
▪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

掲 示 板
第1263号　令和5（2023）年3月1日第1263号　令和5（2023）年3月1日 67

伊勢原市立図書館朗読会
大
おお

山
やま

淳
じゅん

子
こ

「あずかりやさん まぼろし 
チャーハン」より「ツキノワグマ」▪時3
月23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 電子申請ページ

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。

プラネタリウム投影番組
3月21日まで

土･日曜日、祝日 10：30〇/13：30◎/
15：30■

3月25日から

〇＝ 幼児･低学年向け番組「手ぶくろを買いに」
◎＝ 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」

土･日曜日 10：30△/13：30◎/
15：30■

3/28～4/5の火～木
曜日 13：30◎/15：30■

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

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3月29日（水） 
①午後7時～7時30分②午
後7時30分～8時▪定各回2組（1組5人ま
で、抽選）▪申3月8日（水）～15日（水）
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

3 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

令和5年度ごみと資源収集カレン
ダーを配布
ごみと資源の地区別の収集日を記載
した「ごみと資源収集カレンダー」を
作成しました。自治会加入世帯には
自治会を通じて配布します◇市役所
や各公民館、
市役所駅窓口
センターでも
配布するほか、 
市ホームペー
ジ「環境･衛生･ 
ごみ」からも入 
手･閲覧でき
ます
▪担環境美化センター 94-7502

市営住宅入居者を募集
市が定める住宅困窮理由などが必要
です。条件など詳しくは「募集のし
おり」で確認を◇一般世帯向け2戸＝
池端住宅1戸、峰岸住宅1戸◇身体障
がい者世帯向け1戸＝精進場住宅※
単身者向けの募集はありません
募集のしおり配布
▪時3月24日（金）まで▪場市役所2階の担
当、1階ロビー、市役所駅窓口セン
ター（夜間と土･日曜日、祝日は市役
所夜間窓口で配布）
入居申込受付
▪時3月22日（水）～24日（金）の午前9時～ 
正午、午後1時～5時▪場市役所2階2D
会議室
▪担建築住宅課 94-4782

伊勢原のオススメ度を教えてくだ
さい（webアンケートにご協力を）
シティプロモーションの基礎資料と
するため、「伊勢原を薦めたいか」と
いう推奨度などを伺います◇回答方
法＝市ホームページ「市へ 
のご意見webアンケート」 
から※右のQRコードから 
も回答可▪締3月15日（水）
▪担広報戦略課 94-4864

国際交流2023ホストファミリー募集
世界中から集まる若者たちを7月18日 
（火）～24日（月）に受け入れるホスト
ファミリーの募集説明会▪時①3月18
日(土)午後6時～②4月9日(日)午前10
時～③5月13日(土)午後6
時～▪場①③いせはら市民
活動サポートセンター②
中央公民館
▪問ワールドキャンパスいせはら･越水
090-2150-9477

▪担市民協働課 94-4714

市ノ坪公園テニスコートを全面改修
全4面の人工芝を張り替えました。
独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター「スポーツ振興くじ（toto･BIG）助
成金」を活用して実施したものです。

▪担スポーツ課 94-4632

ねんきんダイヤルをご活用ください
国民年金や厚生年金について相談で
きます◇固定電話･携帯電話から＝
0570-05-1165（ナビダイヤル）◇050 

で始まる電話から＝ 03-6700-1165
◇受付時間＝平日の午前8時30分～午 
後5時15分（月曜日は午後7時まで）、
第2土曜日の午前9時30分～午後4時※ 
基礎年金番号をご用意ください
▪担保険年金課 94-4520

会計年度任用職員（道路管理作業員） 
を募集
道路の維持管理作業を行う非常勤職
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
2階の担当で配布する募集案内で確
認を◇募集人数＝2人◇任用期間＝5 
月1日～令和6年3月31日▪締3月15日（水）
▪担道路整備課 94-4822

「統計の日」標語募集
10月18日の「統計の日」の周知を図る
ため、ポスターなどで活用する標語
を募集しています。応募方法など詳
しくは市ホームページ

「市政情報」→「統計」、
または右のQRコード
からご確認ください▪締
3月31日（金）
▪問総務省政策統括官室 03-5273-1144
▪担経営企画課 74-5608

生活困窮者の自立支援制度
働きたくても働けない、失業して家
賃が払えないなど生活全般にわたる
相談ができます◇家族からの相談も
受けます
自立相談支援事業
支援員が状況に応じた助言や支援を
行います。
住居確保給付金事業
離職などにより収入が減少した人に
家賃相当額を支援します※資産や収
入などの要件あり
就労準備支援事業
一般就労に向けた準備としての基礎
能力形成に係る支援を行います。
家計改善支援事業
専門スタッフが、家計改善に必要な
情報提供や助言･指導を行います。
▪担生活福祉課 94-4726

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･････････12期分
介護保険料･････････････12期分
後期高齢者医療保険料････9期分

●納期のお知らせ●3/1〜31

納期限 3月31日（金）図書館 3/6～10•13•20•22•27 3/7～10は資料特別整理休館

子ども科学館 3/6～10•13•20•22•27 3/7～10は施設点検休館

市民文化会館 3/6•13•20•27
公民館 3/6•13•20•21•27 ※中央公民館は3/6･13･20は開館

※大田公民館は3/6･20は開館
市体育館 3/6•13•20•27
いせはらサンシャイン・スタジアム 3/1～9•13•20•27
武道館 3/6•13•20•27
行政センター体育館・弓道場 3/13•27 ※体育館はR5.6/30まで一般利用を休止

講座・教室
イベントなど

市民活動ポスター展
サポセンフェスタで好評だった企画
が復活。市民活動団体が作成した約
50点のポスターを展示します▪時3月
28日(火)まで▪場市役所1階ロビー
▪担市民協働課 94-4714

特殊詐欺防止講習会
伊勢原警察署の協力による市民向け
講習会▪時3月15日（水）午後2時～3時
30分▪場中央公民館▪定
200人（申込順）※予
約制。車でのご来場
はご遠慮ください▪締
3月14日（火）
▪担市民協働課 94-4715

親子平和ツアー
しょうけい館と昭和館（東京都千代
田区）を見学▪時3月29日（水）正午～午
後5時30分◇集合＝市役所1階ロビー
▪対小学校4年生～中学生と保護者30
人（申込順）▪費大人1人300円（昭和館
の入館料）▪締3月17日（金）
▪担市民協働課 94-4714

老人福祉センター「趣味の教室」
▪時5月～令和6年3月の月1回※9月を除 
く▪場老人福祉センター阿夫利荘◇伊
勢原駅と伊勢原シティプラザからマ
イクロバスの送迎あり▪対市内在住で
60歳以上の人▪費年1500円（各教室）▪申
担当や社会福祉協議会、市役所1階の 
介護高齢課で配布する申込書に記入
し、FAXか直接担当へ▪締3月31日（金）
教室名 曜　日 時　間 定　員

カラオケ 第1金 10：00～
12：00 50人

陶芸 第1金
第3水

10：00～
15：00 各35人

絵手紙 第2火 10：00～
12：00 30人

書道 第2木 10：00～
15：00 50人

レクダンス
第3水

10：00～
12：00

各30人
民踊 13：00～

15：00

フラダンス 第4火 10：00～
12：00

囲碁
第4金 10：00～

15：00茶道

▪担老人福祉センター阿夫利荘
93-1006 93-0505

いせはらガーデンマルシェ
うまいものセレクト選定品など、市
の特産品を販売▪時3月5日（日）午前11
時～午後3時▪場柏木牧場（小稲葉）
▪担商工観光課 94-4729

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。

伊勢原美術協会展
絵画や版画、彫刻など、伊勢原美術協
会に所属する美術家の作品を展示▪時
3月6日（月）～12日（日）の午前9時～
午後5時30分（6日は午後5時まで、12
日は午後4時まで）
▪担社会教育課（中央公民館内）
93-7500

伊勢原市史を読む
資料編を読み、伊勢原地域の近代を
解説▪時①3月15日（水）②3月16日（木）
の午前10時～11時30分▪場①大山公民
館②比々多公民館▪対18歳以上の人各
日15人（申込順）
▪担大山公民館 93-5708
　比々多公民館 92-6961

早春の日向薬師と日陰道ウオーク
グリーン･インストラクターと一緒に 
草花などを観察▪時3月28日（火）午前9
時30分～午後2時40分▪場日向薬師周
辺◇集合･解散＝伊勢原駅北口バス
停前▪定20人（申込順）▪締3月22日（水）
※交通費実費
▪担伊勢原南公民館 92-1210

92-3500

おはなしばる～ん（乳幼児向け）
▪時3月14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。

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

1月
発　　生 19(＋5）
死　　者  0(±0）
負傷者計 24(＋8）

内
訳

重傷  2(＋2）
軽傷 22(＋6）

会場 相　　談 日　時 担　当

①

税務相談★ 14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)･31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★  3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 ●●

●服飾文化研究会
特別な道具を使わない、昔ながらの
着付けのけいこ◇見学随時受付▪時月
2回火曜日午前9時30分～11時30分▪場
アミューあつぎ（厚木市中町）▪対女性
▪費月1500円
▪問倉持 046-224-7805（午後7時以降）
●O･S麻雀クラブ
勝つことより楽しむマージャンを
モットーに▪時毎週金曜日午後1時～5
時▪場大田公民館▪費入会金1000円、月
500円
▪問川村 94-4080
●コール高森
日本屈指の指揮者･松村努先生の下、 
合唱を楽しみましょう◇費用など詳
しくは問い合わせ先へ▪時毎週金曜日
午前9時30分～午後0時30分▪場成瀬公
民館ほか▪対女性
▪問崎

さき

山
やま

090-9814-0914

●● イ ベ ン ト ●●

●伊勢原書道会展･児童半紙作品展
▪時3月18日（土）午後1時～5時、19日（日） 
午前10時～午後4時▪場中央公民館
▪問伊勢原市書道会･阿部 91-3178
●ボランティアガイドと行こう、
三嶋神社の枝垂れ桜と春の野草
善波地区、善波太郎の遺跡を訪ね、
桜と春の野草を楽しむ▪時3月24日（金） 
午前9時～午後0時30分◇集合＝伊勢
原駅北口、解散＝坪ノ内バス停▪定30
人▪費400円◇交通費自費、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（電話は午後5時～7時）
●早朝テニススクール（大人対象）
テニスを楽しく始めましょう。詳し
くは伊勢原市テニス協会ホームペー
ジをご覧ください▪時4月1日（土）･8日
（土）･15日（土）･23日（日）･30日（日）
の全5回午前6時～8時▪場チャンピオ
ンすずかわテニスコート（鈴川公園）
▪対テニス未経験者、初心者、経験3
年以内の初級者20人（申込順）▪費1回
1000円▪申電子メールで
▪問田中 090-5786-3706

isehara_t_1979@yahoo.co.jp

市ホームページ

申請フォーム

市ホームページ

―市役所での手続きは余裕をもって―
窓口の混雑緩和にご協力ください

土曜開庁をご利用ください
　第2･4土曜日の午前中は次の窓
口を開庁しています◇戸籍住民
課、保険年金課、子育て支援課、
収納課※一部、受付や当日処理が
できない事務がありますので、事
前に各担当窓口へご確認ください

郵送でも手続きができます
　次の手続きは郵送でも可能で
す。手続き方法など詳しくは、担
当か市ホームページでご確認くだ
さい◇転出届、住民票の写しの請
求、戸籍証明の請求、マイナンバー
カード交付申請書の請求

各種証明書の取得について
　住民票の写しや印鑑登録証明な
どの各種証明書は、市役所駅窓口
センターやコンビニエンスストア

でも取得できます。取得できる証
明書の種類や手続き方法など詳し
くは、担当か市ホームページでご
確認ください。
市役所駅窓口センター（伊勢原駅
自由通路内） 91-5833
【平日】午前9時30分～午後8時
【土･日曜日、祝日】午前9時30分～
午後5時
コンビニ交付
　個人番号カード（マイナンバー
カード）と暗証番号が必要です。
マルチコピー機が設置されている
全国のコンビニエンスストアで利
用できます。
証明書発行機（市役所1階ロビー）
　個人番号カード（マイナンバー
カード）と暗証番号が必要です。
【平日】午前8時30分～午後5時
【第2・4土曜日】午前8時30分～正午
▪担戸籍住民課 94-4713

　例年、3月下旬から4月上旬は引っ越しなどの手続きをする人が集中
し、市役所の窓口が混雑します。新型コロナウイルスの感染拡大防止
のためにも、混み合う時間帯を避ける、市役所以外で手続きをするな
ど混雑緩和にご協力をお願いします◇市役所1階「クルリン窓口」の順
番待ち人数や証明交付の呼び出し状況など市ホームページ「窓口混雑
状況」から確認できます

オンライン開催 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女性学研
究所准教授の竹田恵子さんが講演
◇YouTubeの市公式チャンネル、 
または右のQRコードからご覧く

ださい（手話通訳、字幕付き、申
込不要）◇視聴可能
日＝3月31日（金）まで
※通信に係る費用は視
聴者の負担になります
▪担人権･広聴相談課 94-4716

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）。

3月は自殺対策強化月間です
　心の病は誰しもがかかる可能性
があります。新型コロナウイルス
の影響は続いており、感染そのも
のの不安に加え、生活や仕事の変
化を強いられ、ストレスを感じてい 
る人も多いのではないでしょうか。
　3月は、例年自殺者が多い傾向
にあります。一人一人が身近にい
る人の様子を気にかけ、心のサイ
ンに気付くことが、命を守ること
につながります。
　市役所1階ロビーや各公民館な
どで、パンフレットや啓発物品を
配布しています。図書館1階には、
関連図書を設置したコーナーがあ
ります。
【相談窓口】
　一人で解決が難しい悩み事など
は専門機関に相談しましょう。

こころの電話相談（県精神保健福
祉センター） 0120-821-606
受付日時　平日の午前9時～午後8
時45分（年末年始を除く） 
横浜いのちの電話相談
045-335-4343　24時間受付
川崎いのちの電話相談
044-733-4343　24時間受付
いのちのほっとライン＠かながわ
青少年相談
　LINEアプリの「友
だち追加」の検索で
右のQRコードを読
み込み、トーク機能
でご利用ください。
受付日時　3月31日（金）までの日～ 
金曜日、午後5時～9時30分（祝日
を除く）
▪担障がい福祉課 94-4721

友だち登録


