
　長引くコロナ禍の影響を受けてい
る地域経済の活性化と、現金の受け
渡しをしない非接触型のキャッシュ
レス決済による｢新しい生活様式｣の
普及･定着のため、6月に実施し好評
をいただいたキャンペーンの第2弾
を実施します。
　期間中、市内の対象店舗でお買い
物をするとポイントが還元されま
す。対象となるキャッシュレス決済
方法など詳しくは、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｣→｢経済的支援･
給付など(事業者向け)｣、または右の
QRコードからご確認ください。
キャンペーン期間　12月1日(水)～28
日(火)※利用状況により早期に終了
する場合があります

対象店舗　市内で対象のQRコード
を利用したスマートフォン決済を導
入している次の店舗
◇小売･サービス業など(中小企業の
み)◇飲食店(大手チェーン店含む)※
病院や調剤薬局、コンビニエンスス
トア、公共サービスの支払いなどは
対象外
ポイント付与上限　決済金額の最大
25％◇1回の上限額1000円相当、期
間中の上限額5000円相当
【事業者の皆さまへ】
　対象店舗を再度募集し
ています。詳しくは、市
ホームページをご確認く
ださい。
▪担商工観光課 94-4732

　延期となっていた市制施行50周年
記念式典を行います。新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止のため、出
席者は被表彰者とその関係者のみと
しますのでご了承ください。なお、
多くの人が観覧できるよう、式典の
模様をオンラインで配信します。
と　　き　11月13日(土)午前10時～

視聴方法　インターネット回線に接
続可能なパソコンやスマートフォン、
タブレットでYouTubeの市公式チャ
ンネル、または右のQR
コードからご覧ください
※通信に係る費用は視聴
者の負担になります
▪担秘書課 94-4843

　成年後見制度は、認知症や障がい
などで判断能力が十分でない人の権
利を守り、財産管理などの本人支援
を行う制度です。令和4年1月から、
市民の立場で支援する市民後見人を
養成する講座を開講します。これに
先立ち、講演会･説明会を行います
※養成講座の受講を希望する人は、
説明会への参加が必要です
申込み　住所、氏名、電話番号、参
加希望日を明記しFAX、または電話
で担当にお申し込みください
講演会･説明会
｢成年後見制度と市民後見人への期

待｣をテーマに、弁護士と市民後見人
が講演します。
と　き　【講演会】11月15日（月）午後
1時30分～3時30分【説明会】午後3時
40分～4時
ところ　伊勢原シティプラザ
対　象　市内在住の人50人（申込順）
説明会のみ
と　き　11月20日（土）午前10時30 
分～11時30分
ところ　成瀬コミュニティセンター
対　象　市内在住の人30人（申込順）
▪担社会福祉協議会 94-9600 94-5990

　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4年2～4
月入所の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
どで放課後に保護者の育成を受けら
れない児童(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(水)～17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1階の担当）

成年後見制度に関する講演会を開催

児童コミュニティクラブの入所
申請を受け付けます 

市制施行50周年記念式典を開催
します
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氏を指名
　永井武義教育委員の任期満了に伴
い、市長は市議会9月定例会で同意を
得て、10月1日付けで福田雅宏氏を教
育委員に任命しました。任期は令和7
年9月30日までの4年間です。福田氏は
市内小･中学校でＰTA会長や市の男女
共同参画推進委員会委員などを歴任し
ています。
　また、教育長は教育長職務代理者に重田恵美子氏を指名しました。重田
氏は一般社団法人二

に

紀
き

会
かい

の審査委員で、平成26年から教育委員を務めてい
ます。
▪担教育総務課 74-5104

市公式チャンネル

市ホームページ

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

キャッシュレス決済ポイント
還元キャンペーン第2弾を実施
12月1日
(水)から

福田雅宏
教育委員

重田恵美子
教育長職務代理者

支援員･補助員(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支援員･補助員を
募集します◇雇用開始時期は応相談
勤 務 日　週3日または5日(シフト制)
勤務場所　市内の児童コミュニティクラブ(伊勢原小学校区と比々多小
学校区を除く)
勤務時間　次の時間帯のうち5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｢職員採用｣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

▪担子ども育成課 94-4641

第49回衆議院議員総選挙
投票日 10月31日（日）

▪担選挙管理委員会事務局 74-5273

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

新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載している内容が変更となっている場合があります 点訳広報、声の広報も製作しています

伊勢原市は令和3年3月1日に伊勢原市は令和3年3月1日に
市制施行50周年を迎えました市制施行50周年を迎えました

人口と世帯

令和3（2021）年 No.1232

●人口 101,296（－17）
●世帯数 45,464（－19）
※令和2年国勢調査（速報値）を基にした推計人口

●発行部数／ 38,700部

10月1日現在 （　）は前月比

10月15日



掲 示 板 ▪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

第1232号　令和3（2021）年10月15日第1232号　令和3（2021）年10月15日 23

■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。10/15～11/14
図書館 10/18･25、 11/1･4･8･10
子ども科学館 10/18･25、 11/1･4･8･10
市民文化会館 10/18･25、 11/1･8
公民館 10/18･25、 11/1･3･8 ※中央公民館は10/25以外は開館

※大田公民館は10/18、11/1は開館
市体育館 10/18･25、 11/1･8
いせはらサンシャイン・スタジアム 10/18･25、 11/1･8
武道館 10/18･25、 11/1･8
行政センター体育館・弓道場 10/25、 11/8 ※体育館はR4.2/28まで一般利用を休止

●市内の主な犯罪発生件数● ●市LINE公式アカウントの登録を●

犯 罪 の 種 類 8月 1〜8月
特 殊 詐 欺 2 5(－15)

空 き 巣 0 4(＋ 3)

車上狙いなど 1 8(－ 4)

乗 り 物 盗 3 35(－12)

伊勢原警察署調べ （　）内は前年比

講座・教室
イベントなど

神奈川県ゆかりの特定失踪者パネル 
展示
拉致の疑いのある特定失踪者に関す
る資料を展示▪時10月26日（火）～29日
（金）の午前8時30分～午後5時▪場市役
所1階ロビー
▪担人権･広聴相談課 94-4716

認知症サポーターステップアップ 
研修
認知症になっても安心して暮らせる
まちづくりのため、地域で活動する
オレンジパートナーを養成◇公認心
理師による講話や当事者へのインタ
ビューほか▪時11月19日（金）午後1時
30分～4時▪場中央公民館▪対認知症サ
ポーター養成講座を受講済みの人30
人（申込順）
▪担介護高齢課 94-4725

家族介護者教室「看取りに向けた 
意思決定について」
最期まで自分らしく過ごすために、
家族で話し合うきっかけづくりを考
える▪時11月26日（金）午前10時～正午
▪場伊勢原シティプラザ▪対高齢者を介
護している人か65歳以上の人15人（申
込順）
▪担介護高齢課 94-4725

健康増進Vitalityチャレンジに参加 
しよう
1週間ごとの目標を達成すると、特
典が受けられます。短期の目標を設
定し、日々の取り組みを意識するこ
とで運動習慣を身につけましょう◇
参加するにはアプリをスマートフォ
ンでダウンロードする必要がありま
す▪時 11月15日（月）～12
月12日（日）▪対市内在住
の人100人（申込順）▪申右
のQRコードからお申
し込みください
▪問住友生命町田支社 042-726-4314
（平日午前9時～午後5時）
▪担スポーツ課 94-4628

ピラティス教室
呼吸法で体幹バランスを整える▪時11
月10日～12月15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

自宅で工作「ハロウィン簡単ラン 
タン」
親子向けに、材料や作り方の解説が
入ったセットをウオークスルー方式
で配布▪時10月31日（日）午後2時～5時
▪場市役所玄関▪定200セット（申込順、1
家族3セットまで）▪申市
ホームページ「子育て･
教育」→「青少年」の専用
フォーム、または電話で
担当へ▪締10月25日（月）
▪担青少年課 94-4647

フラワーアレンジメント教室
プリザーブドフラワーを使い、プチ
アレンジメントを作る▪時11月4日（木）
午前10時～正午▪場伊勢原南公民館▪対
市内在住･在勤の人9人（申込順）▪費
1700円▪申10月15日（金）の午前9時か
ら電話か直接担当へ▪締10月26日（火）
▪担伊勢原南公民館 92-1210

オリエンテーリング大会
地図上のチェックポイントを回る大
会▪時11月13日（土）午前10時～▪場総
合運動公園▪定100人（申込順、チーム
で参加する場合は1組5人まで）▪締11
月6日（土）
▪担"元気な伊勢原づくり"共同事業体
92-3536

おもちゃ病院いせはらを開院
おもちゃドクターが壊れたおもちゃ
を治療します。受付個数は各日20個
（先着順）。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｡
詳しくは担当へ▪時①10月23日（土）
②10月24日（日）③11月14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 94-9600

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2
日（火）･9日（火）の午前9時30分～11
時30分◇集合＝千津ふれあい公園※
初めて参加する人は2日間とも受講
が必要。いずれかが雨天の場合は11
月16日（火）も実施▪対市内在住で65歳
以上の人20人（申込順）▪費200円▪締10
月29日（金）
▪担中部地域包括支援センター
92-4091

家族介護者の集い「ほっとサロン」
懐かしい紙芝居と簡単な体操で心も
体もリフレッシュ▪時10月28日（木）
午後2時～3時30分▪場伊勢原シティプ
ラザ▪対家族の介護をしている人15人
（申込順）▪費100円▪申住所、氏名、電
話番号を明記しFAX、または電話で
担当へ▪締10月26日（火）
▪担南部地域包括支援センター
71-6616 94-5990

産業能率大学スポーツ教室「初心 
者サッカークリニック③シュート」
▪時11月28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（ 24-25�
14）、電子メール（
event@bellmare.
or.jp）で問い合わせ
先へ▪締11月19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

予約制で人数制限あり。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

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」
※10月17日（日）午後3時30分～の投影はありません

天文おはなし会｢月食を観察しよう｣
季節の星や星座、月に関するお話▪時
11月13日（土）午前11時～11時30分▪定
14組45人（申込順、小学生以下は保
護者同伴）

固定資産評価審査委員会委員を再任
酒
さか
井
い
昌
まさ
直
なお
氏の任期満了に伴い、市長

は議会の同意を得て、10月1日付け
で酒井氏を再任しました。任期は令
和6年9月30日までの3年間です。
▪担市民税課 74-5428

年末調整等説明会を取りやめます
国税庁のデジタル化推進の方針を受
け、今後は行いません。給与支払報
告書と総括表は、11月5日（金）～26
日（金）に市役所1階の担当窓口前で
配布します※給与支払報告書以外の
年末調整関係用紙は配布しません
▪問平塚税務署 22-1400
▪担市民税課 74-5429

戦没者を追悼し平和を祈念する式典 
は中止します
新型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため中止します。ご理解をお願
いします。なお、市遺族会主催の奉
賛行事も中止となりました◇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 94-4719

食の安全･安心審議会委員の募集
食の安全･安心の確保に関する重要
事項について審議していただきます。�
申込方法など詳しくは、問い合わせ
先のホームページをご確認ください
◇応募資格＝県内在住･在勤･在学で
20歳以上の人（令和3年11月1日現在）
◇募集人数＝3人▪締11月15日（月）
▪問県生活衛生課 045-210-4940
▪担健康づくり課 94-4609

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 22-1515
▪担保険年金課 94-4520

福祉のいずみ基金　＊敬称略
◇匿名･11万3031円
▪担福祉総務課 94-4719

　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お知らせ
しています。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。

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

検診・
教室など

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月の相談は10月20日

（水）から受け付け
日　時 会　場

10/21(木)
10：00～11：00 成瀬公民館

10/26(火)
10：00～11：00 大田公民館

11/ 1(月)
 9：50～10：40

成瀬コミュニティ
センター

▪担子育て支援課 94-4637

　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。

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

●● イ ベ ン ト ●●

●伊勢原市文化財協会･見学会
市内の矢倉沢住還を歩こう◇文化
庁補助金事業▪時10月30日（土）午前
9時30分～◇集合場所＝伊勢原大
神宮▪申電話で▪締10月27日（水）
▪問陶山 93-0964（午後6時以降）

●市制施行50周年記念 日本遺産
企画展｢浮世絵でみる大山詣り｣
大山詣りを浮世絵で体感▪時11月7
日～令和4年3月27日の毎回日曜日
午前10時～午後3時（年末年始を除
く）▪場雨岳文庫（上粕屋）▪対小学生
以上の人（小学生は保護者同伴）
▪問雨岳文庫･庄司 94-1396

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。
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。

　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
などレジャーで行う軽微なもの
◇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 94-4735
　環境美化センター 94-7502

野焼きは原則禁止されています

専用フォーム

専用フォーム

　向上高校硬式野球部が秋季神奈
川県大会において、桐光学園との
準決勝を5対4で勝利。決勝では東
海大相模に2対9で敗れたものの、
10月30日から茨城県で開催される
関東大会に初出場することが決ま
りました。平田監督は｢関東大会
に向けて明確な課題ができた｣と
話しました。

（9月25日）

向上高校が神奈川県大会で準優勝し、関東大会の切符を見事獲得

勝利が決まった瞬間、ベンチから飛び出
す選手たち（桐光学園との準決勝）
� 写真提供 神奈川新聞社

　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、老朽化した瓦や外
壁が飛散したり、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、地域住民の生活環境に深刻な影
響を及ぼします。
　空き家の所有者･管理者に対しては「空家等対策の推進に関する特別
措置法」で、適切な管理に努めるよう責務が規定されています。

皆さんの意識で空き家問題は解決します
　次のことに気を付けましょう。
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。県居住支援
協議会が作成した、「空き家にしない『わが家』の終活ノート」を参考に
してみてください。市ホームページ「くらしのガイド」→「住宅･空き
家」からご覧になれます
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
▪担建築住宅課 94-4782

空き家の管理は適切に

｢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 045-664-6901

自分で管理できないときは…

　市では空き家の適切な管理を促
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 92-8801

　体力づくりや健康づくりができる教室です。東海大学の専門家が指
導します。詳しくは市役所分室の担当にお問い合わせください◇この
事業は市と東海大学との提携事業です

対　象　医師から運動制限を受けていない人
費　用　1コース2000円
申込み　住所、氏名、年齢、電話番号、受講希望コースを明記して
FAXか電子メール、または電話か直接担当にお申し込みください
▪担スポーツ課 94-4628 93-8389� sports@isehara-city.jp

東海大学健康クラブ
ウイークデースポーツ教室の参加者を募集

主な内容
コース名 日　程 会　場 定員(申込順)

シニア筋力
トレーニング
※どの日程も
実施内容は同じ

11月2日･16日、12月7日･14日
の毎回火曜日･全4回
14:00～15:30

市立武道館 各15人

12月21日、令和4年1月11日･25日、
2月1日の毎回火曜日･全4回
14:00～15:30
令和4年2月15日、3月1日･15日･
29日の毎回火曜日･全4回
14:00～15:30
令和4年4月12日･26日、5月10日･
17日の毎回火曜日･全4回
13:00～14:30

ヨガ
令和4年1月12日、2月9日、3月
9日･23日、4月13日･27日、5月
11日･25日の毎回水曜日･全8回
14:00～15:30

市体育館 25人

市職員の人事異動
　10月1日付けで職員の人事異
動を行いました。
※課長職以上を掲載。（　）内は旧所属
市長部局
経済環境部【課長】◇農業振興課
農林整備担当課長（都市部市街
地整備課主幹兼中心市街地整備
係長）佐野直希
土木部【課長】◇土木総務課長

（経済環境部農業振興課農林整
備担当課長）吉野雅彦
▪担職員課 94-4873

市スポーツ少年団が生涯
スポーツ優良団体を受賞
　市スポーツ少年団（松藤保男
本部長）が長年にわたる青少年
のスポーツ振興や健全育成、市
のスポーツ事業の運営に多大な
功績を挙げたことが認められ、
文部科学大臣から令和3年度生
涯スポーツ優良団体の表彰を受
けました。
▪担スポーツ課 94-4628
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　県の医療危機対策本部室と連携し、保健所が把握している感染事例を4
コマ漫画形式で紹介します。どのような場面で感染が広がりやすいかとい
う傾向を知り、感染症対策につなげていきましょう。

伊勢原市×神奈川県
新型コロナウイルス感染症対策 特別連携広報（その2）

神奈川県
PRキャラクター

かながわキンタロウ

ワクチン接種後も、感染予防対策を忘れずに

市内の患者発生状況
患者数（累計） 1082人
※10月8日現在

新型コロナウイルス関連情報

　ワクチンの感染予防効果は100％ではなく、接種後に感染する｢ブレイクスルー感染｣が起こることが
あります。また、2回目を接種してから免疫がつくまでには2週間程度かかるとされています。ワクチン
を接種したからといって、油断は禁物です。正しいマスクの着用や手指消毒、3つの密（密集場所、密接
場面、密閉空間）の回避といった基本的な対策を継続し、感染を予防しましょう。
▪担健康づくり課 92-1117

その使い方、合っていますか
　正しい使い方をしないと効果が発揮さ
れません。次のことを心がけましょう。

□�自分にあった
サイズを選ぶ

□�プリーツ（ひだ）
を広げ、あごま
でカバーする

□�外す時は外面に
触れないように
する

□�隙間なく
フィット
させる

□�鼻と口を
しっかり
覆う

最も基本的な対策は｢正しいマスクの着用｣です
　毎日使うものだからこそ、改めて効果と着用方法を知
り、感染リスクを下げましょう。
感染予防効果のあるものを選択しましょう
　感染リスクが高まる場所では、より機能性が高いもの
を選びましょう。

接種率（1回目） 76.57％　接種率（2回目） 66.39％　※10月8日現在
12歳以上（平成21年9月30日以前生まれ）の人

第10回「三井インダストリアルパークが完成」

日産自が単独進出へ
厚木･伊勢原の｢三井インダ
ストリアルパーク｣
一大研究拠点を建設
早ければ来春にも着工か
　厚木市と伊勢原市にまたがる
｢三井インダストリアルパーク｣の
誘致企業として日産自動車（本社･
横浜市神奈川区宝町、資本金約六
百億円、石原俊社長）の進出計画
が持ち上がっている。三井インダ
ストリアルパークは総面積約百二
十一㌶で、日産がそっくり入居。
中央研究所、設計開発、電子計算
センターなどの研究部門を集約、一大研究拠点にしようというもの。既に
地元の厚木、伊勢原両市に対し事前審査願いを提出しており、今月末には
具体的な協議に入る見込み。� （後略）［神奈川新聞］

　今回紹介するのは、現在の日産テクニカルセンターについて掲載された、
昭和53（1978）年8月22日の記事です。

シリーズ

日本経済を支える一大研究･開発拠点が誕生
　昭和56（1981）年、日産自動車は開発体制の強化を図るため、横浜市鶴見
区と東京都杉並区に分散していた研究拠点を集約し、パーク内に日産テク
ニカルセンターを開設しました。その後、実車風

ふ う

洞
ど う

実験棟や車体安全実験
棟などを増設。就業人員は当初の3400人から約1万5000人に増え、技術･商
品開発部門のみならず品質保証や購買などを含めた総合的な拠点として日
本のモノづくりを支えています。また、市と令和2（2020）年2月に災害時の
電気自動車からの電源供給に関する協定を結んだほか、伊勢原観光道灌ま
つりやふれあい福祉まつりなどにおけるボランティア活動、地元企業と
タッグを組み、新名物｢新型カキノタネ｣を開発するなど市のPRにも尽力
していただいています。
◇次回は｢市民文化会館がオープン｣を紹介します

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）

電話番号　0120-080-955
受付時間　 午前8時45分～午後5時（年末年始を除く）

予約申込専用ダイヤル
（接種の予約申し込みをする場合）

電話番号　0570-090-655
受付時間　 午前8時45分～午後5時（年末年始を除く）

問い合わせ用ダイヤル
（接種券の再発行や予約のキャンセル、接種に関する
全般的なことを知りたい場合）

出典 スーパーコンピューター｢富岳｣によるシミュレーション結果（豊橋技術科学大学）

マスクの素材
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年代別感染者数割合（9月）

記事の
中身は

◇発熱や強いだるさといっ
た体調の変化に気付いたら
外出や出勤･通学は控え、医
療機関へ事前連絡し、早期
に受診しましょう

◇飲食店が定めている感染
症対策のルールを守らずに
楽しむことは、お店側にも
迷惑がかかることになりま
す。絶対にやめましょう

◇親しい友達の家でも、長
い時間を共有することは感
染リスクを伴います。楽しい
ひとときは、コロナ禍が落ち
着いてからにしましょう

事例２
飲食店でもルールを守って

事例3
楽しい時間も今は控えましょう

事例1
発熱はコロナを疑おう
1 

3

4

1 

2

3

4

1 

2

3

4

仲良しグループで、お泊
り会

突然、微熱が出た

その後1人の陽性が判明その後、症状が悪化して
重症化

数日後、次々と友人の陽
性が分かった

陽性が判明した 周囲の人も次々と陽性に

飲食店のテレビでスポー
ツ観戦

マスクを外して大盛り上
がり

1人の客に感染が判明

2 風邪だと思い、薬を飲ん
で外出

遊んで食べて、楽しい時
間を過ごした

気を緩めずに、対策の継続を
　人流の減少やワクチンの普及などによ
り、感染拡大は一時期よりも収まり、緊
急事態宣言が解除されましたが、引き続
き、黙食やマスク飲食、感染症対策をし
ている飲食店の利用などをお願いします。

伊勢原市における感染状況

0

100

200

300

400

4月

61

5月 6月 7月 8月 9月

78
35

90

396

101

（人）

事例を知り、
感染拡大を防ぐ

感染者数（月別）の推移

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

4第1232号　令和3（2021）年10月15日『いせはら　くらし安心メール』の登録 
は右のQRコードか市ホームページから 

伊勢原市市公式
ホームページ


