
人口と世帯　30．9．1 現在
総人口 16万5438 人 （前月比－ 83）
内　訳 男  8万4660 人  （前月比－ 52）
 女  8万　778 人 （前月比－ 31）
世帯数 7万1274 世帯 （前月比＋　8）

毎月 2 回（ 1 日・15日）発行

主 な 内 容
◇市議会副議長決まる （2面）
◇健康はだの21フェスティバル （3面）
◇畜産まつり （4面）
◇秋の全国交通安全運動 （4面）
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問い合わせ　観光課☎(82)9648

交通のご案内 主なイベント

ご覧ください テレビ放映

乗り場が変わります パークアンドバスライド
　㈱島津製作所の無料臨時駐車場（堀山下380-1）から県立西
部総合職業技術校まで、無料シャトルバスを運行します。
運�行日程　◇22日㈯　正午～午後9時　◇23日㈰　午前10

時～午後9時　※いずれも10～15分間隔で運行
臨時駐車場
ところ　本町・南中学校、末広小学校の校庭
利用時間　午前9時～午後9時
料金（1回）　◇自動車　500円　◇原付、自動二輪車　200円
自転車専用の無料駐輪場
ところ　市役所西庁舎裏側

休業します　市営片町駐車場
9月21日㈮正午～23日㈰午後10時は、駐車できません。

　全てのイベントのプログラムは、9月16日㈰の新聞に折り込まれます。
また、市役所西庁舎1階観光課、公民館、駅連絡所、特設サイトにもあります。

　10月8日㈪　午後1時～1時半　※昨年の様子は、 
9月16日㈰午前11時～11時半に再放送されます

　◇9月22日㈯　午前11時～正午　◇10月20日㈯　
午後8時半～9時　◇21日㈰　午前11時半～正午　◇24日
㈬　午後7時半～8時　◇28日㈰　午後9時半～10時

問い合わせ　産業政策課☎（82）9646

と　き 内　容 ところ

22
日
土

13：00～13：10 開会式 本町小学校

13：10～14：30

オープニング・交通安全防犯パレード（ミスユ
ニバースジャパン神奈川グランプリ・諏訪エリア
観光宣伝大使・ミス東海大学・ミス上智大学短
期大学部が登場）

本町小学校➡目抜き通り

14：30～14：50 ハイスクール☆チアリーディング
本町小学校14：50～15：10 チアダンス

16：30～19：30 ジャンボ火起こし綱引きコンテスト
17：00～20：00 御

み こ し

輿パレード、阿波踊り 本町四ツ角周辺➡秦野橋
19：30～20：00 火鳥風月（ファイヤーダンスなど） 本町小学校

23
日
日

13：30～16：00 たばこ音頭千人パレード 本町小学校➡目抜き通り
14：45～16：45 はだのよさこい踊り さかえちょう公園周辺
16：30～18：30 たばこ祭「絆」ステージ（大月みやこほか） 本町小学校
17：00～19：00 らんたん巡行（手作りらんたんとフロート車） イオン秦野SC➡目抜き通り
19：00～20：00 弘法の火祭（弘法大師の行列、松

た い

明
ま つ

点火） 本町小学校➡水無川
19：30～20：00 打ち上げ花火 権現山、馬場道

22
日
・
23
日

10：00～17：00 秦野たばこ資料展 本町公民館
10：00～19：00 県人会広場（県人会による特産品販売）

市役所西庁舎
10：00～19：00 青空ふれあい広場（音楽演奏と模擬店、お休み処）
11：30～19：30

（23日は10：00～）
コミュニティ広場（模擬店、お休み処） 本町小学校

12：00～18：00 にぎわい街巡り（商店会スタンプラリー） 商店会イベント会場

第71回

秦野たばこ祭
　華やかに祭りを彩る「たばこ音頭千人パレード」
や迫力のある「ジャンボ火起こし綱引きコンテス
ト」、秋の夜空にきらめく「打ち上げ花火」などの
イベントが盛りだくさん。ぜひご来場ください。

今年の注目は
コレ

たばこ音頭に合わせた踊りで祭に華を添える 各中学校区の代表がジャンボ火起こし器で点火時間を競う 市内中学生の手作り「らんたん」が柔らかな光を放つ

 　　過去最多の約2500発の 
花火を打ち上げ

 　　キャンドルに火をともし、
絵を描く火鳥風月の

「メッセージキャンドル」

9月22日㈯
23日㈰

LINEスタン
プ

販売中（120円
）

NEW

NEW
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問い合わせ問
締め切り締
申し込み申

費用費
定員定
対象対

内容内
ところ場
とき時

定員のあるものは原則申し込み先着順、ないものは原則入場自由です。
市のメールアドレスは＠以下に city.hadano.kanagawa.jp を付けてください。

行政一般
縦覧できます
第2号公共下水道事業計画変更案

■時9月18日㈫～10月2日㈫　■場浄水
管理センター3階下水道施設課　■問
下水道施設課☎（81）4114
平成31・32年度の受付開始
競争入札参加資格認定申請

　「かながわ電子入札共同システム」
を運営する団体の入札に参加するた
めには、競争入札参加資格者名簿へ
の登録が必要です。申請方法は、「か
ながわ電子入札共同システム」のホー
ムページで確認してください。　■時10
月1日㈪～　■問契約課☎（82）5126
10月から祝日も受け付けます
ごみの自己搬入

受付日　月～土曜日（日曜日と年末年
始を除く）　※可燃・不燃ごみの手
数料は、10㎏当たり190円から220
円に改定します　■問環境資源対策課
☎（82）4401
必ず受診を
就学時健康診断

■時10月16日㈫～11月27日㈫　■場各小
学校　■対平成31年4月に小学校に入
学する子供　※通知は、10月上旬に
保護者へ送付します　■問学校教育課
☎（84）2785

犬や猫の不妊・去勢手術を

　望まない繁殖を防ぐために、市内 　固定資産税（償却資産を含む）・
都市計画税第3期、国民健康保険税
第4期の納期限は10月1日㈪です。
 市税の納付は便利な口座振替で  
■問市民税課 ☎（82）5129または債
権回収課 ☎（82）5134

税の納期限

納付書をなくしたときは、連絡してください

の動物病院に限り、手術費用の一部
を助成します。　助成額　◇オス3000
円　◇メス4000円　■申申請書（市役
所3階健康づくり課、市内の動物病
院にあります）を、〒257-8501健康
づくり課へ郵送または持参　※手術
後の申請は対象外　■問健康づくり課
☎（82）9603

甘い言葉のチラシにご注意を

　「通常より安い」イメージを持たせ
る内容のチラシが、自宅ポストに投
函される情報が多く寄せられていま
す。契約をする前に、家族や周囲に
相談して慎重に判断しましょう。市
消費生活センターにも相談してくだ
さい。（平日の午前9時～午後4時。正
午～午後1時を除く）　■問市消費生活
センター☎（82）5181または消費者
ホットライン☎局番なし1

イ ヤ ヤ

88
インターネットで
申請や届け出ができます

利用できる主な手続き　◇粗大ごみ
収集の申請　◇がん検診・市民健康
診査の申し込み　◇水道使用開始届　
◇出生連絡票の届け出　◇畜犬登録
事項変更届など　※事前利用者登録
や公的個人認証が必要な手続きもあ
ります　利用方法　市ホームページ
から電子申請の専用ページにアクセ
ス　※水道使用開始届な
どはスマートフォンでも
申請できます　■問情報政

策課☎（82）5115

催　し
応急手当講習会

■時9月27日㈭　午後1時～5時　■場保
健福祉センター　■内普通救命講習Ⅱ

（成人への心肺蘇生法、AEDの使い
方、効果測定など）　■対市内在住・
在勤・在学の中学生以上40人　※修
了証を発行。再講習も可　■問警防対
策課☎（81）8020

市文化祭

■時■場◇水墨画展　
9月27日㈭～30日
㈰　午前10時～午
後5時（30日は午後4時まで）　文化
会館　◇本町囲碁大会　9月30日㈰　
午前10時～午後4時　本町公民館　
◇謡曲大会　9月30日㈰　午前10時
～午後4時　保健福祉センター　■問
生涯学習文化振興課☎（84）2792
まちづくりにあなたの意見を
地区別市政懇談会

■時◇南　9月29日㈯　午後2時～4時　
◇東　10月18日㈭　午後7時～9時　
◇西　10月22日㈪　午後6時～8時　
◇北　11月9日㈮　午後7時～9時　
◇鶴巻　11月11日㈰　午後2時～4時　

■場各地区名の公民館　■問市民活動支
援課☎（82）5118
公証人による
遺言・相続等の無料相談

■時10月3日㈬　午後2時～4時　■場市
役所教育庁舎1階相談室　■定4人　■問
市民相談人権課☎（82）5128

西湘地区障害者就職面接会

■時10月5日㈮　午後1時～4時　■場総
合体育館　※障害者手帳など障害の
内容が分かるものとその写し、履歴
書をそれぞれ複数枚持参　■申9月28
日㈮までにハローワーク松田（足柄上
郡松田町松田惣領2037）へ　■問産業
政策課☎（82）9646または松田公共
職業安定所求人・専門援助部門☎
0465（82）8609

行政・法律合同特設相談会

■時10月6日㈯　午前10時～午後4時
（正午～午後1時を除く）　■場保健福
祉センター　■内相続、年金、多重債
務、リフォームなど　※内容により
定員が異なります　■申9月18日㈫～　
■問市民相談人権課☎（82）5128

土壌動物観察とハンモック体験

■時10月13日㈯　午前9時半～正午　
■場震生湖湖畔付近の雑木林　■定10

人　■申代表者の氏名・住所・電話番
号・参加人数（大人・子供）を書いて
10月1日㈪までにメール（sinrin@）。電
話も可　■問森林づくり課☎（82）9631

観光ボランティアと歩こう

蓑
毛
大
日
堂
の
仁
王
門

◇大日堂から仏像拝観ハイキング　
■時■場11月2日㈮午前8時50分秦野駅
改札前集合～大日堂～緑水庵～波多
野城址～実朝公御首塚～田原ふるさ
と公園～午後3時　◇鎌倉幕府御家
人・土屋一族の里を訪ねるハイキン
グ　■時■場11月9日㈮午前8時50分秦
野駅改札前集合～原バス停～七国峠
遠望～芳盛寺～神奈川大学～妙圓寺
～土屋城址～熊野神社～南平橋バス
停～午後3時半　■定■費いずれも50人。
500円　※バス代は実費　■問秦野駅
観光案内所☎（80）2303

募　集
古本市に本の提供を

　10月20日㈯に文化会館で開催す
る古本市に、本の提供をお願いしま
す。汚れや破れのある本、辞典、雑
誌類はご遠慮ください。　受け付け　
10月10日㈬までに社会福祉協議会

（保健福祉センター内）へ持参　■問社
会福祉協議会☎（84）7711　

スポーツ
スポーツ教室

■時■内①はじめてエアロビクス　10月
1日㈪　22日㈪　29日㈪　午前9時
半～10時50分　10月3日㈬　17日㈬　
31日㈬　午後7時半～8時50分　10月
6日㈯　27日㈯　午前11時半～午後

0時50分　②リフレッシュヨガ　10
月1日～29日の月曜日（15日を除く）　
午後7時半～8時50分　③エアロビ
クス初級　10月2日～30日の火曜日

（9日を除く）　午前9時半～10時50
分　10月4日～25日の木曜日、12日
㈮　午後7時半～8時50分　④ボク
シングエアロ　10月2日～30日の火
曜日　午後1時半～2時50分　⑤タ
イ式ヨガ　10月3日～31日の水曜日　
午前9時15分～10時35分　10月6日
㈯　27日㈯　午前9時半～10時50
分　⑥健康体操教室　10月4日～25
日の木曜日　午後1時半～2時50分　
⑦エアロビクス初中級　10月5日～
26日の金曜日　午前9時半～10時
50分　※26日は午後7時半～8時50
分も実施　⑧ピラティス教室　10月
10日㈬　17日㈬　24日㈬　午後1時
半～2時50分　■場総合体育館　■定各
回①③④⑥⑦85人、②⑤100人、⑧
70人　■費1回400円　■申開始1時間前
から総合体育館窓口へ　■問スポーツ
協会☎（84）3376

体育の日体力テスト会

■時10月8日㈪　午前9時～正午　■場
総合体育館　■内握力測定、反復横跳
びなど　■問スポーツ協会☎（84）3376

初心者太極拳教室

■時10月16日～12月11日の火曜日（11
月20日を除く）　午前9時半～10時
50分　■場サンライフ鶴巻　■定50人　
■費4000円　■申9月20日㈭ ～　■問 ス
ポーツ協会☎（84）3376

健康・子育て
コグニサイズ普及員養成講座

■時10月2日、16日、30日、11月20日、
12月4日、18日の火曜日　全6回　午
前9時半～11時半　■場本町公民館　
■対地域で普及活動できる30人　■問高
齢介護課☎（82）7394

親子で遊びに行こう
子育てサロン「ちっちゃなて」

■時■場◇月曜日　鶴巻児童室（鶴巻公
民館内）　◇火曜日　鶴巻第一自治
会館（鶴巻南4-8-2）　◇水曜日　鶴
巻上部自治会館（鶴巻2160-1）　い
ずれも午前10時～午後3時　■対未就
園児と保護者　※日時や場所は変わ
ることがあるので、確認してくださ
い　■問子育て支援課☎（86）3460

シニアライフを楽しもう

◇認知症予防教室　■時10月17日㈬　
午前10時～11時半　■場南公民館　■定
25人　◇スタイル改善痛み予防教室　
■時10月19日㈮　26日㈮　午前10時
～11時半　■場広畑ふれあいプラザ　
■定各日20人　◇脳の健康教室（くも
ん）　■時10月29日～平成31年3月25
日の月曜日　全19回　午後1時半～　
※初回は事前説明会（無料）　■場保健
福祉センター　■内簡単な読み・書
き・計算で認知症予防　■定30人　■費
月1080円　◇笑いヨガ　■時11月6日
㈫　午前10時～11時半　■場南が丘公
民館　■定20人　◇楽らく健やかクッ
キング　■時11月7日㈬　21日㈬　午
前10時～午後1時　■場鶴巻公民館　
■対各日男性20人　■費800円　◇口か
ら始まる若返り術　■時11月8日㈭　
22日㈭　午前10時～11時半　■場本
町 公 民 館　■定 各 日20人　◇健康
チェック・健康体操　■時11月8日㈭　
午前10時～11時　■場ときの家（戸川
472-16）　◇囲碁サロン　■時11月8
日㈭　午後1時～3時　■場サポートセ
ンターむつみ（平沢370-3）　※いず
れも65歳以上　■問高齢介護課☎（82）
7394
女性の医師が担当します
がん検診「レディースデイ」

■時12月11日㈫　午後1時～、2時～　
■場中野健康センター　■内子宮頸・
乳・大腸・肺がん検診　■対がん検診
受診票・クーポン券を持つ女性各回

定員のあるものは原則申し込み先着順、ないものは原則入場自由です

伝言板伝言板 市内の
公共施設を利用みんなのみんなの

催し案内
チェロコンサート　9月17日㈪　
午後2時～4時　文化会館　1000
円　久保寺☎（77）2745
丹沢山麓・秦野の民話紙芝居の実演　9月22日
㈯　午後3時～3時半、23日㈰　午前11時～11
時半　20人　五十嵐商店（本町2-4-9）　榎本☎
090（9233）2704
「いま、医療が危ない」　9月30日㈰　午前10時～
午後1時　南公民館　30人（当日先着順）　子供た
ちの未来を考える市民父母の会・鎮西☎（81）
0799

2018秋季初心者テニス教室　10
月～11月の土曜日（11月3日を除
く）　午後1時～4時45分　カル
チャーパーク庭球場　◇9～12歳　◇中学生以上　
いずれも12人　市テニス協会・安藤☎090（1059）
7548
小学生陸上競技スクール　10月～3月の土曜日　
全13回　午後4時～5時15分　カルチャーパーク
陸上競技場　小学3年生以上40人　月910円　市
陸上競技協会・原☎090（2642）4193
その他
法務局休日相談所を開設　10月7日㈰　午前10
時～午後4時　横浜第2合同庁舎（横浜市中区北仲
通5-57）　相続登記、人権問題、遺言に関するこ
となど　電話で予約　横浜地方法務局総務課☎
045（641）7461

ブラック・ジャックセミナー　10月20日㈯　午
後1時～4時半　秦野赤十字病院（立野台1-1）　小
学4～6年生24人（抽選）　外科手術体験セミナー　
ファクス（（82）4416）または病院ホームページか
ら申し込み　秦野赤十字病院医療情報課☎（81）
3721
公共工事による発生土の受入地を募集　次の全て
に該当する土地を所有する方　◇市内または伊勢
原市内　◇10万㎥以上の埋め立て（盛土）ができ
る　◇大型ダンプ（10t車）が入れる　◇法的規制
による問題が無い　県平塚土木事務所河川砂防第
一課☎（22）2711
働き方改革関連法が改正　平成31年4月1日から
順次施行されます。改正内容、相談窓口などは神
奈川労働局ホームページにあります。　神奈川働
き方改革推進支援センター☎045(307)3775

定員のあるものは原則申し込み先着順、ないものは原則入場自由です定員のあるものは原則申し込み先着順、ないものは原則入場自由です

公民館公民館 会館会館だよりだより・

西公民館　☎（88）0003
季節の歌声サロン　10月4日㈭　午前10時～11
時半　楽しい歌、懐かしい歌を　60人　200円
本の会「北方謙三」　10月12日㈮　午前10時半
～正午　10人　150円
南公民館　☎（81）3001
初心者パソコン相談　9月18日㈫　午後1時半～
3時半　パソコン持参（Wi-Fi利用可）
介護予防教室「思い出サロン」　9月20日㈭　午
後1時半～3時　65歳以上
キッズガーデン　9月26日㈬　午前10時～11時
40分　「わらべうた」など　4歳以下の親子20組
本町公民館　☎（84）5100
みんなで歌おう「昔懐かしい秋の歌」　10月4日㈭
午後1時半～3時　30人　200円
初心者パソコン相談　10月9日㈫　午後1時半～
3時半　パソコン持参
男の料理教室「秋を満喫　旬の料理」　10月13日

㈯午前9時半～午後1時　12人　1000円
渋沢公民館　☎（87）7751
山野草展　10月13日㈯　14日㈰　午前8時半
～午後4時　
雑木林の秋の自然観察会　10月13日㈯午前10
時公民館集合～午後3時　15人　250円
南が丘公民館　☎（84）6411
母と子の絵本を楽しむ会　9月19日㈬　午前10
時～11時　15組（保護者のみの参加可）
秋の星空観察会　10月13日㈯　午後5時半～8
時　40人　150円（中学生以下の親子は無料）　※雨
天のときは「星のお話」
上公民館　☎（87）0212
親子卓球教室　10月14日㈰　午後1時～3時　親
子10組（単独参加可）
公民館まつり　10月21日㈰　午前9時～午後9
時　利用団体による展示、発表、模擬店、ダンス
パーティーなど
堀川公民館　☎（87）4111
シニアらくらくピアノ　9月26日㈬、10月3日
㈬の全2回　午後1時半～3時　65歳以上10人　
300円

大根公民館　☎（77）7421
リズムに合わせて健康体操　10月4日㈭　18日
㈭　午前10時～11時半　65歳以上　500円
秦野観光写真コンクール入賞作品展　10月8日㈪
まで
楽しい絵本（紙芝居）の読み聞かせ　10月13日㈯
午後1時半～2時　「まよなかかいぎ」など
東公民館　☎（82）3232
楽・楽フォト展　10月7日㈰～11月9日㈮
健康ウオーク秋の自然観察会　10月18日㈭午前8
時秦野駅北口集合～里山ふれあいセンター～午後
3時羽根　20人　300円
北公民館　☎（75）1678
絵本とお友だち　10月1日㈪　午前10時半～11
時半　未就学児の親子10組
パソコン何でも相談　10月4日㈭　午前9時～正
午　パソコン持参
里山カフェ　10月9日㈫　午前9時半～11時半　
100円
ほうらい会館　☎（81）8310
使える折り紙教室「箸袋、四角箱、カードケース」　
10月3日㈬　午後1時半～3時半　18人　300円

10人　■問健康づくり課☎（82）9603

施設情報
里山ふれあいセンター
☎（75）1961

手打ちそば教室　■時9月30日㈰　午
前10時～午後2時　■定15人　■費1400
円　※昼食、そばの持ち帰りあり
図書館
☎（81）7012

花音朗読コンサート　■時10月14日
㈰　午後2時～3時半　■内石井桃子さ
ん（児童文学作家）の世界　■定80人
表丹沢野外活動センター
☎（75）0725

お月見キャンプ　■時10月20日㈯午
後1時半～21日㈰午前10時　■内お月
見にちなんだ料理作りや月の観察な
ど　■対小学生以上30人（小学3年生
以下は保護者同伴）　■費1500円（中
学生以上は2000円）

副議長に山下 博己氏

　9月4日の市議会定例会で、
副議長が選出されました。
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健康づくりのヒントがいっぱい

　講演や健康測定など、楽しみながら健康について学
びます。
■時10月6日㈯　午前10時～午後2時半　■場本町公民館　
■内◇講演「専門医から学ぶ美と若さの秘訣」　講師　
石井直明氏（東海大学健康学部教授）　◇骨密度・血管
年齢・疲労ストレス測定など　※イオン秦野SCで「が
ん検診普及啓発キャンペーン」などを同時開催
■問健康づくり課☎（82）9603

健康はだの21フェスティバル2018

石井直明 氏

募集 ごみと資源の分け方・出し方ガイドへの広告

　自治会や公共施設などを通じて市民に配布する「ごみと資源の分け
方・出し方ガイド」に掲載する広告を募集します。
発行部数（予定）　8万2000部　■対企業や団体、公益法人など（政治、宗教
にかかわる団体または公序良俗に反する団体や企業を除く）　発行日　平
成31年4月　■申申込書（環境資源センター、市ホームページにあります）
に広告案を添えて、10月26日㈮までに〒257-0024名古木409環境資源
対策課へ郵送または持参　※申し込み多数のときは抽選
■問環境資源対策課☎（82）4401

広告の規格（縦×横、㎝） 掲 載 料

裏表紙 14.0 × 18.0 20 万円

内面

14.0 × 18.0 18 万円

5.5 × 18.0 9 万円

5.5 × 9.0 5 万円
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「広報はだの」は再生紙を使用しています。

〈広告の掲載・お問い合わせは、広報課までお気軽にご連絡ください〉

　夏休みに市内の小・中学生が参加

した、他市との交流キャンプや企業

体験学習、球技大会などの写真を

展示します。写真の購入もできます。

と�き　9月30日㈰まで　午前9時～

午後5時　
ところ　はだのこども館

夏の思い出を一生の思い出に

はだのこども館写真展

問い合わせ　こども育成課☎（81）7011

機
体
を
間
近
で
見
学

文化会館チケット情報

問い合わせ　文化会館☎（81）1211

10月13日㈯　午後5時半～　
大ホール　8300円　全席
指定　※未就学児は入場で
きません

ディズニー・オン・クラシック
まほうの夜の音楽会 2018

発売中 商人魂商人魂
あきんど たばこ祭で開催

お役立て講座
　市内の店主たちから、プロの技術を学びま
せんか。
と�　き　9月22日㈯　23日㈰　午前10時～午

後7時
ところ　市役所本庁舎駐車場
内�容・費用　◇畳の素材で小物作りをしてみよ
う（秦野畳工房）　300～600円　◇親子で楽しくデコレーション
ドーナツ（パティスリークラベリーナ）　500円　◇ピアディーナで
ハムサンドを作ろう（トラットリアフーコ）　500円　◇秋枯れしな
い肌づくり（ワミレスサロン渋沢Harmonia）　500円　◇カプチー
ノにお絵かきしてみよう（kiks kaffe）　500円　◇カンタンおいし
いオムソバを作ろう（居酒屋鹿の子）　350円　◇簡単抹茶のたて
方講座（立花屋茶舗）　400円　◇親子で楽しむチャイルドネイル

（ネイルレア）　500円　◇夏のダメージを受けたお肌をいたわる
（メナードフェイシャルサロンリゾンフェルジョイン）　500円　◇
自宅で作れるワインカクテル講座（ワインビストロカルバ）　500円

子
供
も
楽
し
く
学
べ
る

問い合わせ　産業政策課☎(82)9646

9月21日～30日

交通安全・防犯パレード
とき　9月22日㈯　午後1時～2時
ところ　本町地区目抜き通り
体験しようシートベルト
とき　9月23日㈰　午前10時～午後3時
ところ　市役所本庁舎駐車場　内容　
JAF車両による模擬衝突体験や白バイと
の記念撮影、交通安全ビンゴゲームなど

問い合わせ　くらし安全課☎(82)9625

秋の全国交通安全運動
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
効
果
を
体
験

たばこ祭で開催

畜産まつり
見て・触れて・食べて楽しむ

　乗馬体験や秦野産豚肉を使った料理の販売など、秦野の畜産と触
れ合えるイベントが盛りだくさん。家族や友達とお出掛けください。

問い合わせ　はだの都市農業支援センター☎（81）7800
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◇模擬店（秦野産豚肉のバーベキュー、豚汁など）
◇牛乳の試飲

10月7日
日

◇作業機械の展示
◇�畜産共進会（家畜の品評会）

※午後1時15分まで
出�品家畜　乳牛、肉牛、綿羊、

豚

◇�小動物ふれあいコーナー
（子牛、羊、ヤギ）
◇乗馬体験
◇乳搾り体験

食べる
食 べ る

触 れ る見 る

創造性
あふれる

作品がいっぱい子どもの市展

　書道・報徳（書道）・美術・写真の各
部門で、小・中学生の作品980点を展
示します。
と�　き　10月4日㈭～7日㈰　午前9時
半～午後5時（7日は午後4時まで）
ところ　文化会館

力
作
が
ず
ら
り

問い合わせ　生涯学習文化振興課☎（84）2792

 と　き 
午前10時～午後2時

 ところ 

田原ふるさと公園

堆肥の無料配布
もあります

ステージ写真は昨年の公演です ⒸDisney



加入要件

報　酬

年間の行事など

優遇制度

　市内在住または在勤・在学の18歳以上の健康
な方なら加入できます。男女は問いません。

　年額報酬や退職報償金、災害、指定された訓
練や研修において報酬があります。

　出初式、消防団フェスティバル、操法大会、
各種訓練、研修会などがあります。

　火災、大地震、洪水、テロ…。私たちの生活をおびやかす災害は、いつ
起きるかわかりません。そして大きな災害がひとたび起これば、人命救助の
手が足りません。東日本大震災や各地で頻発している洪水災害などでは、地
域に密着した地元消防団が活躍しています。消防団員は生業の傍ら、「自らの
郷土は自らが守る」といったボランティア精神のもと、日夜活動しています。
災害活動、訓練、研修など、大変なこともありますが、防災知識・技術の習
得、地域への貢献、たくさんの仲間ができるなど、得るものも多くあります。
郷土愛精神のもと、あなたも消防団に入団して、社会貢献してみませんか？

詳しいお問い合わせはこちら 秦野市消防本部 消防総務課 地域消防担当　 ☎0463（81）7992（担当直通）
 FAX 0463（83）8322　 E-mail：f-soumu@city.hadano.kanagawa.jp

秦野市消防団
HADANO　VOLUNTEER　FIRECORPS

□学生消防団活動認証制度
　学生消防団員による地域社会貢
献を本市が認証し、就職活動を支
援する制度です。
□消防団サポート制度
　消防団を地域のお店（サポート
ショップ）で支えていただき、団員
の福利厚生を充実させる制度です。

（次ページに詳細）
※ 詳しいことは下記担当までお問い合わ

せください。

郷土を共に守る
熱き仲間を募集
しています！

第51回神奈川県消防操法大会の様子

秦野市消防団 特集号 平成30年（2018年）9月15日発行



秦野市消防団
サポート制度

飲
食
店
舗
25
店

すぴなっつおら 旨ごはん 一膳一酒 どさん子大将 秦野店 ドミノ・ピザ 東海大学前店 焼肉 大門
おうちダイニング Sora ラーメン山笠 本店 SpirituS 嵯峨野 炭火焼肉 西遊記

Funny's cafe 手打そば さか間 廣州飯店 居酒屋 晩頂 スナック とまりぎ
酒と肴 井の上 めん羊の里 木里館 そば処 東雲 手打ちそば 石庄庵 丹沢そば 本店

寿司割烹 こせき ジャストエイト Dining Café 絆 チャイナガーデン 北京館

その他
店舗12店

㈲片倉塗装店 湯花楽 秦野店 R-studio fitness ふれあい整骨院 ㈱みどりや 竹内塗装店
根倉たたみ店 秦野天然温泉 さざんか 東京カントリー倶楽部 ㈲天野石材 開成建設工業㈱ 名水はだの富士見の湯

サ
ー
ビ
ス
店
舗
20
店

秦野自動車教習所 とこやフジワラ 須山モーターサービス ユーピット新秦野SS ヘアーズ 良夢
前川モーターサービス CREA ㈲加藤工業 クリーニング イイダ カラオケスタジオ MAX

カットハウス おしゃれ 南矢名店 カットハウス おしゃれ 東海大学駅前店 冨士クリーニング Hair space will ヘアーサロン タキ
美容室 ハッピーターン ほぐし職人スッキリ 秦野店 乗馬クラブクレイン神奈川 ヤマモゴルフガーデン 秦野交通㈱

販
売
店
舗
28
店

ミスタータイヤマン はだの はだのじばさんず ㈱新和防災 ピーナッツのかまか 玉川屋豆富店 ㈲山口礦油店
㈲高橋石油店 つるまき花環センター 城田屋製菓 ランディーズ ㈲片倉商店 ㈱アイエンス

寝具専門店越前屋 立花屋茶舗 盛 オカダ商会 宇山商事㈱ ツタヤ コンボックス 246秦野店 パティスリー クラベリーナ
㈱相武石油 置地廣場 福岡ゴム工業所 バイク情報センター 秦野 手焼きせんべい 岐阜屋 大島屋製菓

フォトスタジオ PK 和菓子 八雲庵 ブランシュ 洋菓子店 小野酒店

秦野市消防団 特集号 平成30年（2018年）9月15日発行

　今回で6回目を迎える消防団フェスティバル。
消防団を知っていただくチャンスです。模擬店
や体験コーナー、フリーマーケット、抽選会な
ど内容も盛りだくさん！ぜひご家族皆さんでお
越しください。
と　き　10月28日㈰　午前10時〜午後3時
と�ころ　市役所西庁舎駐車場（メイン会場）、周
辺道路、など

内�　容　消防団PRブース、模擬店、フリーマー
ケット、体験コーナーなど

消防車とつなひき！どっちが強いかな？ おいしそうな模擬店やフリーマーケットなども多数出店

～第６回消防団フェスティバルを開催します～

煙体験、消火器、放水、
ちびっこレスキュー、は

しご車・消防車乗車、記

念撮影、AED、ホースボー
リングなど（予

定。一部は抽
選によります）

　地域の店舗、事業所などにサポートショップとして登録していただく制度です。商品、飲食料金等の割引、購入
ポイントの割増しなどのサポート特典を設けていただき、消防団員とその家族の福利厚生の充実を図っています。
サポートショップは以下のとおりで、随時募集していますので詳しくは市ホームページ、下記担当までお問い合わ
せください。 平成30年9月1日現在　サポートショップ登録店　85店舗

知ろう消防団！
ふれあおう消防団！
もっと

検索秦野市消防団サポート制度

サポートショップ詳細や登録方法はこちら秦野市消防本部 消防総務課 地域消防担当
☎0463（81）7992　FAX 0463（83）8322
E-mail：f-soumu@city.hadano.kanagawa.jp

問
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