
▪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

■主な施設の休館日 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●

7月 1～7月
発　　生 25 145（＋8）
死　　者  0   1（＋1）
負傷者計 39 172（＋6）

内
訳

重傷  0   2（－2）
軽傷 39 170（＋8）

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

固定資産税･都市計画税 �������3期分
国民健康保険税���������������������6期分
介護保険料 ����������������������������6期分
後期高齢者医療保険料 ���������3期分

●納期のお知らせ●9/1〜30

納期限 9月30日（木）図書館 9/6～10•13•21•24•27 ※9/7～10は資料特別整理休館
子ども科学館 9/6～10•13•21•24•27 ※9/7～10は施設点検休館
市民文化会館 9/6•13•21•27
公民館 9/6•13•20•23•27 ※中央公民館は9/6･13は開館

※大田公民館は9/6は開館
市体育館 9/6•13•27
いせはらサンシャイン・スタジアム 9/6•13•27
武道館 9/6•13•27
行政センター体育館・弓道場 9/13•27 ※体育館はR4.2/28まで一般利用を休止
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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
住居を失う恐れのある人に対し、就
労に向けて活動することを条件に、
家賃相当額を一定期間支給します※
資産収入などに関する要件を満たし
ている人が対象。上限あり
▪担生活福祉課 94-4726

幼稚園･認定こども園就職説明会
市内幼稚園、認定こども園が一堂に
集う説明会。理想の職場を見つけよ
う◇当日、直接会場へお越しください
▪時9月25日(土)午後1時30分～4時▪場伊 
勢原シティプラザ▪対令和3年度新卒
者または既卒者で保育教諭、幼稚園
教諭、保育士を目指す人※養成校に
在校している人は1年生から参加可
▪担子ども育成課 94-4638

危険物取扱者試験 
受験希望者は、問い合わせ先のホー
ムページで確認を▪時12月5日（日）▪場
慶應義塾大学（横浜市港北区）
▪問消防試験研究センター
045-633-5051

▪担消防本部予防課 95-2118 

年金生活者支援給付金の請求を
新たに支給対象となった人には、日
本年金機構から9月ごろに必要書類
が届きます。原則、支給は請求日の
翌月からです。詳しくは問い合わせ
先へ※引き続き支給対象となる人は
手続き不要
▪問平塚年金事務所 22-1515
▪担保険年金課 94-4520

市営住宅入居者を募集
条件など詳しくは｢募集のしおり｣ で
確認を◇一般世帯向け3戸＝池端住
宅1戸、峰岸住宅1戸、三本松住宅1
戸※単身者向けの募集はありません
募集のしおり配布
◇期間＝9月28日（火）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
◇受付日＝9月24日（金）･27日（月）･28
日（火）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

木造住宅の耐震化を補助します
住宅の倒壊から人命を守るため、大
規模な地震に備えた住まいの耐震化
を進めましょう。申請方法など詳し
くは、担当へ▪対昭和56年5月31日以
前に在来軸組工法で建築された木造
住宅◇補助金額＝【耐震診断】全額
（限度額10万円）【耐震改修工事】工事
および工事監理費
用の1/2（限度額50
万円）【除却工事】
工事および工事監
理費用の1/2（限度
額25万円）
▪担建築住宅課 94-4790

不登校相談会･進路情報説明会
フリースクールなどと県教育委員が
連携した相談会▪時9月25日（土）午後1
時～4時30分（受付は午後0時30分～4
時）▪場藤沢合同庁舎（藤沢市鵠沼石
上）▪対小･中学生、高校生、高校中退
者、保護者、教員
▪問県子ども教育支援課
045-210-8292

▪担教育センター 74-5253

いせはら市民ファンド　＊敬称略
◇神谷コーポレーション湘南（株）代
表取締役社長 神谷忠重･200万円
▪担財政課 94-4862

講座・教室
イベントなど

手話で話してみませんか～手話奉
仕員養成講座（基礎課程）～
さまざまな手話表現や福祉制度を学
ぶ。日程など詳しくは、市ホームペー
ジ｢健康･福祉｣→｢障がい者支援｣を
ご覧いただくか担当にお問い合わせ
ください▪時10月6日（水）～令和4年3
月16日（水）･全23回、午前10時～正午
▪場伊勢原シティプラザ▪対市内在住･
在勤の18歳以上で、手話経験が1年
以上（手話奉仕員養成講座入門課程
修了程度）の人20人（申込順）▪申住所、
氏名、電話番号を明記しFAXか電子
メール、または電話で担当へ▪締9月
15日（水）※テキスト代がかかります
▪担障がい福祉課 94-4720 95-7612

shien-c@isehara-city.jp

いせはら食育セミナー
健康増進のための食生活に関する講
話とおすすめレシピの紹介▪時9月30
日（木）午後2時～3時▪場中央公民館▪定
12人（申込順）▪申住所、氏名、生年月
日、電話番号を明記しFAXか電子
メール、または電話か直接市役所分
室1階の担当へ
▪担健康づくり課 94-4609 93-8389

kenkou@isehara-city.jp

探鳥会
グリーン･インストラクターと一緒
に鈴川･大根川周辺で水鳥を観察▪時9
月25日（土）午前9時～午後3時◇集
合＝鈴川会館前▪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

市民のための大学教養講座
｢生物の構造を真似た科学技術｣を
テーマに東京農業大学教授が講演▪時
10月1日（金）午前10時～11時30分▪場
中央公民館▪定20人（申込順）▪申9月1日

（水）午前9時から電話か直接担当へ
▪担中央公民館 93-7500

精神保健福祉ボランティア基礎講座
精神障がい者の支援活動について学
ぶ▪時10月2日～16日の毎週土曜日･全
3回、午後1時～4時30分▪場伊勢原シ
ティプラザ▪対市内在住の人10人（申
込順）▪費500円▪申住所、氏名、電話番
号、講座名を明記しFAX、または電
話で担当へ
▪担社会福祉協議会 94-9600 94-5990

10月から障医療証を更新
心身障害者医療費助成対象者に発行
している医療証は、9月30日で期限
が切れます。新しい医療証は9月下
旬に郵送します。
医療証の対象となる人
未交付の人は担当にお問い合わせく
ださい①身体障害者手帳1･2級の人
②IQ35以下の人③身体障害者手帳3
級でIQ50以下の人④精神障害者保
健福祉手帳1級の人※65歳以上で新
たに①～④の該当となった人は除
く。④の人は通院費のみ助成
所得制限について
本人に令和2年中、一定以上の所得
がある場合は助成の対象外となりま
す。該当者には9月下旬に通知しま
す。制限額など詳しくは、担当へ。
▪担障がい福祉課 94-4720

西湘地区障害者就職面接会（予約制）
障害者手帳と手帳のコピー、履歴書

（複数枚）を用意してお越しください
▪時10月7日（木）･8日（金）の午後1時～
4時▪場トッケイセキュリティ平塚総合
体育館（平塚市大原）▪対障害者手帳を
持っている人▪申 9月13日（月）～24日（金）
に電話かFAXで問い合わせ先へ
▪問ハローワーク平塚･専門援助部門
24-8609 23-7924

▪担障がい福祉課 94-4721

※費用はすべて無料、★印は要予約
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★ 中止

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★ 中止 94-4716

消費生活相談 月～金曜日9：30～12：00、
13：00～16：00

消費生活センター
95-3500

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

精神保健福祉･認知症相談★  2日（木）･3日（金）
13：30～16：00

平塚保健福祉事務所秦
野センター保健予防課

82-1428

③ 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

9 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
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　市からのさまざまなお知らせや災
害に関する情報などをLINEでお知
らせします。
　LINEアプリ内で｢伊勢原市｣を検
索するか、右のQRコー
ドから｢友だち登録｣を
してください※利用に
はLINE（株）が運営する
コミュニケーションア
プリ｢LINE｣をスマー
トフォンやタブレット
などにインストールす
る必要があります。詳
しくは市ホームページ 
｢市政情報｣→｢SNS｣を
ご覧ください
▪担広報戦略課 94-4864

ヨガ教室
身体を伸ばしてリフレッシュ◇初心
者も参加可▪時9月22日～10月27日の
毎週水曜日･全6回、午後1時30分～2
時30分▪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
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①ドリブル教室｣
▪時10月3日（日）午前9時30分～11時▪場
産業能率大学▪対小学生25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9月24日（金）
▪問湘南ベルマーレ 25-1211
▪担産業能率大学湘南学生SC 92-2214

92-3500

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。

92-3600

展示室の利用や館内のイベントは予
約制で、人数制限があります。詳し
くは施設かホームページで確認を。

※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

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

プラネタリウム投影番組
9月20日（月）まで

土･日曜日、祝日 10：30△/13：30●/
15：30△

9月23日（木）～11月14日（日）

土･日曜日、祝日 10：30□/13：30●/
15：30◎

△＝親子･一般向け番組｢ハナビリウム｣
●＝ 親子･一般向け番組｢いきもの目線 動物

ぐるり!超接近｣
□＝ 親子･一般向け番組｢今夜、銀河の片隅で｣
◎＝親子･一般向け番組｢HAYABUSA2｣

｢自宅で自由に作ろう!君だけのク
ルマ 粘土コンテスト｣作品展示会
夏休みに行った教室の参加者作品を
展示◇プロモデラーのコメントあり
▪時9月14日（火）～10月10日（日）

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 ●●

●写友クラブ
楽しい写真撮影をご一緒に▪時毎月最
終土曜日午前10時～午後1時▪場中央
公民館▪対高校生以上の人▪費月500円
▪問谷亀 96-0813

●書道クラブかな
かな･漢字を自分のペースで学ぶ▪時
毎月第1･3木曜日午前9時30分～11時
30分▪場中央公民館▪費月1500円（漢字
は2500円）
▪問岩田 97-2789 
●レッツ93
運動で元気に歩ける体を保ちましょ
う◇見学随時▪時毎月第1～3火曜日午
前9時～9時45分▪場大田公民館▪費月
2500円
▪問柴田 93-3313
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。先着順に受け付けます。

天体観測会｢クーデの日｣☆
望遠鏡で惑星や星雲･星団を観察▪時9
月17日（金）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、申込順）▪申9月8日（水）午前9時か
ら電話で担当へ※中学生以下は保護
者同伴、雨天･曇天時は中止

天文おはなし会｢お月見を楽しもう｣
季節の星や星座、月に関するお話▪時
9月18日（土）午前11時～11時30分▪定
45人（先着順、小学生以下は保護者
同伴）

　新型コロナウイルス感染症の影響
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｣で確認を。
　イベントなどに参加する際は、検
温やマスク着用などの予防対策にご
協力ください。

催し中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の
拡大を防止するため、次の催し
は中止します。ご理解をお願い
します。
◇障がい者スポーツ大会
▪担障がい福祉課 94-4720
◇地区・学区住民体育祭
▪担スポーツ課 94-4628
◇第57回伊勢原市民文化祭
▪担社会教育課 93-7500

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

“友だち”登録をお願いします
伊勢原市公式LINE

アカウントを開設しました

　Ｊ1リーグ第29節のアビスパ福岡戦のチケットが特別価格で販売さ
れます。ホームタウンの応援で、ベルマーレを勝利へ導きましょう。
と　　き　9月18日（土）午後6時キックオフ
と こ ろ　レモンガススタジアム平塚（平塚総合運動公園内）
対　　象　購入者が市内在住の人※市外在住の人も入場可
入場料金　1500円（6Gミックス指定席、一度で4枚まで
購入可）
販売開始　9月8日（水）正午～
購入方法　湘南ベルマーレ公式ホームページ、または
右のQRコードから※購入したチケットで入場できます
▪担スポーツ課 94-4628

湘南ベルマーレ 伊勢原・秦野市民デー

ベルチケ

　市では、自治会や民生委員などに協力いただき、災害時に自力で避
難できない高齢者や障がい者の安否確認や情報伝達などの支援を行う
ため、要援護者の登録を進めています。
　いざというとき、地域でスムーズに支援が行えるよう事前の登録を
お願いします。登録を希望する人は、個人情報を地域(自治会など)に
提供することを承諾した上で、市役所1階の担当や登録先で配布する
「避難支援登録カード｣に記入し、各登録先にご提出ください。

▪担福祉総務課 94-4718

災害時要援護者の登録を

対象者 登録先
介護保険の要介護3以上で在宅で生活している人

介護高齢課
94-4724

市に登録している、ねたきり高齢者･認知症高齢者
市に登録している、ひとり暮らし高齢者
高齢者夫婦など（まごころ配食サービス利用者）
身体障害程度等級表による1･2級の人

障がい福祉課
94-4720

療育手帳判定基準によるA1･A2の人
精神障害者保健福祉手帳1級の人
特定医療費（指定難病）医療費助成制度認定者

　市民文化会館で、東京2020パラ
リンピック聖火フェスティバルを
行いました。
　小･中学生がまい切り式で起こ
した火と、市内6つの障がい福祉
事業所で起こした火を一つにし、
聖火の火種ができました。
　同日、県内全市町村の火と合わ
さり東京へと送り出されました。
(8月15日)

いせはらの火を東京へ

LINEアプリ

　令和5年度を始期とする次期総
合計画の策定に関する意見を述べ
ていただきます。他の審議会など
の委員である人は応募できません。
応募資格　市内在
住で20歳以上の人
（令和3年9月1日現
在）
募集人数　3人
任　　期　2年
報　　酬　会議1回につき5400円

応募方法　小論文｢10年先を見通
した伊勢原市のまちづくり｣（600～ 
800字程度、任意様式）に住所、氏
名、年齢、性別、電話番号を明記
し郵送かFAX、電子メール、また
は直接市役所4階の担当にご提出
ください
締め切り　9月15日（水）※消印有効
選考方法　書類審査および面接
▪担経営企画課 94-4845 93-2689 
 kikaku@isehara-city.jp

総合計画審議会委員を募集


