
▪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
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※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★ 19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）

 8日（金）･15日（金）･22日
（金）･29日（金）13：00～16：00

行政相談★ 20日（水）13：30～16：00
不動産相談★ 21日（木）13：30～16：00
司法書士相談★ 14日（木）13：00～16：00

行政書士相談★ 11日（月）･25日（月）
13：30～16：00

社会保険労務士相談★ 13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

マンション管理相談★
▪締22日（金） 27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★ 13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★ 20日（水）16：00～18：00

精神保健福祉･認知症相談★  6日（水）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

10 月 の 相 談

①市民相談室②伊勢原シティプラザ

最低賃金の改正
10月1日から県最低賃金が1040円（時
間額）に改正され、県内で働く全て
の労働者に適用されます。
▪問神奈川労働局賃金室 045-211-7354
▪担商工観光課 94-4732

ミュージックチャイムの放送時刻
を変更
防災いせはらでお知らせしている

「夕やけ小やけ」の放送時刻が、10月
1日から午後4時30分に変わります。
▪担危機管理課 94-4865

危険ブロック塀の撤去費等補助制度
地震の際に転倒や倒壊の危険性があ
るブロック塀などの撤去や、安全な
物への入れ替えにかかる費用の一部
を補助します。事前に担当による現
地確認が必要となりますので工事の
着手前に、直接市役所2階の担当へ
事前調査申請書を提出してください
◇補助額＝工事費用の2分の1または
塀の長さ（m）×1万円のうち低い方
の金額※限度額10万円（通学路に面
する場合は15万円）▪対高さ120cm以
上（ブロック部分は60cm以上）で道
路に面したコンクリートブロック塀
や組積造の塀、万年塀および塀と一
体の門柱や基礎※詳しい条件はお問
い合わせください。撤去後に軽量
フェンスなどを設置する場合も費用
の補助があります（限度額10万円）
▪担危機管理課 94-4865

愛の献血
▪時①10月9日（土）午前10時～正午、
午後1時45分～4時②10月18日（月）午
前10時～午後0時30分、午後2時～4
時▪場①MIプラザ②市役所◇②は伊
勢原ライオンズクラブによる骨髄バ
ンクドナー登録会も開催
▪担健康づくり課 94-4609

国民健康保険・後期高齢者医療制
度の傷病手当金を延長
新型コロナウイルス感染症に感染、
または感染が疑われる加入者に対す
る傷病手当金の支給対象期間を12月
31日（金）まで延長しました。要件な
どに変更はありません。詳しくは各
担当へ。
▪担保険年金課
94-4728（国民健康保険）
94-4521（後期高齢者医療制度）

児童手当などの定例支給
中学校卒業までの児童を養育してい
る人に児童手当などを支給していま
す。支給は原則として、認定請求し
た月の翌月分からです。受給中の人
は10月15日（金）に定例支給がありま
す。詳しくは10月上旬に送付する支
払通知書で確認を。
▪担子育て支援課 94-4633 

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＝令和
4年1月1日～3月31日▪締10月29日（金）
▪担道路整備課 94-4822

おいでよ、大山小学校へ（指定校
変更の募集）
特色ある教育活動を行っている大山
小学校に、他の通学区域から就学で
きます。申込方法など詳しくは、担
当へ▪対令和4年4月から小学校に入学
する児童
▪担教育指導課 74-5243

シルバー人材センター入会説明会
健康で働く意欲のあるシルバー世代
を募集。入会希望者は説明会に出席
を▪時10月8日（金）午前9時～正午▪場伊
勢原シティプラザ▪対市内在住で60歳
以上の人
▪担シルバー人材センター 92-8801

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 95-2119

就学時健康診断
令和4年4月から小学校に入学する児
童を対象に行います。9月中旬に日
程や会場の通知を保護者宛てに郵送
しました。届かない場合は担当に連
絡を。
▪担学校教育課 74-5168

講座・教室
イベントなど

オクトーバー・ラン＆ウオーク2021
スマートフォンのアプリを使い、1
カ月間に走った距離や歩数を競うオ
ンラインイベント◇期
間＝10月1日（金）～31日
（日）※随時参加可▪申問
い合わせ先のホーム
ページまたは右のQR
コードから
▪問オクトーバー・ラン＆ウオーク大
会事務局 03-5771-7904
▪担スポーツ課 94-4628

いせはらフレンドコンサート
さわやかなハーモニーを秋風とともに
青少年音楽団体を中心とした参加型
コンサート。「パプリカ」などを演奏
▪時10月31日（日）午後1時～2時45分▪場
市民文化会館小ホール
▪定116人（申込順、小学
生以下は保護者同伴）
▪申電話か右のQRコー
ドから▪締10月15日（金）

▪担青少年課 94-4647

ミニ観察会
グリーン・インストラクターと一緒
に植物や生き物を観察▪時10月24日
（日）午前10時～正午◇集合・解散＝
いせはら塔の山緑地公園※当日受
付、雨天中止
▪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

地域福祉に関するアンケート調査
にご協力を
令和5～9年度を計画期間とする「第5
期伊勢原市地域福祉計画」策定の基
礎資料とするため、市民の生活実態
や地域福祉に対する意識、意見など
を把握するアンケートを実施しま
す。対象者には10月中旬に調査票を
発送します▪対市内在住で18歳以上の
人（無作為抽出）※調査内容は目的以
外には使用しません
▪担福祉総務課 94-4718

クマにご注意ください
秋はクマの活動が活発になります。
被害に遭わないよう、次のことに注
意しましょう◇早朝や夜間に外出す
る際は鈴やラジオなどを携帯して人
の気配を知らせる◇遭遇した場合は
慌てず静かに立ち去る◇餌になる生
ごみを家の周りに放置しない
▪担農業振興課 94-4664

街頭労働相談会
労働条件やパワハラなどについて相
談を受けます。どなたでも相談でき
ます▪時10月21日（木）午前11時～午後
5時▪場伊勢原駅改札内◇当日受付
▪問かながわ労働センター湘南支所
22-2711

▪担商工観光課 94-4732

■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●

8月 1〜8月
発　　生 19 164（＋ 6）
死　　者  0   1（＋ 1）
負傷者計 21 193（＋ 6）

内
訳

重傷  1   3（− 4）
軽傷 20 190（＋10）

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

市・県民税（普通徴収）・・・・・・3期分
国民健康保険税・・・・・・・・・・・7期分
介護保険料・・・・・・・・・・・・・・・7期分
後期高齢者医療保険料・・・・・4期分

●納期のお知らせ●10/1〜31

納期限 11月1日（月）図書館 10/4・6・11・18・25
子ども科学館 10/4・6・11・18・25
市民文化会館 10/4・11・18・25
公民館 10/4・11・18・25 ※中央公民館は10/25以外は開館

※大田公民館は10/4・18は開館
市体育館 10/4・11・18・25
いせはらサンシャイン・スタジアム 10/4・11・18・25
武道館 10/4・11・18・25
行政センター体育館・弓道場 10/11・25 ※体育館はR4.2/28まで一般利用を休止

電子申請ページ

大会ホーム
ページ
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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

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 ●●

●伊勢原ESS（英会話）
ネイティブの講師と英語を学びま
しょう◇見学自由▪時毎週水曜日午前
9時30分～11時30分▪場中央公民館▪費
月2500円
▪問志村 93-4809

●● イ ベ ン ト ●●

●萩の会 絵手紙展
季節の移り変わりを楽しんで描いて
います▪時10月8日（金）～23日（土）午
前9時～午後8時（8日は午前10時から、
23日は午後2時まで）▪場中央公民館
▪問荒川 92-4211
●Let's初めてのテニス
丁寧に分かりやすく指導します▪時10
月15日～11月12日の毎週金曜日・全5
回、午前10時～正午▪場市ノ坪公園テ
ニスコート▪対初心者10人（申込順）▪費
4000円▪締10月14日（木）
▪問エンジョイテニスの会・東

ひがし

嶋
じま

080-5473-9304
●コール高森演奏会2021
曲目「ふと口ずさむ」「続・TOKYO 
物語」ほか▪時10月31日（日）午後2時30
分～▪場杜のホールはしもと（相模原
市緑区橋本3丁目）▪費1000円
▪問服部 94-7268

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、会員募集は年度
に1回の掲載とします。

普通救命講習会
心肺そ生法やAED（自動体外式除細
動器）の使い方を学ぶ◇修了証の発
行あり、再講習可▪時11月2日（火）午
後1時～4時▪場コミュニティ防災セン
ター（南分署）▪対中学生以上の人12人

（申込順）▪申10月4日（月）より市ホー
ムページ「防災・消防・
救急」→「救急」→「救命
講習」から電子申請、
または電話か直接消防
本部2階の担当へ▪締10
月26日（火）
▪担警防救急課 95-9144

初めてのフレスコボール（ボール版
羽根つき）
ビーチ競技のフレスコボールを体験
▪時10月16日（土）・23日（土）の全2回、
午前10時～11時30
分▪場比々多公民館
▪定8人（申込順）▪申
10月1日（金）午前9
時から電話か直接
担当へ
▪担比々多公民館 92-6961

エアロビクス教室
気軽に参加することができます。詳
しくは担当のホームページで確認を
▪時10～12月の毎週火曜日（10月5日、
11月23日、12月28日を除く）、午前
10時30分～11時30分▪場市体育館▪対高
校生以上の人各日30人（先着順）▪費1
回300円
▪担“元気な伊勢原づくり”共同事業体
92-3536

刃物研ぎ
シルバー会員が包丁やはさみなどの
切れ味をよみがえらせます。料金な
ど詳しくは、担当へ▪時10月9日、11月
13日、12月11日の毎回土曜日、午前
9時30分～午後2時▪場八幡台作業所
（旧休日診療所）
▪担シルバー人材センター 92-8801

産業能率大学スポーツ教室「健康
づくり教室」
▪時10月31日（日）午前9時30分～11時
30分▪場産業能率大学▪定30人（申込多
数の場合は抽選）▪申住所、氏名、性
別、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10月22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

図書館ミニギャラリー
絵手紙 山吹会
▪時10月2日（土）～14日（木）

視覚障がい者のための朗読会
伊坂幸太郎「終末のフール」、佐藤愛
子「タローは死なず」ほか▪時10月30日

（土）午後1時～▪定20人（申込順）▪申電
話で

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。

いせはら電子図書館を開設
電子書籍の貸出・返却を、インター
ネットを通じて行うサービスです。
詳しくは図書館のホームページをご
覧ください。

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

土･日曜日、祝日 10:30□/13:30○/
15:30●

□＝親子・一般向け番組「今夜、銀河の片隅で」
○＝ 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「HAYABUSA2」

天体観測会「クーデの日」☆
望遠鏡で惑星や星雲・星団を観察◇
11月から「クーデの日」は抽選になり
ます▪時10月15日（金）①午後6時30分～
7時②午後7時～7時30分▪定各回2組（1
組5人まで、申込順）▪申10月6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

　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
温やマスク着用などの予防対策にご
協力ください。

電子申請ページ

　令和4年1～4月からの保育所、認定こども園（2・3号認定）、小規模保
育施設の利用申し込み方法をお知らせします。市外の施設を希望する
場合も、伊勢原市を経由して申し込みが必要です。詳しくは市役所1
階の担当か市ホームページ「子育て・教育」でご確認ください。
利用申し込み手続きの流れ

【1号認定】3歳以上で保育を必要としない子ども【2号認定】3歳以上
で保育を必要とする子ども【3号認定】0～2歳で保育を必要とする
子ども

施設の説明会日程・連絡先

◇説明会の詳細は、私立幼稚園協会ホームページをご覧ください
◇保育所・小規模保育施設は、随時各施設に連絡し、見学してください
▪担子ども育成課 94-4641

令和4年度 保育施設などの利用申し込み方法

希望施設（認定区分）
幼稚園（私学助成園）
認定こども園（1号）

保育所（2･3号）
認定こども園（2･3号）
小規模保育施設（3号）

▽　　　　　　施設選定　　　　　　　▼
見学･説明会に参加し希望施設を選択

▽　　　　　　書類の準備　　　　　　▼
各施設に直接確認 担当か市ホームページから入手した

書類に記入
▽　　　　　　申し込み　　　　　　　▼

各施設に直接申し込み

受付日時　11月1日（月）～19日（金）の
①午前9時～11時30分②午後1時～4時
※日曜日、祝日を除く。土曜日は①のみ
受付場所　市役所3階3C会議室（土曜
日は担当）

認定こども園
（1･2･3号）

中央マドカ幼稚園 93-7509 10/15（金）10：00～
東海大学付属本田記念幼稚園

94-5900 10/15（金）･20（水）の10：00～

伊勢原白百合幼稚園
（しらゆりチャイルドガーデン）

94-1192
10/15（金）･20（水）･23（土）の10：00～

伊勢原山王幼稚園 95-4550 10/15（金）･23（土）の10：00～
伊勢原みのり幼稚園 93-2918 10/15（金）･16（土）･20（水）の10：30～
伊勢原ひかり幼稚園 92-8882 10/15（金）･16（土）･21（木）の10：30～
伊勢原八雲幼稚園 93-4950 10/15（金）･18（月）の10：30～
伊勢原立正幼稚園 93-8992 10/15（金）10：30～、23（土）11：30～
伊勢原幼稚園 95-0326 10/15（金）13：30～、16（土）の10：00～

幼稚園
（私学助成園） 成瀬幼稚園 93-1391 10/15（金）･16（土）の10：00～

　9月5日、新型コロナウイルス感染症拡大
防止対策のため、神奈中タクシー株式会社
の寄付により、本庁舎と分室の不特定多数
が触れる箇所を抗ウイルス･抗菌コーティ
ング施工しました◇21日には同社に対し感
謝状贈呈式を行いました

庁舎内を抗ウイルス･抗菌コーティング庁舎内を抗ウイルス･抗菌コーティング

　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 94-4715

いせはらくらし安心
メールに登録を


