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顔ヨガ教室
顔の表情筋を動かすことで、リンパ
や血流を改善し、むくみを解消して
いきます▪時3月2日（木）･9日（木）の全
2回、午後１時30分～2時30分▪場市体
育館▪対高校生以上の人24人（申込順）
▪費１000円
▪担“元気な伊勢原づくり”共同事業体
92-3536

92-3500

おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時2月7日（火）･2１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
荻
おぎ

原
わら

浩
ひろし

「海の見える理髪店」、ブル
フィンチ「ギリシア･ローマ神話」よ
り「オデュセウスの冒険」▪時2月１9日
（日）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

雑誌のスポンサーを募集
雑誌の年間スポンサーになる法人を
募集しています。詳しくは図書館の
ホームページをご覧ください。

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
2月19日（日）まで

2月23日（木）から

土･日曜日、祝日 １0：30〇/１3：30◎/
１5：30■

土･日曜日、祝日 １0：30□/１3：30〇/
１5：30◎

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｢ハナビリウム｣
■＝�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｣
□＝幼児･低学年向け番組｢手ぶくろを買いに｣

天体観察会「クーデの日」☆
天体望遠鏡で惑星や星雲･星団を学
ぶ▪時2月28日（火）午後6時30分～7時、
午後7時～7時30分▪定各回2組（１組5人
まで、抽選での受け付け）▪申2月１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※
中学生以下は保護者同伴。雨天･曇
天時は中止

2 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

市役所エレベーター横の有料広告を
募集
必要書類など詳しくは、市役所3階
の担当か市ホームページ「募集」で確
認を◇掲載場所＝エレベーター横の
壁面（１～5階）◇規格＝縦50cm以内
×横70cm以内◇掲載期間＝3月１6
日（木）から１年間�◇広告料＝見積も
り合わせによる※別途使用料として
１枠につき年額１万円▪申担当で配布す
る申込書に
記入の上、
必要書類と
見積書を添
えて担当へ
▪締 2月１5日

（水）午後3時
▪担管財契約検査課 94-5020

固定資産評価審査委員会委員の再任
三
みつ

野
の

光
みつ

髙
たか

氏の任期満了に伴い、市長
は議会の同意を得て、１2月22日付け
で三野氏を再任しました。任期は令
和7年１2月2１日までの3年間です。
▪担市民税課 74-5428

償却資産の申告を
令和5年１月１日現在、事業用に使用
している土地･家屋以外の資産を所
有する人は、償却資産の申告をして
ください。新しく市内で事業を始め
た人や資産を取得した人で、申告書
が届いていない場合は担当へ。
▪担資産税課 74-5469

伊勢原市森林整備計画（案）樹立の
縦覧
期間中は意見書が提出できます◇縦
覧期間＝2月8日（水）～3月8日（水）▪場
市役所2階の担当
▪担農業振興課 94-4676

会計年度任用職員を募集
市役所業務の事務補助や専門的な業
務を行う非常勤職員を募集します。
勤務条件や応募方法など詳しくは、
市ホームページ「職員採用」か各担当
で配布する募集案内で確認を。
一般事務
◇従事内容＝①簡単なパソコンによ
るデータ入力、資料作成②有害鳥獣
対策に係る現場作業◇募集人数＝１
人◇任用期間＝5月１日～１2月3１日▪締
2月１0日（金）
▪担農業振興課（市役所2階） 94-4664
児童生徒指導補助員
◇従事内容＝小･中学校における教
育活動の補助業務◇募集人数＝若干
名◇任用期間＝4月１日～令和6年3月
3１日▪締2月8日（水）
▪担教育指導課（市役所5階） 74-5243

県障害者スポーツ大会の参加者募集
競技内容や会場など詳しくは、問い
合わせ先へ▪対県内在住で１3歳以上の
身体･知的･精神障がい者▪申市役所１
階の担当で配布する申込書に必要事
項を明記し、問い合わせ先に郵送
（〒22１-0825横浜市神奈川区反町3-�
１7-2�神奈川県社会福祉センター内）
で◇申込書は問い合わせ先のホーム
ページからも入手可能

競技名 日程 申込期限
ボウリング
（知的）

4/�9（日） 2/１3（月）
アーチェリー
（身体）
フライングディ
スク（身体･知的） 4/１6（日） 2/20（月）

陸上（知的） 4/23（日） 2/27（月）

陸上（身体） 5/１4（日） 3/20（月）

水泳（身体･知的） 7/�9（日） 5/１5（月）

卓球（精神） 令和6年
１/１9（金）

１１/20（月）
卓球（身体･知的） 令和6年

１/2１（日）

ボッチャ（身体） 令和6年
2/23（金）１2/１8（月）

▪問県身体障害者連合会
045-3１１-8736 045-3１6-6860

▪担障がい福祉課 94-4720 95-76１2

2/15 全国一斉Jアラート試験放送
国から発信される地震や武力攻撃な
どの緊急情報を確実に伝達するた
め、防災いせはらのスピーカーから
チャイムと音声が流れます※サイレ
ン音はなし▪時2月１5日（水）午前１１時
※中止の場合は市ホームページ、く
らし安心メールでお知らせします
▪担危機管理課 94-4865

令和5年中における延滞金などの割合
地方税法における令和5年中の延滞
金や還付加算金の割合は次のとおり
です◇延滞金（納期限の翌日から起
算して１カ月を経過する日までの期
間）＝2.4％◇延滞金（納期限の翌日か
ら起算して１カ月を経過する日の翌
日以後）＝8.7％◇還付加算金＝0.9％
▪担収納課 74-5495

国民年金の支払いは口座振替やク
レジットカードでの前納がお得です
一定期間分をまとめて前納すると国
民年金保険料が割引されます。口座
振替やクレジットカードで前納割引
を利用する人は、2月末までに問い
合わせ先へお申し込みください◇市
役所で申し込む場合は2月20日（月）
まで
▪問平塚年金事務所 22-１5１5
▪担保険年金課 94-4520

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

国民健康保険税･････････１１期分
介護保険料･････････････１１期分
後期高齢者医療保険料････8期分
清掃手数料（し尿）･････１2･１月分

●納期のお知らせ●2/1〜28

納期限 2月28日（火）図書館 2/1•6•13•14•20•24•27
子ども科学館 2/1•6•13•14•20•24•27
市民文化会館 2/6•13•20•27
公民館 2/6•11•13•20•23•27 ※中央公民館は2/6･１3･20は開館

※大田公民館は2/6･20は開館
市体育館 2/6•13•20•27
いせはらサンシャイン・スタジアム 3/9まで休場
武道館 2/6•13•20•27
行政センター体育館・弓道場 2/13•27 ※体育館は6/30まで一般利用を休止

愛の献血
▪時①2月6日（月）午前１0時～午後0時
30分、午後2時～4時②2月１１日（土）
午前１0時～正午、午後１時45分～4時
▪場①市役所②MIプラザ
▪担健康づくり課 94-4609

国民健康保険･後期高齢者医療制
度の傷病手当金を延長
新型コロナウイルス感染症に感染ま
たは感染が疑われる加入者に対する
手当の支給対象期間を3月3１日（金）
まで延長しました。要件などに変更
はありません。詳しくは各担当へ。
▪担保険年金課
94-4728（国民健康保険）

　94-452１（後期高齢者医療制度）

医師の救急車同乗による医療行為
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、救命の向上
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

石田小学校特別教室の一般開放使
用説明会
令和5年度に利用を希望する団体の
代表者は必ず出席を▪時2月2１日（火）
午後6時～▪場中央公民館▪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
▪担社会教育課 93-7500

講座・教室
イベントなど

伊勢原市少年少女音楽祭
プロのオーケストラ演奏と子どもた
ちのさわやかな歌声によるコンサー
ト▪時2月5日（日）午後2時～▪場市民文化
会館大ホール▪定450人（先着順）◇全
席自由
▪担市民文化会館 92-2300

探鳥会
グリーン･インストラクターと一緒
に総合運動公園周辺の野鳥や里山の
自然を観察▪時2月25日（土）午前9時30
分～午後3時※雨天時は2月26日（日）
に延期◇集合＝市体育館前▪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一緒
に、県立いせはら
塔の山緑地公園の
植物や生き物を観
察▪時2月26日（日）
午前１0時～正午◇集合＝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

普通救命講習会Ⅰ
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3月4日（土）午前
9時～正午▪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）▪申市ホームページ「防災･消
防･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◇右
のQRコードからも申込
可▪締2月22日（水）
▪担警防救急課 95-9１44

いせはら歴史解説アドバイザー養
成講座
文化財や歴史を解説する人材の養成
▪時3月１日（水）～2年間の毎月第１･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2月
20日（月）
▪担教育総務課 74-5１09

第20回いきいきシニア伊勢原まつり
学ボラサークルの民舞、甲冑隊の演
舞、地元歌手などが出演▪時2月１2日

（日）午後１時30分～◇入場自由▪場中央
公民館
▪問いせはら生涯学習ボランティア協
会･三上 95-0807
▪担社会教育課 93-7500

市民音楽会
市音楽家協会と賛助出演者による手
作りクラシック音楽会▪時3月5日（日）
午後１時30分～◇入場自由▪場市民文化
会館大ホール
▪担社会教育課 93-7500

明るい選挙啓発ポスターコンクー
ル作品展（オンライン）
市審査および県審査において入選し
た小･中学生と高校生の作品を、ウェ
ブ上に掲載します。市ホームページ

「子育て・教育」→「各種コ
ンクール」か右のQRコー
ドからご覧ください▪時2
月１日（水）～28日（火）
▪担選挙管理委員会事務局 74-5273

障がいのある人の暮らしを考える
講演会
「意思決定支援と成年後見制度」を
テーマに東洋大学の高

たか

山
やま

直
なお

樹
き

教授が
講演▪時2月24日（金）午後１時30分～3
時30分▪場伊勢原シティプラザ▪定50人
（申込順）▪申電話で
▪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

12月 1月~12月
発　　生 １9 2１7（−46）
死　　者  0   0（− １）
負傷者計 24 258（−58）

内
訳

重傷  2  １0（＋ 2）
軽傷 22 248（−60）

会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 2１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）

�3日（金）･１0日（金）･１7日
（金）･24日（金）１3：00～
１6：00

行政相談★ １5日（水）１3：30～１6：00
不動産相談★ １6日（木）１3：30～１6：00
司法書士相談★ �9日（木）１3：00～１6：00

行政書士相談★ １3日（月）・27日（月）
１3：30～１6：00

社会保険労務士相談★ �8日（水）１3：30～１6：00
人権相談★ 20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１7日（金） 22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★ �8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★ １5日（水）１6：00～１8：00

③ 精神保健福祉･認知症相談★ �2日（木）・9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

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

●● 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
曾我兄弟の里と下曽我の梅林
▪時2月１6日（木）午前9時30分～午後2時
30分◇集合･解散＝JR御殿場線・下
曽我駅▪費400円
大山街道 渡辺崋山の歩いた小園
村お銀の里（綾瀬市）
▪時2月24日（金）午前9時30分～午後3
時◇集合＝相鉄線・さがみ野駅、解
散＝海老名中央公園▪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）

●甲冑展示会
会員労作の甲冑を約60領展示▪時2月
24日（金）～26日（日）午前9時～午後5
時（24日は午後１時～、26日は午後4
時まで）▪場中央公民館◇甲冑教室の
生徒を募集中（▪定１5人、申込順）
▪問伊勢原手作り甲冑隊･若林

95-2385

●● 会 員 募 集 ●●

●伊勢原スクエアダンスクラブ
初心者教室◇１カ月無料体験あり。
男女不問▪時2月から毎週火曜日午後3
時～5時▪場中央公民館ほか▪費月500円
▪問早乙女 090-8725-１784

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。2カ月前が土・日
曜日、祝日の場合は翌開庁日から
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。会員募集は年度に１回の掲載
とします。
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50cm50cm
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電子申請ページ

電子申請ページ

県統計グラフコンクール
（応募総数＝375点）
◇佳作＝白石彩珠（成瀬小6年）
▪担経営企画課 74-5608
市中学生人権作文コンクール

（応募総数＝38１点）
◇最優秀賞＝山本怜奈（伊勢原中2
年）、廽帆花（同）◇優秀賞＝平畠温
斗（山王中3年）、髙橋希寧（中沢中
2年）、石坂まり（同）、大島咲帆（同）
市中学生人権ポスターコンクール

（応募総数＝57点）
◇最優秀賞＝大舘心衣菜（山王中3
年）柗嶌そら（成瀬中2年）◇優秀

賞＝竹内結菜（山王中2年）、大津
萄子（同１年）、兵庫輝星（同）
▪担人権･広聴相談課 94-47１6
県福祉作文コンクール

（応募総数＝56１１点）
小学生の部
◇優秀賞＝山本伊吹（比々多小6年）
中学生の部
◇最優秀賞（神奈川県教育長賞）＝
辻本耀清（伊勢原中１年）◇優秀賞＝
須藤寿友（成瀬中3年）、岩間堅之丞
（山王中3年）◇準優秀賞＝原樹（山
王中3年）、古郡華（伊勢原中3年）
▪担福祉総務課 94-47１8

　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
◇活動場所＝市内の都市公園か担
当が管理する緑地◇報奨金または
消耗品の支給、花苗の提供あり
申し込み　電話で担当へ
▪担みどり公園課 94-4759

　令和4年１2月１１日（日）に総合運
動公園で行われた市民走れ走れ大
会。各部門の優勝者は次の通りで
す（敬称略）
小学生（2km）◇5年生男子の部＝
下林栄大（緑台少年野球教室）7分
35秒◇5年生女子の部＝神崎真桜

（高部屋少年野球部）9分40秒◇6年
生男子の部＝金子飛仁（石田小学
校）7分１8秒◇6年生女子の部＝小
倉南知花（成瀬サッカー少年団）8分
20秒
中学生（3km）◇男子の部＝西村
優斗（山王中学校）9分52秒◇女子
の部＝藤井香椰乃（伊勢原中学校）
１2分32秒
一般男子（5km）◇29歳以下の部＝

森屋源太（関東学院大学）１5分5１秒
◇30歳代の部＝雫石啓祐（KPP伊
勢原）20分40秒◇40歳代の部＝草
薙眞一郎（SC丹沢秦野）１8分00秒
◇50歳代の部＝小林和仁（伊勢原
サンデージョギング）１8分45秒◇
60歳以上の部＝山田徳政24分53秒
一般女子（5km）◇森規里子22分
26秒

▪担スポーツ課 94-4628

各種コンクールの審査結果

公園愛護会を募集しています

215人が完走　市民走れ走れ大会

撮影／田中純一さん（市民広報カメラマン）

天文工作教室
太陽系カレンダーを作って、惑星�
の動きを学ぶ▪時2�
月１9日（日）午前１0�
時～正午▪対小･中
学生と保護者8組

（１組4人程度、抽選での受け付け）
▪申2月8日（水）までに子ども科学館
ホームページから電子メールで


