えよう
第5期地域福祉計画の策定にあたり、 
意見を交わすワークショップ▪時1月13 
日（金）午後6時～8時▪場伊勢原シティ
プラザ▪対18歳以上の人40人（申込順）
▪申住所、氏名、年齢、性別、電話番
号を明記し電子メール、または直接
市役所1階の担当へ▪締1月10日（火）
▪担福祉総務課 94-4718

f-soumu@isehara-city.jp

市民の森ふじやま公園の駐車場と
トイレの利用を一時休止します
トイレ改修工事のため、1月10日（火） 
から3月末まで駐車場およびトイレ
の利用はできません◇詳しくは市
ホームページ｢産業･まちづくり｣→
「公園整備｣をご確認ください
▪担みどり公園課 94-4759

不登校相談会
県教育委員会がフリースクールなど
と連携した相談会▪時2月4日（土）午後
1時～4時30分（受付は午後0時30分～
4時）▪場小田原合同庁舎（小田原市荻
窪）▪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

シルバー人材センター入会説明会
健康で働く意欲のある入会希望者は
出席を▪時1月13日（金）午前9時～正午
▪場伊勢原シティプラザ▪対市内在住で
60歳以上の人▪申電話で
▪担シルバー人材センター 92-8801

講座・教室
イベントなど

いせはらガーデンマルシェin駅前
うまいものセレクト選定品など、市
の特産品を販売▪時1月8日（日）午前11
時～午後3時▪場伊勢原駅北口暫定タ
クシー待機場
▪担商工観光課 94-4729

令和5年4月採用の市職員を募集
環境整備員（任期付短時間31時間勤
務）を募集します。受験希望者は、
受験案内を確認の上、申込書を郵送
で提出してください。受験案内や申
込書は市ホームページ｢職員採用｣か
ら入手できます※年齢や資格などの
要件はありません。地方公務員法第
16条（欠格条項）に該当する人は受験
不可◇募集人数＝3人◇任用期間＝4
月1日～令和6年3月31日▪締1月31日（火） 
※消印有効
▪担職員課 94-4873

就職面接会
ふるさとハローワークによる面接会
▪時1月27日（金）午後2時～4時▪場伊勢
原シティプラザ◇事前予約制
▪問ふるさとハローワーク 95−5652
▪担商工観光課 94-4732

学校体育施設開放登録説明会
令和5年度に小･中学校の体育館やグ
ラウンドの利用を希望する団体の代
表者は必ず出席を※利用を中止する
団体は鍵を返却してください▪時1月
26日（木）午後7時～◇受付開始は午
後6時30分～▪場市民文化会館大ホー
ル▪対市内在住･在勤･在学の人が過半
数を占める10人以上の団体
▪担スポーツ課 94-4632

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････････4期分
国民健康保険税･･････････10期分
介護保険料･･････････････10期分
後期高齢者医療保険料･････7期分

●納期のお知らせ●1/1〜31

納期限 1月31日（火）図書館 1/1～3･10･11･16･23･30
子ども科学館 1/1～3･10･11･16･23･30
市民文化会館 1/1～3･10･16･23･30
公民館 1/1～4･9･16･23･30 ※中央公民館は1/16･23は開館

※大田公民館は1/16は開館
市体育館 1/1～4･16･23･30
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 1/1～4･16･23･30
行政センター体育館・弓道場 1/1～4･9･23 ※体育館はR5.3/31まで一般利用を休止

統計グラフコンクール作品展
市審査および県審査において入選し
た小･中学生の作品をウェブ上に掲
載します。市ホームページ「市政情
報」→「統計」、または右
のQRコードからご覧に
なれます▪時1月16日（月）～ 
27日（金）
▪担経営企画課 74-5608

多文化共生セミナー「外国人が困っ 
ていることって何だろう?」
日本に居住する外国人住民が抱える
問題について考える▪時①2月4日（土）

【入門編】②2月25日（土）【実践編】の
午後2時～3時30分▪場中央公民館▪定各
回180人（申込順）◇対面40人、オン
ライン（Zoom）140人▪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1日（水） 
②2月22日（水）
▪問かながわ国際交流財団
045-620-5045

▪担市民協働課 94-4714

COOL CHOICEいせはらのイベント
地球温暖化防止につなげる取り組み
を行います▪申1月4日（水）から住所、
氏名、年齢、電話番号を明記し電子
メール、または電話で担
当へ◇電子メールの場合
は件名に講座名を記入し
てください※右のQRコー 
ドからも申請できます
エコドライブ講習会＆診断
日産自動車の「電気自動車リーフ」に
試乗して、エコドライブの技術を身に 
付ける▪時1月29日（日）①午前10時～
正午②午後1時～3時30分※所要時間
は1時間程度▪場総合運動公園▪対運転
免許証を所持している人①4人②6人

（申込順）
エコ・クッキング
地場産食材などを使った時短料理を
作る▪時2月19日（日）午前10時30分～
午後2時▪場厚木ガス伊勢原支店（伊勢
原1丁目）▪定10人（申込順）▪費1000円
▪担環境対策課 94-4737

kankyou@isehara-city.jp

福祉展
高齢者や障がい者の作品を展示▪時1
月11日（水）～13日（金）午前9時～午
後4時（11日は午後1時～、13日は午
後3時まで）▪場中央公民館
▪担福祉総務課 94-4719

ひきこもり当事者のための居場所
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1月12日（木）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

日赤救急法講習会
AEDの使い方や心肺そ生、応急手
当の方法を学ぶ▪場市役所2階2C会議
室▪対15歳以上の人各回20人（申込順）
▪申希望講座、住所、氏名、電話番号
を明記しFAX、または電話で担当へ
▪締1月20日（金）
基礎講習
▪時2月11日（土）午前9時30分～午後1
時30分▪費1500円
救急員養成講習（基礎講習修了者向け）
▪時2月11日（土）･18日（土）･19日（日）
の全3回、午前9時30分～午後5時30
分（11日は午後2時30分～）▪費1800円
▪担日赤伊勢原市地区事務局（福祉総
務課内） 94-4718 95-7612

家族介護者教室「介護保険制度と
お金のはなし」
「介護状態になっても大切な人生は
続く」をテーマに、保険会社の社員と 
地域包括支援センターの職員が解説
▪時2月4日（土）午後2時～4時▪場伊勢原
シティプラザ▪対高齢者の介護をして
いる人か65歳以上の人20人（申込順）
▪担介護高齢課 94-4725

探鳥会
グリーン･インストラクターと相模原 
貯水池や県立相模原公園で冬の野鳥
を感

かん

察
さつ

▪時1月29日（日）午前9時20分～
午後3時◇集合＝JR
相模線原

はら

当
たい

麻
ま

駅東口
※雨天中止▪定30人（申 
込順）
▪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

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1月29日（日）午前
10時～正午◇集合･解散＝いせはら
塔の山緑地公園パークセンター※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

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①1月22日（日）②1月28日（土）③2
月12日（日）の午前10時～午後2時（受
付は午後1時30分まで）▪場①伊勢原南
公民館②成瀬コミュニティセンター
③伊勢原シティプラザ
▪担社会福祉協議会 94-9600

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

11月 1月~11月
発　　生 14 198（−36）
死　　者  0   0（− 1）
負傷者計 14 234（−44）

内
訳

重傷  1   8（＋ 1）
軽傷 13 226（−45）

会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 17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）

 6日（金）･13日（金）･20日
（金）･27日（金）13：00～
16：00

行政相談★ 18日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 19日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 12日（木）13：00～16：00
行政書士相談★ 23日（月）13：30～16：00
社会保険労務士相談★ 11日（水）13：30～16：00
人権相談★ 16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20日（金） 25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★ 11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★ 18日（水）16：00～18：00

③ 精神保健福祉･認知症相談★  6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

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、手洗いなどの予防対策にご協力ください。

※費用はすべて無料、★印は要予約

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 ●●

●伊勢原混声合唱団
9月演奏会に向けて団員募集中◇練
習見学歓迎、初心者可▪時毎週土曜日
午後6時30分～8時40分▪場伊勢原南公
民館▪費月3500円
▪問中野 090-1763-5688

●● イ ベ ン ト ●●

●ボランティアガイドと行こう
▪定各回30人（申込順）※雨天中止、交
通費実費▪申FAXまたは電話で
日向薬師 初薬師
初薬師にお参りしましょう▪時1月8日
（日）午前8時45分～午後0時30分◇集
合＝伊勢原駅北口、解散＝日向薬師
境内▪費700円（拝観料含む）
二宮 菜の花
早咲きの菜の花と水仙を楽しみま
しょう▪時1月31日（火）午前9時30分～
午後2時◇集合＝JR二宮駅南口、解
散＝二宮駅北口▪費400円
▪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）

●丹沢歌劇団オペラ･ガラ･コン
サート｢丹沢病棟24時｣
新春初笑いコンサート▪時1月7日（土）
午後1時30分～▪場市民文化会館小ホー 
ル▪費3000円▪申電子メールか電話で
▪問丹沢歌劇団･武田 090-2989-0145

tanzawa.opera.company@
gmail.com
●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1月22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1月5日（木）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
●2023ニューイヤーコンサート
第11回ワルツ&ベートーヴェン交響
曲第九番「合唱付」（プロオーケスト
ラと）▪時1月22日（日）午後2時～▪場市
民文化会館大ホール▪費2500円（高校
生以下1000円、当日券は2800円、高
校生以下1300円、全席自由） 
▪問伊勢原第九合唱団実行委員会･木下
95-7307

申請フォーム

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
1月9日（月）まで

1月14日（土）から

1/4（水）～6（金） 13：30△/15：30◇

1/7（土）～9（月） 10：30□/13：30△/
15：30◇

土･日曜日、祝日 10：30□/13：30△/
15：30◎

△＝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
□＝ 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」

天体観察会「クーデの日」☆
天体望遠鏡で惑星や星雲･星団を観察 
▪時1月27日（金）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1月11日（水）午
前9時～午後5時に子ども科学館ホー
ムページから電子メールで担当へ※
中学生以下は保護者同伴。雨天･曇
天時は中止

92-3500

ミニギャラリー
木村たくみ小

しょう

品
ひ ん

展
て ん

▪時1月5日（木）～15日（日）

おはなし会
おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時1月20日（金）･31日（火）午前11時～
11時30分▪定20人（申込順）
なないろらんぷ（年長児以上）
▪時1月28日（土）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
朝
あ さ

井
い

まかて「福袋」▪時1月26日（木）午
後1時30分～3時▪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

申請フォーム

市ホームページ

電子申請ページ

県ホームページ

市ホームページ

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。

　第1259号　令和4（2022）年12月15日号1
面｢『いせはら景観写真展』の受賞作品｣に
掲載した一般の部の観光協会会長賞受賞
者の氏名に誤りがありました。
　お詫びして訂正いたします(敬称略)。
　誤：高山明昭　正：高山明照

大山猪
じ び え

鹿フェアを開催中
　3月31日（金）まで大山地域でジ
ビエが食べられるフェアを開催し
ています。実施店舗など詳しくは
市役所2階の担当などで配布する
チラシか市ホームペー
ジ｢伊勢原観光ガイド」、 
または右のQRコード
からご覧ください。
▪担商工観光課 94-4729

市ホームページ


