
点訳広報、声の広報も製作しています

消防署の目標物調査にご協力を

　交通事故の件数は減少傾向にあるものの、高齢者が関わる事故は依然と
して多く発生しています。一人一人がルールやマナーを守り、事故の防止
を心掛けましょう。
夕暮れ時は特に注意！
◇明るい服装や反射材で、自分がいる位置を知らせ
ましょう
◇車や自転車のライトは日没の1時間前には点灯を
家族で確認 交通安全
◇車の多い通りや見通しの悪い交差点など、近所の
危険な箇所について話し合い、出かけるときは交通
安全の｢ひとこえ｣を
◇加齢などで運転に不安のある人がいる場合は、運
転免許の自主返納について話し合いましょう
◇飲酒運転は絶対にやめましょう
安全対策をしっかりと
◇自転車に乗るときは自転車用ヘルメットの着用を
◇自転車を利用する場合は、必ず損害賠償責任保険
などに加入しましょう
◇全ての座席でシートベルトを着用し、チャイルド
シートは正しく装着を
▪担市民協働課薀94-4715

旧青少年センター本館 解体工事のお知らせ

国勢調査にご協力ください

9/21～30 秋の全国交通安全運動

　9月下旬から、旧青少年センター
本館の解体工事を開始します。
　工事期間中は車両の出入りや作業
音などでご迷惑をおかけしますが、
ご理解をお願いします。
と こ ろ　旧青少年センター本館（田�
中316番地の1）
工事期間　令和3年2月末まで ▪担青少年課薀94-4647

　119番通報を受けた際に、いち早
く現場を特定で
きるよう、新築
のアパートや住
宅、新しい店舗
などの現地調査

を行っています。所有者や近隣の人
に聞き取りを行う場合がありますの
で、ご協力をお願いします。
　なお、署員が私服や電話で調査を
することはありません。
▪担消防署薀95-2119

　10月1日を基準日とする国勢調査
を実施中です。新型コロナウイルス
の感染防止対策として、インター
ネットまたは郵送での回答をお願い
します。
　9月14日（月）から、調査員が各世
帯を訪問しています。調査員は顔写
真付きの調査員証や腕章などを身に
着けており、インターホンまたはド
ア越しで世帯の人数と代表者の氏名
を確認します。
　調査書類は郵便受けやドアポスト

などに入れて配布し、調査員による
回収は原則として行いません。
回答期限　10月7日（水）※郵送での
回答は10月1日（木）から受け付け

▪担国勢調査実施本部（経営企画課内）
薀73-8731

伊勢原市長選挙に投票を

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせを4面に掲載しています

  期日前投票をご利用ください  
　投票日に仕事や旅行などの予定が
ある人は、9月19日（土）まで期日前
投票ができます。投票所入場整理券
をご持参ください。
場　所　�①市役所3階全員協議会室�

�②イトーヨーカドー伊勢原
店5階催事場

時　間　�①午前8時30分～午後8時
　　　　�②午前10時30分～午後8時�

30分
  投票所の感染症対策  
　新型コロナウイルスの感染拡大を
防ぐため、各投票所では従事者がマ
スクを着用するほか、消毒液や飛

ひ

沫
まつ

防止スクリーンの設置、定期的な換
気などを行います。

　投票する際は、マスクの着用やせ
きエチケット、入り口での手指消毒
など、感染予防にご協力をお願いし
ます。投票用紙への記入は、持参し
た鉛筆などの筆記用具でも可能とし
ます。
  即日開票  
と　き　午後9時～
ところ　市体育館
  投･開票速報  
　市ホームページ｢注目情報｣からご
覧ください。
投票速報　初回は午前9時、以後1～
3時間ごとに発表
開票速報　午後10時ごろから1時間
ごとに確定まで発表
▪担選挙管理委員会事務局薀74-5273

投 票 日　9月20日（日）
投票時間　午前7時～午後8時

～回答はインターネットか郵送で～

みんなの写真でモザイクアートをつくろう！
市制50周年記念事業

　本市は、令和3年3月1日に市制施行50周年を迎えます。これを祝う市民
参加型の記念事業として、モザイクアート＊を制作します。
　皆さんからインターネットで寄せられた写真を使い、日本遺産｢大山詣
り｣の浮世絵を再現します。あなたの写真で記念すべき年を彩りませんか。
＊モザイクアート…たくさんの写真を組み合わせて1枚の絵を作り出す美術作品

題材とする作品
歌川豊

と よ く に

国作｢大
お お

當
あたり

大
た い が ん

願成
じょう

就
じ ゅ

有
あ り

が瀧
た き

壷
つ ぼ

｣文久3（1863）年
　江戸時代に盛んだった大山詣りをテーマに、参詣者のグループである｢講

こう

｣
の人々が、木製の太刀を奉納する｢納め太刀｣の様子を模した浮世絵です。
歌舞伎役者が扮

ふん

する粋な参詣者たちが、大山の滝で身を清める場面（滝
たき

垢
ご

離
り

）が描かれています。

募集する写真のテーマ
｢つながる つなげる 伊勢原のひとコマ｣（市制50周年キャッチフレーズ）
　家族や友人、市内の風景など、あなたが未来につなげたい、残したいと
願う写真をお寄せください。写真にメッセージを添えることもできます。
応募点数　1人3点まで
応募方法　市ホームページ｢市制50周年サイト｣→
｢記念事業｣→｢みんなの写真でモザイクアートを
つくろう！｣からご応募ください
締め切り　11月13日（金）
▪担経営企画課薀94-4845

市ホームページ｢みんなの
写真でモザイクアートを
つくろう！｣（外部リンク）

完成イメージ
（原画を加工。右上
に市制50周年ロゴ
マークが入ります）

発行／伊勢原市　編集／広報戦略課
〒259-1188　伊勢原市田中348番地

発行部数／39,700部

『いせはら　くらし安心メール』の
配信登録や閲覧は、市ホームページから

伊勢原市市公式
ホーム
ページ

令和2（2020）年 No.12079月15日

伊勢原市は令和3年3月1日に
市制施行50周年を迎えます

人口と世帯 人口102,088（+15）　 世帯数46,140（+34） 9月1日現在（　）は前月比



　伊勢原市と秦野市のごみ処理や斎場の運営管理を行う秦野市伊勢
原市環境衛生組合が、燃やすごみの処理施設と、ごみの自己搬入方
法を紹介する動画を作成しました。
　クルリンが「はだのクリーンセンター」を見学してごみ処理の流れ
を学んだり、丹沢はだの三兄弟・のぼる君とクルリンが自己搬入を
体験したりと、子どもたちにも親しみやすい内容です。
　担当のホームページや動画サイトYouTube「はだの・
いせはらクリセンチャンネル」から視聴できます。ぜ 
ひご覧ください※右のQRコードからも視聴できます クリセンチャンネル

図書館

子ども科学館

市民文化会館

公民館

市体育館

いせはらサンシャイン・スタジアム

武道館

行政センター体育館･弓道場

図書館

子ども科学館

市民文化会館

公民館

市体育館

いせはらサンシャイン・スタジアム

武道館

行政センター体育館･弓道場

９/15～10/14

10月1日～7日は公証週間
公証制度は、契約や遺言のトラブル
を防ぐため、法務大
臣が任命した公証人
が公正証書を作成す
る制度です。詳しく
は問い合わせ先へ。
▪問横浜地方法務局薀045-641-7461
▪担人権･広聴相談課薀94-4717

国民年金保険料の追納制度
免除、納付猶予、学生納付特例の期
間がある人は、全額納めた人に比べ
老齢基礎年金の受け取り額が少なく
なります。10年以内に追納すること
で、将来受け取る年金を増額できま
す。詳しくは問い合わせ先へ。
▪問平塚年金事務所薀22-1515
▪担保険年金課薀94-4520

幼児教育･保育の無償化に伴う
利用料を助成（7～9月分）

施設等利用給付認定｢新2号｣｢新3号｣
を受け、7～9月に幼稚園の預かり保
育、認可外保育施設、保育所の一時
預かり、病児･病後児保育、ファミ
リー･サポート･センターの預かりを
利用した場合の利用料を助成しま
す。必要書類など詳しくは、担当へ
◇受付場所＝市役所1階の担当▪締10
月23日（金）※幼稚園の預かり保育の
申請は、各施設へ
▪担子ども育成課薀94-4638

伊勢原大山インター土地区画整
理事業 事業計画案の縦覧

◇縦覧期間＝9月16日（水）～29日（火）
◇意見書提出期間＝9月30日（水）～
10月13日（火）▪場市役所2階の担当
▪担新産業拠点整備課薀94-4769

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窓口業務に関する事
務補助や電話による案内業務など②
マイナンバーカード交付に関する事
務補助や住民登録に伴う業務など③
市役所駅窓口センターでの各種証明
の発行業務など◇募集人数＝①1人
②2人③1人◇任用期間＝11月1日～
令和3年3月31日▪締9月25日（金）
▪担戸籍住民課（市役所1階）薀94-4713
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＝2人
◇任用期間＝採用日～令和3年3月31日
▪担教育指導課（市役所5階）薀74-5243

9/30（水）～10/1（木）
コンビニ交付と自動交付機を休止

システムメンテナンスのため、9月
30日（水）午後8時～10月1日（木）午後
1時は住民票、印鑑証明、戸籍証明
書、市県民税課税所得証明書（現年
度分）のコンビニ交付と自動交付機
を使用できません。住民票など各種
証明書の発行は、市役所駅窓口セン
ター（午前9時30分～午後8時）をご利
用ください。
▪担戸籍住民課薀94-4713

いせはら市民ファンド　＊敬称略
◇藤江伸二･10万円◇桐の会･6500円
◇きんよう会･2000円
▪担財政課薀94-4862

催　　し 講座・教室など
event

認知症サポーター養成講座
基礎知識や対応方法を学ぶ◇修了者
にオレンジリングを配布▪時10月16日

（金）午前10時～11時30分▪場伊勢原シ
ティプラザ▪定30人（申込順）
▪担介護高齢課薀94-4725

家族介護者教室｢高齢者の住ま
いについて｣

高齢者に適した住まい選びを学ぶ▪時
10月23日（金）午前10時～正午▪場伊勢
原シティプラザ▪対市内在住で高齢者
を介護している人か65歳以上の人20
人（申込順）
▪担介護高齢課薀94-4725

オレンジカフェ（認知症カフェ）
お茶を飲みながら回想法などを学ぶ
▪時10月7日（水）午前10時～11時30分
▪場成瀬コミュニティセンター▪対市内
在住の認知症の人とその家族10人
（申込順）▪費100円
▪担東部地域包括支援センター花たば
薀97-4755

家族介護者の集い「ほっとサロン」
アロマと音楽、簡単な体操で心も体
もリフレッシュ▪時9月30日（水）午後2
時～3時30分▪場伊勢原南公民館▪対市
内在住･在勤で家族
の介護をしている人
10人（申込順）▪費100
円▪締9月28日（月）
▪担南部地域包括支援センター薀71-6616

おもちゃ病院いせはらを開院
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｡ 先着順｡ 受
付個数など詳しくは、担当へ▪時①9
月26日（土）②9月27日（日）③10月11
日（日）の午前10時～午後2時（受付は
午後1時30分まで）▪場①成瀬コミュニ
ティセンター②伊勢原南公民館③伊
勢原シティプラザ
▪担社会福祉協議会薀94-9600

図書館　薀92-3500

野の会による対面朗読（視覚障
がい者向け）

希望する人は電話で申し込みを。

子ども科学館　薀92-3600

展示室は一部再開しています。プラ
ネタリウム、工作教室など館内のイ
ベントは全て予約制で、人数制限が
あります。申し込み方法など詳しく
は、施設かホームページでご確認く
ださい。

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

プラネタリウム投影番組

 9/19～22 10：30◎/13：30○/
15：30◎

 9/26･27
10/3 ･4

10：30□/13：30⃝/
15：30◎

10/10･11･17･18 10：30◎/13：30⃝/
15：30◎

◎＝ 親子･一般向け番組｢ハナビリウム｣
　　※10：30の回は星空解説なし
○＝ 親子･一般向け番組｢ダイナソートラベ

ラーズ 飛行の起源をさぐれ!｣
□＝親子･一般向け番組｢めざせ!?火星ライフ｣
●＝ 親子･一般向け番組｢ポラリス2 ルシアと

流れ星の秘密｣

たぬき先生のやさしい実験教室
▪時9月中の土･日曜日、午前9時30分～
10時30分▪対小学生～中学校1年生各
日6人（申込順、保護者同伴）

たぬき先生のやさしいおもちゃ
づくり

紙飛行機など、簡単にできる楽しい
おもちゃ作りを体験▪時9月中の土･日
曜日、午前11時～正
午▪対4歳～小学校5年
生各日6人（申込順、
保護者同伴）

エメラルド先生のやさしい木工
教室

電動糸ノコギリを使って木工を楽し
む▪時9月中の土･日曜日①午後1時30
分～2時30分②午後3時～4時▪対小学
校3年生～中学生各回4人（申込順、
保護者同伴）

科学館の先生たちの工作実験教室
▪時9月21日（月）･22日（火）の①午前9
時30分～10時30分②午後2時30分～3
時30分▪定各回6人（申込順、保護者同
伴）※内容によって対象年齢が異な
ります

健康・子育て 検診・教室など
health

風しん抗体検査･予防接種のお知らせ
対象者は4月に送付したクーポン券
を提示すると、全国の契約医療機関
にて無料で1回抗体検査ができます
▪対昭和37年4月2日～54年4月1日生ま
れの男性◇クーポン券での検査･接
種期限＝令和4年3月31日
▪担健康づくり課薀94-4609

▪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　　薀電話番号　 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

市内の主な犯罪発生件数

伊勢原警察署調べ （ ）内は前年比

犯罪の種類 7月 1～7月
特 殊 詐 欺 3 18（－ 1）
空 き 巣 0  1（－11）
車上狙いなど 0 12（－13）
乗 り 物 盗 3 44（－10）

すくすく健康相談
保健師や栄養士などが未就学児の健
康相談を受けます。身長や体重の計
測もできます◇9月23日は妊婦の歯
科･栄養相談あり▪申電話で担当へ（人
数制限あり）※10月12日の相談は9月
23日（水）から受け付け

日　時 会　場

 9/23（水）
13：00～14：00

中央公民館
※1歳未満児と妊婦
のみ

 9/24（木）
10：00～11：00 伊勢原南公民館

 9/28（月）
10：00～11：00 比々多保育園

10/12（月）
 9：50～10：40

成瀬コミュニティ
センター

▪担子育て支援課薀94-4637

お知らせ information

令和3･4年度競争入札参加資格
定期認定申請の受付

市が発注する工事請負、委託業務、
物品供給の入札に参加するには、競
争入札参加資格者名簿への登録が必
要です。申請方法など詳しくは、県
ホームページ｢かながわ電子入札共
同システム｣をご覧ください◇受付
期間＝10月1日（木）～11月30日（月）
▪担管財契約検査課薀94-5030

税理士による相続税無料相談会
▪時9月18日、10月16日、11月20日、12
月18日、令和3年1月15日、2月19日、
3月19日の毎回金曜日、午後1時～4
時▪場平塚商工会議所（平塚市松風町）
▪定各日6人（申込順）▪申電話で問い合
わせ先へ
▪問東京地方税理士会平塚支部事務局
薀21-1055（平日午前10時～午後5時）
▪担市民税課薀74-5429

図書館

子ども科学館

市民文化会館

公民館

市体育館

いせはらサンシャイン・スタジアム

武道館

行政センター体育館･弓道場

9/23･28、10/5･12

9/21･22･28、10/5･12
※中央公民館は10/5･12は開館
※大田公民館は10/5は開館

9/28、10/5･12

9/28、10/5･12

9/23･28、10/5･7･12

9/23･28、10/5･7･12

9/28、10/12

9/28、10/5･12

施設によって、利用基準や休館日を
変更している場合があります。詳し 
くは各施設にお問い合わせください。

伊勢原･ふれすぽ フレッシュスポーツ月間

※いずれも申込順。時間や会場は変更の場合あり。定員など詳しく
は、問い合わせ先へ
▪問ふれすぽ･小倉薀070-6555-6936 i.fulesupo@gmail.com
▪担スポーツ課薀94-4628

　地域住民により自主的･主体的に運営される総合型地域スポーツ
クラブ｢伊勢原･ふれすぽ｣。日ごろの運動不足解消やリフレッシュ
に、いい汗を流しませんか。
対　　象　18歳以上の人
費　　用　1回700円
申し込み　希望する教室名、氏名、年齢、電話番号を明記して電子
メール、または電話で問い合わせ先にお申し込みください

教室名 日　時 会　場

骨盤調整おおた 10/1（木）･15（木）
13：15～14：15 大田公民館

ダイヤビック 10/2（金）･16（金）
10：00～11：00 市体育館

ピラティス② 10/5（月）･19（月）
10：45～11：45

リバティタウン集
会所

元気アップ教室 10/6（火）･20（火）
10：45～11：45 小金塚集会所

木曜ノルディック
ウオーキング

10/8（木）･15（木）･29（木）
 9：30～11：00 市体育館周辺

エクササイズ
※子連れ参加可

10/8（木）･22（木）
10：00～11：00 市体育館

入門ヨガ 10/9（金）･23（金）
 9：30～10：30 市体育館

水曜ノルディック
ウオーキング

10/14（水）･21（水）･28（水）
 9：30～11：00 城ノ腰公園周辺

夜ヨガ 10/14（水）･28（水）
19：30～20：30

成瀬コミュニティ
センター

関節ゆるめて
美体②

10/16（金）
11：30～12：30 小金塚集会所

ピラティス④ 10/12（月）･26（月）
10：45～11：45

リバティタウン集
会所

● 会 員 募 集 ●

●英会話サークル コスモス
アメリカ人の講師が幅広いレベルに
対応します▪時月2回金曜日午後1時～
2時30分▪場成瀬公民館▪費入会金1000
円、月2000円
▪問添田薀94-9283
●ゼルコバ イングリッシュ
世界の舞台で通用する英語を学びま
せんか◇見学可▪時毎週土曜日午前9 
時10分～10時50分▪場中央公民館▪対高
校生以上▪費1回1000円
▪問松田薀73-7631

●Dream Angels
現役コーチの指導のもとで、楽しく
チアダンスを学びませんか▪時毎週木･
土曜日▪場成瀬中学校▪対小学生▪費入会
金5000円、月6000円
▪問田中薀090-4050-0481

● イ ベ ン ト ●

●いせはら親子護身術教室
合気道の気と技を体験し護身術の基
本を学ぶ▪時10月3日（土）午前10時30
分～正午▪場中央公民館▪対小学生以上
の人20人（申込順）
▪問合気普及会･山田薀090-7262-7282
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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）。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。

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

◇伊勢原観光道灌まつり★

◇商工まつり
▪担道灌まつり実行委員会（商工観
光課内）薀94-4729
◇畜産共進会★

▪担農業振興課薀94-4664
◇地区・学区住民体育祭
▪担スポーツ課薀94-4628

◇戦没者を追悼し平和を祈念する
式典
※平和慰霊塔献花の式は遺族代表
者のみで行います
▪担福祉総務課薀94-4719
◇ふれあい福祉まつり★

▪担障がい福祉課薀94-4720

　新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、次の催しは中止と
なりました。ご理解をお願いします※★印の催しは、来年は市制施行
50周年記念事業として実施します

催し中止のお知らせ

秦野市伊勢原市環境衛生組合が
ごみ処理に関する動画を公開中

▪担秦野市伊勢原市環境衛生組合薀82-2502

 新型コロナウイルス感染症の
影響で、広報紙面に掲載してい
るイベントなどでも中止や延期
が決定している場合があります。
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
検温やマスクの着用、手洗いな
どの予防対策を行い、体調がす
ぐれない場合は参加をお控えく
ださい。

　希望する人は下のＱＲコード
を読み取るか、isehara@emp-
sa.smart-lgov.jpに空メールを
送信して登録してください※迷
惑メール設定をしている人は、
事前にisehara-city.
jpのドメインからの
受信許可が必要です
配信内容（選択制）
◇防犯･交通安全情報◇防災情
報◇防災行政用無線情報◇火災
情報◇行方不明者情報◇環境情
報◇イベント･講座等開催情報
◇子育て支援情報◇健康づくり
情報◇伊勢原のＰＲ･観光情報◇
その他のお知らせ
▪担市民協働課薀94-4715

いせはらくらし安心
メールに登録を

　広報では伝えきれない、フォト
ニュースや行政情報を随時お知ら
せしています。市ホームページの
トップページ｢公式SNS｣の各アイ
コンをクリックしてご覧ください。

▪担広報戦略課薀94-4864

フェイスブック･ツイッター
などで市の情報を発信中

YouTubeTwitterFacebook

動画で学ぼう
クルリンのごみ自己搬入体験

動画で学ぼう
クルリンのクリーンセンター大冒険
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広報紙は古紙を含んでおり、環境インクを使用しています

　感染症のさらなる拡大を
防ぐには、私たち一人一人
の心掛けが欠かせません。
　｢新しい生活様式｣を取り
入れながら、基本的な予防
対策を継続しましょう。

県によるL
ラ イ ン

INEコロナお知らせシステム

予防対策を続けましょう

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
▪担健康づくり課薀94-4609

市内の感染症患者の発生状況
患者数（累計）　31人
※9月8日現在

　店舗や施設の感染症対策
を記載した｢感染防止対策取 
組書｣のQRコードを読み取 
ると、感染者が同じ施設を
利用していた際、接触の可
能性がある場合にLINEメッ 
セージで通知が届きます。
　事業者は取組書を掲示す
ることで、対策の内容を分
かりやすく伝え、安心して
利用してもらうことができ
ます。県ホームページの専
用フォームから登録して発
行してください。
▪問県新型コロナウイルス感染症専門ダイヤル
薀045-285-0536（平日午前9時～午後5時）

感染防止対策取組書の
イメージ

2m

接触確認システムのご利用を
　利用者が増えることで、感染拡大を防ぐ効果が高まります。自分や大切な人を守るた
め、積極的なご利用をお願いします※いずれも個人が特定される情報を収集･利用する
ことはありません

登録専用フォーム

　スマートフォンの近接通信機能（ブルー 
トゥース）を利用し
て、過去14日間に感
染者と接触した可能
性があるかを確認で
きます。接触が確認
された場合は、画面
の表示に従い症状の
有無などを入力する
と、検査の受診など
を案内します。下の
QRコードか
らインストー
ルしてご利用
ください。 AndroidiOS

　これまで、8つの主要な大山道のルートを紹介しました。
　連載を通じ、大山に至るまでの道筋には旅人をもてなす旅

はた

籠
ご

や茶屋、川
を渡るための渡

と

船
せん

場
ば

などがあり、にぎわっていたことが分かりました。ま
た、浮世絵や海外の有名画家の油絵にも描かれたように文化へ大きな影響
を与えたことなど、歴史的な価値を再認識することができました。
大山道の終着地、歴史が息づくまち｢伊勢原｣
　市内には多くの大山道の道標がありま
す。平成24（2012）年時点で113基が把握
されており、そのうち102基について存
在を確認しています。江戸時代中期に最
も多く建てられており、造立年代が分か
る市内最古の道標は寛文6（1666）年のも
のです。明治、大正時代に建てられたも
のもあります。そして、その多くが地元
の自治会や世話役により大切に守られ、
歴史を今に伝えています。
　また、大山に向かう参道沿いには今も宿坊（先導師旅館。一般の人も食
事や宿泊ができます）があり、昔ながらの白い行衣を着た大山詣りの人々
が訪れます。

第11回　「現代に続く道」現代の大山道

スターライトシネマ
　新型コロナウイルス感染症の影
響を受ける市内企業が地域に活気
を取り戻そうと、総合運動公園で
ドライブインシアターを開催。地
元飲食店による食事の販売も行わ
れ、800人あまりが夜空の下で映
画鑑賞を楽しみました。

（9月1日～4日）

大山阿夫利神社秋季例大祭
　夏山の無事を感謝し、秋の訪れ
を告げる秋季例大祭が大山で開催
されました。感染症の拡大を防ぐ
ため、今年は神

み こ し

輿の代わりに唐
から

櫃
びつ

を使い、氏子らがお下り･お上り
を行いました。

（8月27日～29日）

紙芝居｢ワシの育て子｣が寄贈
されました
　市内を中心に紙芝居や昔話など
の読み聞かせを行っているボラン
ティア団体｢おはなしばる～ん｣か
ら、大山寺縁起を題材とした紙芝
居｢ワシの育て子｣39冊を寄贈いた
だきました。
　同団体はこれまでも｢乙女地蔵｣
｢日向薬師の大太鼓｣といった伊勢
原の民話を題材に紙芝居を作成し、 
市の歴史を分かりやすく伝える活
動をしています。頂いた紙芝居は
図書館や小学校、幼稚園などで活
用していきます。

（8月4日）

道は続くよ、伊勢原大山へ
　今、本市を取り巻く｢道｣の状況は大きく
変化しています。新東名高速道路の伊勢原
ジャンクションが昨年、伊勢原大山イン
ターチェンジが今年開通しました。さら
に、圏央道や新東名高速道路と接続する厚
木秦野道路（国道246号バイパス）も建設が
進められています。こうした新しい交通
ネットワークは、経済や文化、観光面で大
きな効果が期待されます。
　｢大山詣り｣のストーリーが日本遺産に認定され、その眺望がミシュラ
ン･グリーンガイド・ジャポンで紹介されたほか、東京オリンピック聖火リ
レーの特殊区間に選ばれるなど、大山は国内外から注目されています。
　周囲の様子は当時と変わりましたが、大山道は現代、そして未来へと続
き、多くの人々によって新たなストーリーが紡がれていくことでしょう。

新東名高速道路から見える大山
（NEXCO中日本提供）

◇｢シリーズ Road to OYAMA-現代の大山道-｣は今回で終了します

新型コロナウイルス接触確認アプリ
（Ｃ

コ コ ア
ＯＣＯＡ）

メイン画面イメージ

白根中央公園付近にあ
る市内最古の道標

手洗い･消毒

行動の記録

マスクの着用

小まめな換気

距離の確保

伊勢原市公式 
イメージキャラ
クター クルリン


