
 

1/8（日）消防出初式@総合運動公園自由広場 

伊勢原市長 定例記者会見 
令和５年１月２４日(火)11:00～ 伊勢原市役所２C会議室    

 
 

市長発表 

１ 令和５年度当初予算編成の状況      （資料１） 

２ 「大山こまの製作技術」が国の文化財に      （資料２） 

３ 道端カレンさんなど豪華ゲストランナーが多数参加！第３８回大山登山マラソン大会  （資料３） 
 
 

イベント等 

・ 節分祭         （資料４） 

・ 「伊勢原四季のポストカード」発売（伊勢原市観光協会） 
 
 

ちらし等配付のみ 

・ 令和 5年度伊勢原市長定例記者会見日程表 

・ スポーツイベントカレンダー（２月） 

 
 
 

伊勢原市企画部広報戦略課 ℡（0463）94-4864 



 

 

 

令和５年度当初予算編成の状況 

 

１ 予算規模 

  
R5当初 R4当初 

(a)   (b) （ａ）－（ｂ） 

一般会計 350億円 前後 347億円 + 3億円 

特別会計 195億円 前後 193億円 + 2億円 

公営企業会計 65億円 前後 61億円 + 4億円 

 
 

２ 一般会計の令和 4年度当初予算との比較 

（１）歳入  

ア 市税・・・市税総体では、増額の見込み        

・個人市民税は、新型コロナウイルス感染症等に伴う経済活動の停滞に持ち直しが見込まれるこ

とによる給与所得などの増 

・法人市民税は、市内主要法人の増収見込による増 

・固定資産税は、設備投資の増加及び新増築家屋の増加や商業地等の負担軽減措置の終了な

どによる増 

イ 市税以外の主な一般財源 

・臨時財政対策債が減少する見込み 

 

（２）歳出  

ア 義務的経費 

・人件費、扶助費は増加、公債費は減少する見込み 

イ 投資的経費        

・都市計画道路の計画的整備のほか、新たな産業基盤の創出に引き続き、取り組む 

・建設事業は、令和 4年度の国補正予算を活用し、R4年度 3月補正と一体的に取り組む 

ウ その他        

・第 6次総合計画の開始年度として、実施計画に位置づける重点事業などの事業内容や事業規

模について最終調整中        

 

 

 

問い合わせ先  財政課（電話０４６３－９４－４８６2）  

資料１ 



 

 

 

「大山こまの製作技術」が国の文化財に 

文化審議会は、令和 5年 1月 20日に開催された文化審議会文化財分科会において、「大山こま

の製作技術」を「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択することについて、文化庁

長官へ答申しました。 

県内では、令和 4年に選択された「箱根の湯立獅子舞」や平成 20年に選択された「大磯の七夕行

事」に引き続き 9例目となりますが、本市では初となります。 

他の地域で製作される「こま」とは異なる独特の形状や彩色等から、その製作技術が文化財として

評価され、平成 29年に市の文化財に指定しています。 

この特徴的な製作技術について、地域的特色が顕著であり、我が国における挽物や木工品製作の

技術を理解する上で重要であると評価され、国の文化財に選択されることとなりました。 

今後は文化庁や県からの支援のもと、報告書等の記録作成を進めていくことが想定されます。 

 

※後日改めて、職人による製作の様子などが取材できる場を設定させていただく予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

問い合わせ先  教育総務課文化財係（電話０４６３－７４－5109）  

資料２ 

■ 伊勢原市としては初の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」 

■ 市内大山地区において継承されてきた木工土産品「大山こま」 



 

 

 

道端カレンさんなど豪華ゲストランナーが多数参加！ 

第３８回大山登山マラソン大会 

 

伊勢原駅北口鳥居前をスタートし、ゴールの大山阿夫利神社下社まで標高差 650m、1,610段の

石段や急登が待ち受けるハードなコースに、全国から健脚自慢が集まる大山登山マラソン大会。モデ

ルでトライアスリートでもある道端カレンさんや、オリンピック・世界陸上に出場経験のあるアスリート

など、計 7名の豪華ゲストランナーをお迎えし、４年ぶりに開催します。この度、参加予定ランナーが決

定するとともに、大会に向け、各ゲストランナーからコメントが届きました。 
 

１ 実施主体  

大山登山マラソン大会実行委員会（髙山松太郎大会会長、久保薗晃一実行委員長） 
 

２ 開催日時 

令和 5年 3月 12日(日) 雨天実施 

午前 10時～ 男子 50歳代・男子 60歳以上 

午前 10時 30分～ 男子 40歳代・女子 39歳以下・女子 40歳以上 

午前 11時～  男子 30歳代・男子 29歳以下 
 

３ 参加予定ランナー数  

2,001人（男子 1,7１７人、女子 284人）  最高齢者 95歳・男性、最年少者 16歳・男性 

最北参加者 北海道・男性、最南参加者 福岡県・男性 
 

４ ゲストランナー ※敬称略 

道端カレン、大島めぐみ、市川良子、赤羽有紀子、福士加代子、中村友梨香、重友梨佐 
 

 （添付資料：各ゲストランナーからのコメント、大会リーフレット） 

問い合わせ先  スポーツ課（電話０４６３－９４－４628）  

資料３ 



 

第３８回大山登山マラソン 各ゲストランナーからのコメント 
 

道端カレンさん 

 

大島めぐみさん 

 

市川良子さん 

 

赤羽有紀子さん 

コロナ禍で延期が続いておりましたが、変わらず大会をとても

楽しみにしております。ご参加くださる選手の皆さま、一緒に良い

思い出にしましょう！ 

 

コロナ禍での大山登山マラソン開催までには関係者皆様のご

尽力とご苦労があったことと思います。これまでの想いを胸に参

加者の皆様と共に、心臓破りのコースを存分に楽しませて頂きま

す！ 

4年ぶりの大山登山マラソン大会の開催をとても楽しみにして

おります。標高差 650ｍ、9キロを登り続ける過酷なコースを完

走できるかは少し不安ですが、ランナーの背中を温かい声援で押

してくれる沿道の皆さんのお力をかりて、参加される強い身体と

精神を持ったランナーの皆さんと一緒にフィニッシュ後の達成感

と絶景を目指して駆け上がりたいと思っています。 

大会を開催いただく関係各位に感謝申しあげると共に、関わる

全ての方が笑顔で帰路につかれることをお祈り申し上げます。 

新型コロナウイルスの影響でこの３年間は大会が中止となって

しまい、非常に残念に思っていました。今年は、大会が無事に開催

されることが決まり、またゲストランナーとして参加させて頂けるこ

とをとても嬉しく思っています。コースは、上り登りの超ハードコー

スですが、ランナーの皆さんとお会いできることを心から楽しみに

しています。また、多くの大会関係者の皆様のお力添えがあって

こその大会開催だと思います。心から感謝申し上げます。 

ランナーの皆さん、４年ぶりに走れる喜びを大会当日に爆発さ

せましょう！ 

 



 

福士加代子さん 

 

中村友梨香さん 

 
重友梨佐さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問い合わせ先  スポーツ課（電話０４６３－９４－４628） 

前回は中止となり参加できませんでしたが、今回初めて参加さ

せていただけるので楽しみにしています。 

山登りは苦手ですのでみなさん優しくしてくださいね。よろしく

お願いいたします。 

 

心臓破りのコース、私も非常にドキドキしておりますが、みなさ

んと楽しみたいと思います！！ 

皆さんと、この大会を迎える日をとても楽しみにしていました！ 

駆け上がった先のゴール目指して一緒に頑張りましょう。 



交通規制/9:50～12:00 国道246号伊勢原交差点ほか

■主催／伊勢原市、伊勢原市教育委員会　■実施主体／大山登山マラソン大会実行委員会

■ランナーズチップにて記録計測大山登山マラソン大会実行委員会事務局

伊勢原市田中348番地 伊勢原市保健福祉部スポーツ課内 ●0463-94-4628
大会に関する
お問い合わせ先

スポーツ
振興くじ
助成事業

（敬称略・順不同）

第38回

大山登山
マラソン

38th38th

心臓破りのコースにチャレンジ！！

標高差650ｍ1,610段の石段

会場 神奈川県伊勢原市

※主催者は参加者の着替等の運搬はいたしません。

大山がミシュラン・グリーンガイド・ジャポンに掲載！！

★（１つ星）大山 ★★（２つ星）大山阿夫利神社からの眺望 紹介のみ大山阿夫利神社、大山寺

この景観をぜひお楽しみください！

開催日 2023年3月12 日日

コース
伊勢原駅北口～
大山阿夫利神社下社9.0km

■後援／伊勢原市スポーツ協会、伊勢原市陸上競技協会、伊勢原市スポーツ推進委員協議会、伊勢原市スポーツ少年団、

　　　　地区（学区）体力づくり振興会、神奈川新聞社

■協力／伊勢原警察署、伊勢原交通安全協会、伊勢原市消防本部、小田急電鉄㈱、日産自動車㈱、

　　　　大山寺、赤十字防災ボランティア地区リーダー連絡協議会、伊勢原鍼灸マッサージ師会、㈱横浜銀行、㈱りそな銀行、中日本ハイウェイ・パトロール

■催物協力／大山阿夫利神社、伊勢原市商工会、伊勢原市観光協会、湘南農業協同組合、伊勢原市菓子組合、

　　　　　　伊勢原市商店会連合会（竜神太鼓）、友和會（屋台ばやし）、柏木牧場

　　　　　　

ス
タ
ー
ト
時
間

男子50歳代・60歳以上
ゲストランナー：

道端カレンさん

市川良子さん

大島めぐみさん

10：00～

男子40歳代
女子39歳以下・40歳以上

赤羽有紀子さん

中村友梨香さん

ゲストランナー：10：30～

男子30歳代・29歳以下

福士加代子さん

重友梨佐さん

ゲストランナー：
11：00～

開催のご案内・交通規制のお知らせ



交通規制へのご協力のお願い

●国道246号横断（伊勢原交差点）に伴い、国道246号上下線 の通行規制が行われます。

３回に分けての発走により、各５分程度の規制となりますので、迂回などのご協力をお願

いします。

※時間帯については裏面スケジュールをご参照ください。

●スタート場所（伊勢原駅北口）～国道246号までの中央通りについて、

車両進入規制が行われます。（3回のスタート前後）

●伊勢原駅北口～大山ケーブルバス停（神奈中バス終点）までの信号規制や、選手通過

に伴う進行規制、車両一時停止などが行われます。

●選手の通過に伴い、大山街道旧道の通行規制を行います。

   大山ケーブル行の神奈中バスは、上下線とも大山街道新道に迂回します。

●こま参道～女坂～大山阿夫利神社下社までの選手通過に伴い、登山者への一時的な

通過規制などがあります。

●スタートする場所（伊勢原駅北口周辺）、フィニッシュ地点（大山阿夫利神社下社周辺）

は、関係する交通機関が、参加者や競技役員で大変混雑します。

☆コース（片道9.0kmの登りコース）

伊勢原駅北口→国道246号伊勢原交差点→〆引→大山旧道→阿夫利橋→こま参道→

女坂→大山寺→大山阿夫利神社下社

大
神
宮

シティプラザ

伊勢原小学校
日産バス
ターミナル

スタート

ドミノピザ

大山登山マラソン開催に伴い、交通規制等が行われます。

皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

区間：這子坂～大山小学校前（大山街道新道の臨時バス停に停まります）

時間：大山ケーブル行（伊勢原駅発）9時05分発～13時05分発

　　　伊勢原駅行（大山ケーブル発）9時02分発～13時02分発

ゲストランナー　プロフィール
Special guest!



ゲストランナー　ゲストランナー　プロフィールプロフィールゲストランナー　プロフィール

道端 カレン

●1979年６月生まれ　●福井県出身

●ファッションモデル

5000ｍ＝
10000ｍ＝

ハーフマラソン＝

19分57秒
40分00秒
１時間35分

自
己
ベ
ス
ト

大島 めぐみ Megumi OSHIMA

●1975年９月生まれ　●埼玉県出身

●埼玉栄高等学校卒

●新潟アルビレックスRCコーチ 兼 

　新潟医療福祉大学女子長距離監督

1999年　世界陸上競技選手権大会（セビリア）5000ｍ 第10位

2000年　シドニーオリンピック　　　　　 5000ｍ 日本代表

2004年　アテネオリンピック　　　　　 　 10000ｍ 第13位

2005年　世界陸上競技選手権大会（ヘルシンキ）マラソン 第10位

陸
上
歴

5000ｍ＝

10000ｍ＝

ハーフマラソン＝

マラソン＝

15分17秒92

31分34秒01

１時間09分59秒

２時間24分25秒

自
己
ベ
ス
ト

芸
能
歴

Karen MICHIBATA

Special guest!Special guest!Special guest!Special guest!

1994年　　ルックオブザイヤー日本代表
1994年～　Seventeen等のteen雑誌や東京コレクション等
　　　　　 のモデル活動
2009年～　TVやトークショー等の芸能活動

　スポーツにおいては、「2019いわき太平洋トライアスロン
　女子」優勝など、トライアスロンを中心に実績を残している。

赤羽 有紀子 Yukiko AKABA

●1979年10月生まれ　●栃木県出身

●城西大学卒

●城西大学女子駅伝部 コーチ

2008年　北京オリンピック　           　　5000ｍ 日本代表
10000ｍ 日本代表

2009年　世界陸上競技選手権大会（ベルリン）マラソン 第31位
2011年　世界陸上競技選手権大会（テグ） マラソン 第５位
2011年　大阪国際女子マラソン　優勝
2014年　大阪国際女子マラソン　優勝

陸
上
歴

5000ｍ＝

10000ｍ＝

ハーフマラソン＝

マラソン＝

15分06秒07

31分15秒34

１時間08分11秒

２時間24分09秒

自
己
ベ
ス
ト

中村 友梨香 Yurika NAKAMURA

●1986年４月生まれ　●兵庫県出身

●西宮高等学校卒

市川 良子 Yoshiko ICHIKAWA

●1976年4月生まれ　●山口県出身

●早稲田大学卒

1996年　アトランタオリンピック　　　 5000ｍ 日本代表

2000年　シドニーオリンピック　　　　 5000ｍ 日本代表

2001年　東京国際女子マラソン 　 　　　　　　　 第８位

2002年  アジア競技大会（釜山）　　　　　 1500ｍ 第３位

陸
上
歴

5000ｍ＝

10000ｍ＝

ハーフマラソン＝

マラソン＝

15分20秒53

31分44秒87

１時間08分18秒

２時間29分18秒

自
己
ベ
ス
ト

2008年　名古屋国際女子マラソン　優勝

2008年　北京オリンピック　　　　　 マラソン 日本代表

2009年　日本陸上競技選手権大会　　　　　 5000m 優勝

2009年　世界陸上競技選手権大会（ベルリン）10000ｍ 第７位

陸
上
歴

5000ｍ＝

10000ｍ＝

ハーフマラソン＝

マラソン＝

15分13秒01

31分31秒95

１時間09分20秒

２時間25分51秒

自
己
ベ
ス
ト

福士 加代子 Kayoko FUKUSHI

●1982年３月生まれ　●青森県出身

●五所川原工業高等学校卒

重友 梨佐 Risa SHIGETOMO

2004年　アテネオリンピック　　　　　 10000m 日本代表
2008年　北京オリンピック　　　　　　 5000m 日本代表

10000m 第11位
2012年　ロンドンオリンピック　　　　 5000m 日本代表

10000m 第10位
2016年　リオデジャネイロオリンピック マラソン 第14位

陸
上
歴

5000ｍ＝

10000ｍ＝

ハーフマラソン＝

マラソン＝

14分53秒22

30分51秒81

１時間07分26秒

２時間22分17秒

自
己
ベ
ス
ト

2012年　大阪国際女子マラソン　優勝

　　　　 ロンドンオリンピック　　　 マラソン 日本代表

2015年　世界陸上競技選手権大会（北京）マラソン 日本代表

2017年　大阪国際女子マラソン　優勝

　　　　 世界陸上競技選手権大会（ロンドン）マラソン 日本代表

陸
上
歴

5000ｍ＝

10000ｍ＝

ハーフマラソン＝

マラソン＝

15分32秒41

33分25秒48

１時間11分47秒

２時間23分23秒

自
己
ベ
ス
ト

●1987年８月生まれ　●岡山県出身

●興譲館高等学校卒

大山登山マラソン大会・

歓迎イベント

駅前中央商店会「竜神通り」が、

皆さんをお待ちしております！！

竜神通り歩行者天国 ９時～18時



大会スケジュール

祝 第38回大山登山マラソン

★開 会 式　9：00～9：20（伊勢原小学校校庭）

★スタート（伊勢原駅北口鳥居前）
　　　　　①10：00　男子50歳代、男子60歳以上
　　　　　　　　　　ゲストランナー：道端カレンさん、市川良子さん、大島めぐみさん
　　　　　②10：30　男子40歳代、女子39歳以下、女子40歳以上
　　　　　　　　　　ゲストランナー：赤羽有紀子、中村友梨香さん
　　　　　③11：00　男子30歳代、男子29歳以下
　　　　　　　　　　ゲストランナー：福士加代子さん、重友梨佐さん

★表彰式（大山阿夫利神社下社）
　　　　　①11：10頃　男子50歳代、男子60歳以上
　　　　　②11：40頃　男子40歳代、女子39歳以下、女子40歳以上
　　　　　③12：20頃　男子30歳代、男子29歳以下

※健康確認を終えた方のみが開会式会場（伊勢原小学校校庭）へ入場できます。

【特別協賛】

【協賛金提供】

【賞品、サービス等提供】

多くの皆様にご協賛いただきありがとうございます。

㈱アマダ

大山阿夫利神社、神奈川中央交通㈱、大山観光電鉄㈱、伊勢原市観光協会、
大山先導師会旅館組合、湘南農業協同組合、ミズノ㈱、㈱アールビーズ、
東海体育指導㈱、楽天会、大塚食品㈱

日産自動車㈱、㈱アイワプラニング、㈱オーイズミ
濱田精麦㈱、㈱鈴木油脂、東海体育指導㈱、伊勢原市商工会、
千代田工業㈱、㈲ガルスポーツ、㈱高井工務店、市光工業㈱、
㈱トーシンホーム、㈲柏木建材店、㈲エムジーエムグリーン、㈲友和工業

㈲レントオール平塚、テーエス瓦斯㈱、楽天会、阿夫利園、㈲髙橋茂商店、㈱磯崎絞製作所、
㈲足立工務店、㈲坂本水道 

㈱池田建設、カサハラ印刷㈱、ミズノ㈱、イワサキ自動車㈱、山王建設㈱、㈱柏木牧場、
㈱坂本組、山王総合㈱、㈱杉山土建、㈱田中工務店、大山観光電鉄㈱、
伊勢原市商店会連合会、㈲二見電気商会、㈱中村園、㈲伊勢原ときわ堂
伊勢原鍼灸マッサージ師会

伊勢原市観光協会、（福）大六福祉会、（福）泉心会、㈱フォトクリエイト、エース技研㈱、㈱厚木教材社、秋山興業㈱、
㈲岡田工務店、㈱ときわ堂、㈲諸星モータース、㈲塩川自動車整備工場、㈲マイティースポーツ、
㈲スポーツショップアイリス、（学）向上学園、㈱くりはら、㈱中和工建、豊建設㈱、伊勢原土地㈱、㈲サクセス、
㈲オール・カマー、㈱カナケン、㈲ヤハギ電器販売、㈲北相材木店、㈲花小代、風和税理士法人、居酒屋 鳩、㈱ノジマ教材、
㈲タック、（宗）比々多神社、（福）大原福祉会、㈲松商、㈲山中園、はぎわら歯科医院、㈲アート・エス、㈲下山建設、
㈲丸興商会、㈲山本園、山口工業所、米谷豆腐店、㈲熊沢米店、田中企画、医療機器の総合商社㈱カナケン、
㈱葛貫商店よろず屋石田店、キタカド、センチュリーハウジング㈱、㈱横浜銀行厚木支店・伊勢原支店、
司法書士前田明夫事務所、㈲秋山道造石材店、㈱吉野工業所神奈川技術研究所、㈱ジェイエーエス、㈱桂花楼、
㈱ライブナー和膳照國、たかはし歯科、㈲前田緑化土木、㈲ナセルオート、伊勢原駅前中央商店会

★健康確認（日産テクニカルセンター伊勢原バスターミナル）
　　　　　（健康確認時間）
　　　　　　８：00～８：40……男子50歳代、男子60歳以上
　　　　　　８：40～９：20……男子40歳代、女子39歳以下、女子40歳以上
　　　　　　９：20～10：00……男子30歳代、男子29歳以下

ご協賛者一覧（敬称略・順不同）



 

 
 
 

節分祭 

市内の神社では「節分の日」に合わせて節分祭が行われます。 

なお、今年も、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、関係者による神事のみとし、特設舞台の

設置や福豆撒きは行わないなど、規模を縮小して実施されます。 

※取材は可能ですが、事前にご連絡いただけますと幸いです。 

 

■ 三之宮比々多神社 

日時 ２月３日（金） ①午前１０時～ ②正午～ ③午後３時～ 

場所 三之宮比々多神社境内（三ノ宮１４７２） 

問い合わせ 三之宮比々多神社 電話０４６３－９５－３２３７ 

 

■ 大山阿夫利神社 

日時 ２月３日（金） 午前１０時～ 

場所 大山阿夫利神社下社境内（大山１２） 

問い合わせ 大山阿夫利神社社務局 電話０４６３－９５－２００６ 

 

■ 伊勢原大神宮 

日時 ２月３日（金） 午前１１時～ 

場所 伊勢原大神宮（伊勢原３－８－１） 

問い合せ 伊勢原大神宮 電話０４６３－９６－１６１１ 
 
 
 

 

資料４ 





令和５年度 

伊勢原市長定例記者会見日程 
 

令和４年１２月１３日現在 

月 日時（日刊紙） 日時（地域紙） 会場 

令和５年４月 ４月２４日（月） 午前１１時～ － 

２Ｃ会議室 

（予定） 

５月 ５月２４日（水） 午前１１時～ － 

７月 ７月２４日（月） 午前１１時～ 同左 

８月 ８月２３日（水） 午前１１時～ － 

１０月 １０月２４日（火） 午前１１時～ － 

１１月 １１月２４日（金） 午前１１時～ － 

令和６年１月 １月２４日（水） 午前１１時～ － 

２月 日時未定 
同左 

（日時未定） 

 
※２月の会見は、市議会３月定例会の告示日に予算会見と併せて開催します 

※日程は変更になる場合があります 

 

 

事務担当：企画部広報戦略課 

電話 0463-94-4864(直通) 

E-MAIL kouhou@isehara-city 



1 水

ヘルスアップトレーニング 9：30～10：30

ボディメイクトレーニング 10：45～11：45

木曜ノルディックウォーキング 9:30～11:30

エクササイズ 10：00～11：00

3 金 ダイヤビック 10：00～11：00

4 土

5 日

6 月 ピラティス
①9:30～10:30
②10:45～11:45

骨盤調整am
①9：30～10：30
②10：45～11：45

骨盤調整pm 13：15～14：15

水曜ノルディックウォーキング 9：30～11：30

ウエンズデーヨーガ 9：30～10：30

リラックスヨーガ 10：45～11：45

総合運動公園体
育館
℡:070-6555-
6936 伊勢原ふ

夜ヨーガ 19：30～20：30

木曜ノルディックウォーキング 9:30～11:30

エクササイズ 10：00～11：00

入門ヨーガ 9：30～10：30

パワーヨーガ 10：45～11：45

12 日

13 月 ピラティス ③10：45～11：45

14 火

ウエンズデーヨーガ 9：30～10：30

リラックスヨーガ 10：45～11：45

ヘルスアップトレーニング 9：30～10：30

ボディメイクトレーニング 10：45～11：45

17 金 ダイヤビック 10：00～11：00

18 土 障がい者スポーツ教室 10：00～12：00

7 火

8 水

11

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館周辺
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

2 木

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

成瀬コミュニティセンター
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

9 木

10 金

15 水

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館周辺
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

東成瀬城の腰公園周辺
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

　

　　

小金塚集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園小体育室

16 木
リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

土

スポーツイベントカレンダー 2月

裏面あり

第７７回市町村対抗かながわ駅伝競走大会

令和５年２月１２日(日)に、第７７回市町村対抗かながわ駅伝競走大会が行われます。会場は丹沢湖周回

コースになります。

伊勢原市の選手は、「NO.１５」のゼッケンをつけています。

第３８回記念

大山登山マラソン大会

開催！

令和５年３月１２日（日）に、第３８

回記念大山登山マラソン大会を

開催します。

全国各地から集まったランナー

が、伊勢原駅北口から大山阿夫

利神社下社までの、全長9.0kmの

コースを駆け抜けます。

当日は７名のゲストランナーを

迎えます。また、伊勢原小学校や

駅前竜神通りでは各種イベントが

開催されます。

ぜひ、沿道の応援をよろしくお願

いいたします。

スタート時間
10:00 男子50歳代、60歳以上

10:30 男子40歳代、女子両部門

11:00 男子30歳代、29歳以下

ゲストランナー

・道端 カレン

・大島 めぐみ

・市川 良子

・赤羽 有紀子

・福士 加代子

・中村 友梨香

・重友 梨佐



　

　　スポーツイベントカレンダー 2月

19 日

20 月 ピラティス
①9:30～10:30
②10:45～11:45

骨盤調整am
①9：30～10：30
②10：45～11：45

骨盤調整pm 13：15～14：15

水曜ノルディックウォーキング 9：30～11：30

ウエンズデーヨーガ 9：30～10：30

リラックスヨーガ 10：45～11：45

総合運動公園体
育館
℡:070-6555-
6936 伊勢原ふ

夜ヨーガ 19：30～20：30

23 木

入門ヨーガ 9：30～10：30

パワーヨーガ 10：45～11：45

25 土

26 日

27 月 ピラティス ③10：45～11：45

28 火

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

成瀬コミュニティセンター
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：1000円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

21

2023明治安田生命Jリーグの開幕
【第１節】

2月18日（土）　or　2月19日（日）
サガン鳥栖　VS　湘南ベルマーレ

～アウェイ～

【第2節】
2月24日（金）

湘南ベルマーレ　VS　横浜FC
～ホーム～

県立射撃場

－射撃場利用時間－
●夏期（4/1から9/30まで）

   9時から17時（受付16時まで）

●冬期（10/1から3/31まで）
　 9時から16時（受付15時まで）

休場日は月曜及び年末年始
月曜が祝日の場合は営業し、翌平日が休場となりま

す。

射撃競技に関する問い合わせ
 神奈川県立伊勢原射撃場

○ライフル射撃場
　 ☎92-7880

○クレー射撃場
   ☎92-7882

 〒259-1141
 伊勢原市上粕屋2381

http://www.isehara-shooting.jp/

火

22 水

小金塚集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

総合運動公園体育館
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

東成瀬城の腰公園周辺
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

24 金

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

リバティタウン集会所
℡:070-6555-6936 伊勢原ふれすぽ　小倉
体験費：１０００円

伊勢原市保健福祉部
スポーツ課



神奈川県伊勢原市

上粕屋・秋山遺跡
発掘現場公開

申込不要／参加無料 ＊荒天中止
アクセス
公共交通機関をご利用ください
神奈中バス長竹バス停下車徒歩10分
参考：伊勢原駅北口 9:35→長竹 9:44

伊勢原駅北口12:50→長竹12:59

新型コロナウイルス感染症対策
屋外イベントですが混み合うこともあります
ので、マスク着用にご協力ください。

主催 (公財)かながわ考古学財団
共催 伊勢原市教育委員会

出土土器

〔問合せ先〕（公財）かながわ考古学財団
調査研究部 吉澤 tel:080-9019-7028 加藤 tel:090-5391-3173
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