
点訳広報、声の広報も製作しています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

　「子どもの貧困対策の推進に関す
る法律」に基づき、「伊勢原市子ども
の貧困対策に関する取組方針」を策
定します。　　
　策定に当たり、方針（案）について
市パブリックコメント制度（市民意
見提出制度）に基づき、皆さんから
のご意見を募集します。
主な内容　子どもを取り巻く現状と
取り組みの方向性、課題解決に向け
た取り組みの具体例など
閲覧場所　市役所1階の担当、1階ロ

ビー、各公民館※市ホームページ「パ
ブリックコメント」からもご覧にな
れます
意見提出方法　住所、氏名、意見、
電話番号を明記し、郵送（〒259-1188 
※住所欄の記入は不要）かファクシ
ミリ、電子メール、または直接担当
にご提出ください
意見提出期限　11月13日（金）※消印
有効
▪担子育て支援課薀94-4633 95-7612

 kosodate@isehara-city.jp

　児童コミュニティクラブは、放課
後に子どもたちが生活指導を受けな
がら過ごす場所です。令和3年2～4
月の入所申請を受け付けます。
　現在利用中で継続を希望する児童
も申請が必要です。詳しくは各クラ
ブで配布する案内をご確認ください。
対　　象　仕事や長期療養、介護な
どで保護者が放課後留守になる家庭
の児童（小学校1～6年生）
活動日時　月～金曜日（祝日、年末年 
始を除く）の放課後～午後6時30分（土 
曜日と春･夏･冬休みは午前8時～）◇
午後7時までの延長預かりあり（要申
込、別料金）
費　　用　
◇育成負担金＝月4500（5500）円
◇おやつ･教材費＝月3000（3500）円
◇延長料金＝月500円
※（　）内は土曜日も利用する場合
申し込み　市役所1階の担当で配布
する申請書に記入し、必要書類を添

えて直接担当にお申し込みください
※申請書類は市ホームページ「子育
て･教育」からも入手できます
受付期間　12月1日（火）～18日（金）
の午前9時～正午、午後1時～4時30
分※日曜日を除く。土曜日は午前中
のみ受け付け
受付場所　市役所3階3C会議室（土 
曜日は担当）

� ひとり親世帯臨時特別
給付金の申請はお済みですか

　新型コロナウイルス感染症の影響
を受けるひとり親家庭などを経済的
に支援するため、一時金を支給して
います。申請が必要な対象者は、お
早めに担当へ申請してください。
　なお、世帯や所得などの状況に
よって必要書類が異なりますので、
事前に担当へご相談ください。
対　　象
◇基本給付＝①公的年金（遺族年金、
障害年金、老齢年金など）を受けて
おり、児童扶養手当が支給されてい
ない人②感染症の影響により、直近

の収入が児童扶養手当の対象となる
水準に下がった人
◇追加給付＝①の人で、感染症の影
響により直近の収入が大きく減少し
た人
支 給 額
◇基本給付＝1世帯5万円（対象児童
が複数いる場合は、2人目以降1人に
つき3万円を加算）
◇追加給付＝1世帯5万円
申請期限　11月30日（月）※申請期限
を過ぎると支給できません
▪担子育て支援課薀94-4633

空き家の管理は適正に

髙山市長に当選証書を授与

皆さんの意識で空き家問題は解決します
　次のことに気をつけましょう。
空き家になる前に
◇日ごろから住民同士で気軽に相談し合える関係づくりに努めましょう
◇将来の管理方法などを家族で話し合っておきましょう
空き家になってしまったら
◇建物の点検や草木の管理を定期的に行いましょう
◇周囲に悪影響を及ぼしている場合は早急に対処しましょう

　世代交代や居住者の転居などで空き家となった建物が、管理不全なまま
放置されると、瓦や外壁がはがれ落ちたり、敷地の草木が伸びて隣地や道
路にはみ出したりするなど、近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
　「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の所有者･管理者
に対し、適正な管理に努めるよう責務が規定されています。
▪担建築住宅課薀94-4782

「空き家相談窓口」のご利用を 　
　県や市町村、不動産関係団体など
が連携して設立した県居住支援協議
会では、空き家の管理や活用など所
有者のさまざまな悩みに対し、相談
を受けています。
相談内容
◇空き家にしないための対策
◇管理･活用方法
◇賃貸･売買方法
▪問県居住支援協議会薀045-664-6901

自分で管理できないときは…
　市では空き家の適正な管理を促進
するため、市シルバー人材センター
と協定を結んでいます。お困りの場
合はご相談ください。
主な業務内容
◇家屋や敷地の現状確認
◇敷地内の除草や植木
などのせん定（3ｍ以上
の高木を除く）
▪問シルバー人材センター薀92-8801

11月30日（月）まで

小学校区 活動場所
桜　台 桜台小学校

比々多 比々多小学校
比々多保育園

緑　台 緑台小学校
竹　園 竹園小学校

伊勢原 伊勢原小学校
板戸児童館

高部屋 高部屋小学校
大　田 大田小学校
成　瀬 成瀬小学校
石　田 石田小学校
大　山 大山小学校

▪担子ども育成課薀94-4641

支援員（会計年度任用職員）を募集します
　児童コミュニティクラブで遊びや生活の指導を行う非常勤職員を募
集します◇雇用開始時期は応相談
勤 務 日　週4～5日（シフト制）
勤務場所　市内8カ所の児童コミュニティクラブ（配置替えあり）
勤務時間　次の時間帯のうち4時間または6時間
　　　　　◇学校登校日＝放課後～午後7時
　　　　　◇土曜日、長期休業期間＝午前8時～午後7時
賃　　金　時給1046円以上
応募方法　 市ホームページ「募集」から入

手した申込書に記入し、直接
担当にお申し込みください

選考方法　書類審査と面接

子どもの貧困対策に関する取組方針（案）に
ご意見を

児童コミュニティクラブの入所申請を
受け付けます

　9月23日に伊勢原市役所で伊勢原市長選挙の当選証書授与式が行わ
れ、佐々木正行市選挙管理委員会委員長から、現職の髙山松太郎氏に
当選証書が渡されました。
　佐々木委員長は｢健康に留意
され、市民の信託に応えて職務
を遂行し、市のさらなる発展に
貢献するようご期待申し上げま
す｣と言葉を贈りました。
　市長の任期は10月1日から4年
間です。

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／38,700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
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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

国勢調査集計作業中のため、「人口と世帯」は休載します



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

10/15～11/14
人権擁護委員を再任

令和2年10月1日付けで法務大臣から
飯
いい

島
じま

弘
ひろし

氏が人権擁護委員に委嘱され
ました。任期は3年間です。人権擁
護委員は市役所で毎月1回行う人権
相談を受けています（新型コロナウイ
ルス感染症の影響で現在は休止して
います）。各地区の委員は次の皆さ
んです（敬称略）◇足

あ

立
だち

幹
みき

夫
お

（高部屋）
◇飯島弘（大田）◇井

い

出
いで

惠
けい

子
こ

（比々多）
◇内

う つ み

海正
まさ

志
し

（大山）◇杉
すぎ

山
やま

保
やす

代
よ

（成瀬）
◇畠

はた

中
なか

智
ち

恵
え

子
こ

（伊勢原）
▪担人権･広聴相談課薀94-4716

｢性の多様性に関するwebアン
ケート｣にご協力を

性的マイノリティの人権に関する施
策を進める基礎資料とするため、皆
さんのご意見をお聞かせください◇
回答方法＝市ホームページ｢市への提
案･意見webアンケー
ト｣から※右のQRコー
ドからも回答できます
▪締11月9日（月）
▪担人権･広聴相談課薀94-4716

見本市等出展事業補助金
自社の技術・製品の販路拡大や情報
発信に取り組む中小企業に対し、国
内で開催される見本市や商談会、展
示会などの出展経費の一部を補助し
ます。必要書類など詳しくは、担当
へ▪対市内で1年以上事業を営む中小
企業者（個人の場合は住所も1年以上
市内にある人）◇補助対象経費＝出
展費、会場設営費、運搬費など◇補
助額＝補助対象経費の2分の1以内（限
度額10万円）
※申請は1年
度につき2回
まで
▪担商工観光課薀94-4732

市体育館のバスケットゴールを
更新

市体育館メインアリーナに、日本バ
スケットボール協会検定品の移動式
バスケットゴールを1セット導入し
ました。独立行政法人日本スポーツ
振興センターのスポーツ振興くじ

（toto）助成金を受けて購入したも
のです。

▪担スポーツ課薀94-4632

国民年金の任意加入制度
保険料の納め忘れなどがある人は、
老齢基礎年金が減額されたり受給で
きなくなったりする場合があります。
60～65歳になるまでの間、国民年金
に任意加入して保険料を納めること
で受給資格を満たし、年金額を増や
すことができます※受給資格を満た
していない人は特例で70歳まで加入
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

住宅用火災警報器はつけましたか
火災から大切な人を守るため、まだ
設置していない場合は早急に設置し
ましょう。また設置から年月の経っ
た火災警報器は、火災を感知できな
くなることがあり危険です。10年を
目安に交換しましょう。
▪担消防本部予防課薀95-2118

空き地の枯れ草を刈り取りましょう
空き地の枯れ草は、火災の発生源と
なり大変危険です。所有者や管理者
は早めに刈り取りをお願いします。
▪担消防署薀95-2119

寄付　＊敬称略
いせはら市民ファンド
◇平塚農業高校同窓会伊勢原支部白
線会･20万円
▪担財政課薀94-4862
福祉のいずみ基金
◇キスゲハイキング代表 青柳幸子･ 
2万円◇昭和電工パッケージング（株）･ 
1万926円
▪担福祉総務課薀94-4719

催　　し 講座・教室など
event

駅前中央商店会ハロウィンイベント
｢お買い物でお菓子プレゼント｣企画
やフォトスポットラリーなど◇ハロ
ウィン塗り絵も同時開催（対象は小
学生以下）▪時10月24日（土）･25日（日）
の午後1時～4時▪場伊勢原駅北口暫定
タクシー待機場
▪問伊勢原駅前中央商店会（観光協会
内）薀73-7373
▪担商工観光課薀94-4732

クレー射撃全日本･女子選手権大会
▪時【女子】10月22日（木）午前8時～【全
日本】10月24日（土）･25日（日）の午前 
8時30分～▪場県立伊勢原射撃場◇来
場時に管理棟受付で検温を行います
（37.0℃以上の人は観覧不可）
▪問日本クレー射撃協会薀03-6804-3970
▪担スポーツ課薀94-4628

スポーツリーダー養成講座
元サッカー女子ヨルダン代表監督で
湘南ベルマーレU-15WESTコーチ
の沖山雅彦氏が｢海外代表監督の経
験を通じたスポーツ指導について｣
をテーマに講演▪時11月14日（土）午後
6時30分～8時30分▪場市民文化会館小
ホール▪対スポーツ団体指導者など
100人（申込順）▪締10月30日（金）
▪担スポーツ課薀94-4628

家族介護者教室｢在宅での看
み

取
りについて｣

大切な人の最期を考える▪時11月20日
（金）午前10時～正午▪場伊勢原シティ
プラザ▪対市内在住･在勤で高齢者を
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

脂質異常症予防の食生活
コレステロールや中性脂肪が気にな
る人向けの管理栄養士による講話▪時
11月10日（火）午前10時30分～11時30
分▪場伊勢原シティプラザ▪対市内在住･
在勤の人15人（申込順）▪申住所、氏名、
年齢、電話番号を明記しFAX、また
は電話か直接市役所分室の担当へ
▪担健康づくり課薀94-4609 93-8389

フレイル予防の食生活
フレイル（加齢により心身が衰えた
状態）を防ぐ食生活に関する管理栄
養士の講話▪時11月12日（木）午前10時
30分～11時30分▪場伊勢原シティプラ
ザ▪対市内在住･在勤の人15人（申込順）
▪申住所、氏名、年齢、電話番号を明
記しFAX、または電話か直接市役所
分室の担当へ
▪担健康づくり課薀94-4609 93-8389

ノルディックウオーキング講座
（基本編）

ポールの持ち方や基本の歩き方、坂
道や階段での実践歩行など▪時11月13
日（金）･20日（金）の全2回、午前9時
30分～11時※いずれかが雨天の場合
は11月27日（金）も実施▪場千津ふれあ
い公園▪対市内在住で65歳以上の人20
人（申込順）▪費200円▪締11月4日（水）
▪担中部地域包括支援センター薀92-4091

健康スポーツ教室｢ピラティス｣
健康に役立つ呼吸法を学ぶ▪時11月12
日～12月17日の毎週木曜日･全6回、
午後2時～3時▪場市体育館▪定20人（申
込順）▪費3000円
▪担“元気な伊勢原づくり”共同事業体
薀92-3536

産業能率大学スポーツ教室
｢初心者サッカークリニック｣

▪時11月15日（日）午前9時30分～11時
30分▪場産業能率大学▪対小学校1～3年
生20人（申込多数の場合は抽選）▪申住
所、氏名、性別、学年、電話番号を
明記し郵送（〒254-0026平塚市中堂
18-8 E棟3階）かFAX（ 24-2514）、電
子メール（ event@bellmare.or.jp）
で問い合わせ先へ▪締11月6日（金）
▪問湘南ベルマーレ薀25-1211
▪担産業能率大学湘南学生SC薀92-2214

図書館　薀92-3500

図書館ミニギャラリー
紙芝居｢ワシの育て子｣原画展
▪時10月17日（土）～29日（木）

▪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 8月 1～8月
特 殊 詐 欺 2 20（－ 3）
忍 込 み 3  5（－ 7）
車上狙いなど 0 12（－16）
乗 り 物 盗 3 47（－15）

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。

2020子ども読書フェスタ
おすすめ本の紹介やセット貸し出し、
手作り絵本の展示など。詳しくは館
内ポスターやホームページで確認を
▪時10月24日（土）～11月15日（日）

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

10/17･18 10：30◎/13：30⃝/
15：30◎

10/24～の土･
日曜日、祝日

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｢ポラリス2 ルシアと

流れ星の秘密｣
⃝＝ 親子･一般向け番組｢銀河鉄道の夜｣

たぬき先生のやさしい実験教室
▪時10月中の土曜日、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10月中の土･
日曜日①午前9時30分～10時30分②
午前11時～正午（土曜日は②のみ）▪対
4歳～小学校5年生各回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10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）

健康・子育て 検診・教室など
health

4･5歳児の尿検査
腎疾患の予防と早期発見のため、こ
の年齢で毎年実施しています▪時10月
27日（火）午前8時30分～9時30分▪場市
役所分室▪対平成26年4月2日～28年4
月1日生まれの幼児▪申電話か直接市
役所分室の担当へ▪締10月26日（月）※
市内幼稚園･保育園児は各園で実施
▪担健康づくり課薀94-4616

高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種
市内と近隣市の一部医療機関で1回
接種できます▪対①令和3年3月31日ま
でに65･70･75･80･85･90･95・100歳に
なる人で1回も接種したことがない
人②60歳以上65歳未満で、心臓、腎
臓、呼吸器、またはヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫機能の障がいがあ
り1回も接種したことがない人※①
の人は3月下旬に送付した接種券が
必要です。②の人は接種前に担当へ
ご連絡ください◇接種期限＝令和3
年3月31日
▪担健康づくり課薀94-4609

歯周病検診（問診･口腔内検査）
対象者には4月下旬に受診のお知ら
せハガキを送付しています。歯科医
師会に加入する歯科医療機関（厚木･
平塚･秦野市の一部機関を含む）か休
日歯科診療所で受診してください▪対
令和3年3月31日までに40･50･60･70
歳になる人▪費500円
▪担健康づくり課薀94-4616

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･体重の計
測もできます▪申電話で担当へ（人数
制限あり）※11月2日の相談は10月20
日（火）から受け付け
日　時 会　場

10/21（水）
 9：30～10：30 中央公民館

10/27（火）
10：00～11：00 大田公民館

10/29（木）
10：00～11：00 成瀬公民館

11/ 2（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

母親父親教室
安心して出産を迎えるための教室。
時間など詳しくは、担当へ▪時11月2
日（月）･27日（金）、12月9日（水）の全
3回▪場伊勢原シティプラザほか▪対初
めてお母さん、お父さんになる人13
組（申込順）
▪担子育て支援課薀94-4637

　新型コロナウイルス感染症の影響
で、掲載しているイベントなどが中
止や延期となる場合があります。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。

お知らせ information

令和2年分年末調整等説明会は
中止します

新型コロナウイルスの感染拡大を防
ぐため、例年11月に開催している説
明会は中止します。年末調整関係用
紙は、11月5日（木）～27日（金）に市役
所1階の担当窓口前で配布します。配
布資料など詳しくは、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｣で確認を。
▪問平塚税務署薀22-1400
▪担市民税課薀74-5429

下水道排水設備工事責任技術者試験
▪時令和3年2月4日（木）午後1時30分～
3時30分▪場川崎市教育文化会館ほか
（いずれも川崎市川崎区）▪費6400円▪申
アクアクリーンセンター2階の担当
で配布する申込書に記入し郵送で▪締
11月30日（月）※消印有効、申込書の
配布は11月2日（月）～16日（月）
▪担下水道経営課薀92-3341

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

10/19･26、11/2･9

10/19･26、11/2･3･9
※中央公民館は10/26以外は開館
※大田公民館は10/19、11/2は開館

10/19･26、11/2･9

10/19･26、11/2･9

10/19･26、11/2･4･9･11

10/19･26、11/2･4･9･11

10/26、11/9

10/19･26、11/2･9

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。

● イ ベ ン ト ●

●まけるな伊勢原!＆イセハライチ
新鮮野菜の販売やキッチンカー、ス
テージイベント、メダカすくいなど
▪時10月25日（日）午前10時～午後3時
▪場総合運動公園
▪問NPO法人イセハライク･阪本
薀090-8722-6163
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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）。1月1日号分は11月2日（月）から受け付け
ます。なお、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

モザイクアートの写真を募集中です
市制50周年記念事業

　インターネットで寄せられた写真
を組み合わせ、日本遺産｢大山詣り｣
を描いた浮世絵を再現します。完成
した作品は令和3年3月から市役所で
展示するほか、市ホームページに掲
載します。
　写真にはメッセージを添えられ、
スマートフォンなどから簡単に応募
できます。詳しくは市ホームページ
｢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!｣をご覧ください。
　皆さんの思いがこもった写真をお
待ちしています。
締め切り　11月13日（金）
▪担経営企画課薀94-4845

「みんなの写真で
モザイクアートを
つくろう！」

完成イメージ（原画を加工）。ホーム
ページでは応募写真の位置などを検
索できます

　毎年5月の最終水曜日に、全国
の市町村でスポーツ･運動の参加
率を競う住民総参加型イベント 
｢チャレンジデー｣。今年のイベン
トは中止となりましたが、主催者
の笹川スポーツ財団が、家の中で
楽しく運動できる企画を開催して
います。
　アスリートや著名人が実演する
動画（いずれも10分程度）を見なが

ら一緒に運動をして、L
ラ イ ン

INEで参
加報告。全てのプログラムに参加
すると、抽選で出演者のサイン入
りグッズなどが当たります。詳し
くは｢おうちチャレンジデー｣ホー
ムページをご覧ください。
プレゼント応募期限　10月31日（土）
※12月に新しいプログラムが配信
される予定です
▪担スポーツ課薀94-4628

　家庭や事業所から出るごみを庭
や畑などで焼却処理する野焼き
は、一部の例外を除き法律や条例
で禁止されています。
　野焼きはダイオキシン類などの
有害物質を含む煙や悪臭が発生し
たり、布団や洗濯物にススや臭い
がついたりするなど周囲にも迷惑
がかかります。
例外的に認められている焼却行為
　合成樹脂･ゴムを含まないもの
に限ります。いずれも周囲に迷惑
がかからないよう、風向きや時間

帯などに十分配慮してください。
◇農林業者が自己の作業に伴い行
う軽微なもの※排出される草木類
は、資源化事業者に直接持ち込む
こともご検討ください
◇たき火など日常生活の中で行う
軽微なもの
◇キャンプファイア、バーベキュー
など屋外レジャーで行うもの
◇地域的習慣による催しや宗教上
の儀式行事に伴うもの
▪担環境対策課薀94-4735
　環境美化センター薀94-7502

おうちチャレンジデーで
手軽に運動

新型コロナウイルスに負けない!

野焼きは原則禁止されています

写真
募集

市ホームページ

詳しくは10月1日号か市ホームペー
ジ「いせはらシティプロモーション」
をご覧ください。

公式戦での活用も期待されます
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コロナ禍で必要な受診を控えていませんか？
～過度な受診控えは健康上のリスクを高めます～ ▪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）　34人
※10月8日現在

当日は市内各所で記念行事が行われました
　将来ビジョン｢県央の核都市を目指す｣を掲げ、産声を上げた伊勢原市。
市制施行当日には農業協同組合の有線放送を用いた市長メッセージのほか
市役所の開所式、小学校での花火打ち上げなどを行い、市全体が祝賀ムー
ドに包まれました。1周年を迎えた昭和47（1972）年3月1日には、市民投票
で決定した市の木｢しい｣、花｢ききょう｣、鳥｢やまどり｣を制定しました。

第1回「県下15番目の市として誕生」

◇次回は｢伊勢原道灌まつりがスタート｣を紹介します

県央の核都市目ざして
第一歩
　町から市へ―。中郡伊勢
原町がきょう一日から｢神
奈川県伊勢原市｣として正
式にスタートする。県下で
十五番目の市昇格だが、“市
役所”への衣がえ、内部機
構改革も順調に終わった
“新しい夜明け”に｢祝伊勢
原市｣と書き込まれた歓迎
塔、横断幕などが“市内”
メーンストリートに掲げら
れ、いま伊勢原市は“新市
誕生ムード”がいっぱいだ。
（後略）［神奈川新聞］

　伊勢原町は地方自治法の一部を改正する法律に伴い、「人口3万人を超え
る」などの要件を満たしたことから昭和46（1971）年に市制を施行しました。
県下15番目の市｢伊勢原市｣が誕生—。そして令和3年3月1日、市制施行か
ら50周年を迎えます。これを記念し、神奈川新聞社の協力により当時の新
聞記事から市の歩みを振り返りたいと思います。
　紹介するのは、昭和46（1971）年～55（1980）年の10年間。人口が急増する
中、公共施設の建設が進むなど、市の礎が築かれた期間です。
　第1回は、｢市制施行｣について掲載された昭和46年3月1日の記事です。

提供 神奈川新聞社
※当時の紙面記事をそのまま使用（一部記事省略）

シリーズ

　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。

引き続き、
予防対策の徹底を

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

　感染症を心配して、医療機関に行くことを控える傾向が強まっています。厚生労働省によれ
ば全国の受診者数（5月）は前年から20.9％減りました。中でも小児科の減少幅は46.1％でした。
　厚生労働省ホームページ｢上手な医療のかかり方.jp｣（右のQRコードからご覧になれます）を
参考に、適切に受診しましょう。 上手な医療のかかり方.jp

持病の治療やリハビリは継続することが大事です
　自己判断で持病の受診を控えたり、処方薬を中断し
たりすると、重症化したりウイ
ルスに対抗できない状態になっ
たりする恐れがあります。また
リハビリは可能な範囲で続ける
ことが大切です。

遅らせないで、子どもの予防接種と健診
　予防接種の標準年齢は、感染症にかかりやすい年齢
などをもとに決められています。時期を遅らせると免
疫がつくのが遅れ、重い感染症になるリスクが高まり
ます。お母さんからもらった免疫が減っていく生後2
カ月ごろから計画的に予防接種を受け始めることは、
赤ちゃんを守るために、とても重要です。
　乳幼児健診は、子どもの健康や成長の状態を定期的
に確認する大切な機会です。適切な時期にきちんと受
け、育児で分からないことがあれば、遠慮せずに医師
や保健師、助産師などに相談しましょう。

症状があるときは、かかりつけ医に相談を
　熱やせき、腹痛などは感染症の症状とは限りません。
それ以外の病気の可能性もあるため、タイミングを逃
すと最適な治療が受けられなくなる場合があります。
病気の早期発見･治療のためにも、まずはかかりつけ
医（地域の診療所）に相談を。なお、発熱がある場合に
は、事前に電話で症状を伝え、
受診方法について指示をもらう
ようにしましょう。
　歯の痛みなど口内のトラブル
がある人は、我慢せず歯科医院
を受診しましょう。

医療機関は感染防止対策を万全に行っています
　医療機関は感染症の専門家で、ガイドラインに基づ
いて対策に取り組んでいます。さらに、患者に分かり
やすいマークでの注意喚起や自主的ガイドラインなど
の取り組みによって、各機関で徹底した感染防止対策
が行われています。

記事の
中身は

大山詣りを体験･テストツアー
　日本芸能実演家団体協議会が、 
日本遺産｢大山詣り｣を体験する
｢NOBODY KNOWS プロジェク
ト2020 伊勢原テストツアー｣を実
施。今後のツアー企画に向けて、
宿坊体験や歴史講座、三味線･日本
舞踊のライブを楽しみました。

（9月15日）

まけるな伊勢原!＆イセハライチ
　NPO法人イセハライク主催のイ
ベントが総合運動公園で行われま
した。市内外からキッチンカーを
含む18店舗が出店。来場者は感染
症対策を行いながら、採れたて野
菜や地域特産品の買い物、ジャズ
の演奏などを楽しんでいました。

（9月27日）

高部屋神社の伝統神事
　海の神様｢住

す み

吉
よ し

三
さ ん

神
じ ん

｣をまつる高
部屋神社。同神が上陸したとされ
る照ヶ崎海岸（大磯町）で、氏子が
海水や海藻、浜の砂を採取する
｢汐

し お

汲
く

み神事」が行われました。採
取した砂などは、9月20日の例大
祭で参道を清める｢浜砂撒

ま

き｣をは
じめとした神事に使用されました。

（9月17日）

日向の彼岸花が今年も咲きました
　かながわの花の名所100選にも
選ばれている秋の風物詩、日向地
区の彼岸花。例年よりも開花が遅
れましたが、真紅の花が木々の緑
や稲穂の黄金色と見事なコントラ
ストを演出していました。


