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相模原市コールセンター
市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７ 午前８時～午後９時　年中無休○R

第７代市観光親善大使が決定

4
微小粒子状物質（ＰＭ２.５）の情報を提供 

別冊 ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

2
一般廃棄物処理基本計画を改定 

 今号の主な内容 L I N E U P

　市をＰＲする７代目の観光親善大使が、市内在
住の楠本 渚さん、細谷愛菜さん、用川由梨奈さん
に決定しました。 
　名誉観光親善大使には、平成１９年から務める
片山右京さん（Ｔｅａｍ ＵＫＹＯ代表）に加え、新
たに岩清水 梓さん（女子サッカー選手／日テレ・
ベレーザ所属）を任命しました。 
　任期は４月から１年間で、市内外のイベントや
キャンペーンで市の観光や魅力をＰＲします。 
お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－８２３６

6 7
平成２５年度施策と予算のあらまし 平成２５年度施策と予算のあらまし 平成２５年度施策と予算のあらまし 

T O P I C S ■ トピックス ■ 

左から観光親善大使の楠本さん・細谷さん・用川さん、名
誉観光親善大使の片山さん・岩清水さん。（岩清水さんは、
ポルトガルで行われたアルガルベカップ出場のため、撮影
当日の委嘱式を欠席） 

広報 広報 

3月1日現在（　）は前月との増減

市の人口・世帯 人 口  719,207人　（447減）
男  361,107人/女  358,100人

世 帯  309,275世帯　（110減）
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６日●　開会式・パレード ６日●　開会式・パレード 

７日●　市民パレード 

広域交流・宇宙・国際コーナー　

７日●　市民パレード 

「ＯＭＯＩＹＡＲＩ」 コインアート　「ＯＭＯＩＹＡＲＩ」 コインアート　
被災地に桜を咲かせよう！　被災地に桜を咲かせよう！　

開会式・テープカット、 
パレード（鼓笛、相模原市ホームタウンチーム、 
　　　　　民謡、チャグチャグ馬コ※ ほか） 

開会式・テープカット、 
パレード（鼓笛、相模原市ホームタウンチーム、 
　　　　　民謡、チャグチャグ馬コ※ ほか） 

午前１０時１５分～午後０時３０分 
午後１時４５分～４時 
　鼓笛隊・よさこいなど３５団体が行進　

午前１０時１５分～午後０時３０分 
午後１時４５分～４時 
　鼓笛隊・よさこいなど３５団体が行進　

６日●午後１時～４時３０分 
７日●午前１０時～午後４時３０分 
会　場　市役所と市役所立体駐車場間の道路 
　大きな台紙に皆さんのコイン（硬貨）を置い
て、絵を描きます。コインは全額、被災地に桜
の苗木を植えるために役立てます。　

６日●午後１時～４時３０分 
７日●午前１０時～午後４時３０分 
会　場　市役所と市役所立体駐車場間の道路 
　大きな台紙に皆さんのコイン（硬貨）を置い
て、絵を描きます。コインは全額、被災地に桜
の苗木を植えるために役立てます。　

広域交流・宇宙・国際コーナー　

桜並木のライトアップ 桜並木のライトアップ 

６日●午後１時～５時 
７日●午前１０時～午後５時 
会　場　ウェルネスさがみはら前 
○圏央道の開通でより身近になっ
た静岡県の観光ＰＲやご当地グ
ルメ等の販売 
○ＪＡＸＡスタッフによる、今年
観察できる彗星や、太陽、星な
どの観察の楽しみ方の指導など 
※市体育館（市役所前）に隣接する会場で、銀河連邦物
産展を開催します。 
○友好都市のトロント市・トレイル市（カナダ）、無錫
市（中国）の紹介やカナダ・中国物産の販売 

６日●午後１時～５時 
７日●午前１０時～午後５時 
会　場　ウェルネスさがみはら前 
○圏央道の開通でより身近になっ
た静岡県の観光ＰＲやご当地グ
ルメ等の販売 
○ＪＡＸＡスタッフによる、今年
観察できる彗星や、太陽、星な
どの観察の楽しみ方の指導など 
※市体育館（市役所前）に隣接する会場で、銀河連邦物
産展を開催します。 
○友好都市のトロント市・トレイル市（カナダ）、無錫
市（中国）の紹介やカナダ・中国物産の販売 
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お問い合わせ　市コールセンター　1０４２－７７０－７７７７ 

期　間　４月上旬まで（開花状況によって変更あり） 
時　間　午後６時～１０時 
会　場　国道１６号相模原署前交差点付近～税務署入口交差点付近 

期　間　４月上旬まで（開花状況によって変更あり） 
時　間　午後６時～１０時 
会　場　国道１６号相模原署前交差点付近～税務署入口交差点付近 

第40回 第40回 

午後１時３０分から 午後１時３０分から 
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※交通案内や臨時駐輪場などについては、１２㌻をご覧ください。 ※交通案内や臨時駐輪場などについては、１２㌻をご覧ください。 

４月５日（金）～７日（日） 
Ｆａｃｅｂｏｏｋページ「相模原市シティセールス」ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｆａｃｅｂｏｏｋ.ｃｏｍ/ｓａｇａｍｉｈａｒａ.ｐｒ 

Ｆａｃｅｂｏｏｋで桜まつりキャンペーンに参加しよう！ 

ウマッ ウマッ 

※チャグチャグ馬コ 
　今年度の本市名誉観光親善大使を務める、岩清水 梓さん
の故郷・岩手県滝沢村の伝統行事「チャグチャグ馬コ」の
馬たちが会場にやって来ます。色とりどりの衣装を身に付
けた馬たちが、鈴を「チャグチャグ」と鳴らして練り歩く
ことから、この名前が付きました。 

午後３時４５分から 
県警音楽隊の演奏、 
カラーガード隊ドリル演技、 
安全・安心まちづくりパレード 

※チャグチャグ馬コ 
　今年度の本市名誉観光親善大使を務める、岩清水 梓さん
の故郷・岩手県滝沢村の伝統行事「チャグチャグ馬コ」の
馬たちが会場にやって来ます。色とりどりの衣装を身に付
けた馬たちが、鈴を「チャグチャグ」と鳴らして練り歩く
ことから、この名前が付きました。 

午後３時４５分から 
県警音楽隊の演奏、 
カラーガード隊ドリル演技、 
安全・安心まちづくりパレード 

会場で私たちに 
会えるよ 
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　市では、納期限を過ぎても納付されない市の債権（市税、国民健康保険
税、保育所保育料など）について、納付を促すさまざまな措置を講じてい
ますが、収入未済額は年々増加しています。
　こうしたことから、負担の公平性の確保と債権管理の適正化を図るため、
収入未済額削減の取り組みを推進する債権対策課を４月１日に設置しまし
た。
　今後は納期限を過ぎても納付されない債権の一部について、債権対策課
が取り扱い、滞納処分をする場合があります。債権対策課から通知が届い
たときは、早めに相談してください。

お問い合わせ　債権対策課
市税の収入未済額について　　　1０４２－７６９－８３０１
市税以外の収入未済額について　1０４２－７０７－７０４８

債権対策課を設置しました債権対策課を設置しました

　日中に、市税（国民健康保険税を除く）の納税相談や納税ができない人
のために、納税相談窓口を開設します。電話相談も受け付けます。
日　時　４月９日（火）・１５日（月）午後５時３０分～７時

電話番号会　場
０４２－７６９－８３００納税課※（市役所第２別館２階）
０４２－７７５－８８０８緑市税事務所（緑区合同庁舎５階）
０４２－７４９－２１６３南市税事務所（南区合同庁舎３階）

※午後６時以降に市役所へ来庁する場合は、本館裏玄関の守衛室で入館手
続きをしてください。

夜間納税相談窓口のご利用を夜間納税相談窓口のご利用を

対　象　市内在住の要介護４・５に認定された６５歳以上の高齢者を自宅で
介護している人で１年以上介護保険サービスを利用しなかった人

※支給決定された基準日から１年間は申請できません。
支給額　市民税非課税世帯＝１０万円／年、その他世帯＝６万円／年
基準日　４月１日　　支給月　８月　　申請受付期間　４月３０日まで

家族介護慰労金の支給家族介護慰労金の支給

お問い合わせ・申し込み
1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課1０４２－７７５－８８１２緑高齢者相談課
1０４２－７８０－１４０８津久井保健福祉課1０４２－７６９－８３４９中央高齢者相談課
1０４２－６８４－３２１５相模湖保健福祉課1０４２－７０１－７７０４南高齢者相談課
1０４２－６８７－５５１１藤野保健福祉課お近くの地域包括支援センター

対　象　看護師等養成施設に在学し、卒業後市内で看護師等の仕事に就く
人（選考）

期　間　貸付決定月～卒業月
貸付額　○保健師、助産師、看護師の養成課程に在学している人＝２万円
（月額）　○准看護師の養成課程に在学している人＝１万５，０００円
※卒業後引き続き３年間、市内の医療施設等で勤務した場合は、返済を全
額免除します。
申し込み　通学先が市内の人は通学先へ。市外の人は、電話で４月１２日ま

でに地域医療課（1０４２－７６９－９２３０）へ

看護師などをめざす人へ

修学資金を貸し付けします
看護師などをめざす人へ

修学資金を貸し付けします

※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　学校教育課　1０４２－７６９－８２８４

　平成２６年度に小学校入学予定で、障害等により教育的配慮を必要とする
お子さんの就学説明会を行います。

会　場時　間日にち
南保健福祉センター

午前１０時～１１時３０分
４月２４日（水）

津久井保健センター　　２５日（木）
ウェルネスさがみはら　　２６日（金）

障害等により配慮が必要な
お子さんの就学説明会を開催
障害等により配慮が必要な
お子さんの就学説明会を開催

延伸によって相模原に発展をもた
らすロマンくん。電車をモチーフ
にしたデザインで、矢印は延伸を
表現しています。

デザイン制作者　塩�歩美さん
　　　　　　　　（大阪市在住）
愛称応募者　　　本沢直人さん
　　　　　　　　（南区下溝在住）

愛称「ロマンくん」

　小田急多摩線の延伸に取り組む市民団体
である同協議会のマスコットキャラクター
のデザインと愛称を公募し、約３，７００票の一
般投票の結果を踏まえて決定しました。
　これから各種イベントでのＰＲ活動や関
係機関への要望活動などで活躍していきま
すので、よろしくお願いします。

お問い合わせ　同協議会事務局
（交通政策課内）　1０４２－７６９－８２４９

小田急多摩線延伸促進協議会

マスコットキャラクター
が決定

小田急多摩線延伸促進協議会

マスコットキャラクター
が決定

　市では、微小粒子状物質（ＰＭ２．５）に関する市内の測定結果や注意事
項などをお知らせしています。市ホームページの 微小粒子状物質（ＰＭ
２．５）に関する情報 をご覧になるか、お問い合わせください。
　県が毎朝発表するＰＭ２．５高濃度予報は、県ホームページ（http://www. 
pref.kanagawa.jp/cnt/f７００９/p６１６１１７.html）やテレホンサービス（1０４５ 
－２１０－５９８０）から確認することができます。

お問い合わせ　環境保全課　1０４２－７６９－８２４１

　４月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律（障害者総合支援法）」が施行され、障害者の範囲に難病等（１３０疾病）
の人が加わります。対象疾病による障害のある人は、身体障害者手帳の有
無にかかわらず、手続きを行うことにより必要と認められた障害福祉サー
ビスなどの受給が可能になります。
※制度について詳しくは、市ホームページの　暮らしの情報　→　福祉　→　障害
のある人のために　をご覧になるか、お問い合わせください。

障害者総合支援法が施行障害者総合支援法が施行

お問い合わせ
1０４２－７６９－８３５５障害福祉サービス課制度について
1０４２－７７５－８８１２緑高齢者相談課

相談・手続きについて 1０４２－７６９－８３４９中央高齢者相談課
1０４２－７０１－７７０４南高齢者相談課

①中学校給食検討委員会委員
　中学校給食の検証・評価や今後の実施方法を審議します。
任　期　委嘱の日～平成２６年３月（会議は年５回程度）
担当課　学校保健課　1０４２－７６９－８２８３　6０４２－７５８－９０３６
　　　　Ｅメール gakkohoken@city.sagamihara.kanagawa.jp
②消費生活審議会委員
　消費生活に関する調査や施策の実施状況を審議します。
任　期　７月～平成２６年６月（会議は年２回程度）
担当課　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９　6０４２－７５７－２９４１
　　　　Ｅメール seikatsuanzen@city.sagamihara.kanagawa.jp

対　象　市内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会等の委員、職員、
議員を除く）＝①２人②１人（選考）

申し込み　各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張所・
公民館（青根・沢井公民館を除く）にある応募用紙（市ホームペ
ージの 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報 からダウンロー
ド可）を直接か郵送、ファクス、Ｅメールで４月２２日（必着）ま
でに各担当課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）へ

審議会等の委員を募集審議会等の委員を募集

対　象　母子・父子家庭か、父母に代わって児童を養育している人（児童
扶養手当は公的年金との併給制限あり）

対象期間　児童が１８歳になる年度の３月３１日まで（一定以上の障害がある
児童は２０歳の誕生日の前日まで）

申し込み　各こども家庭相談課・保健福祉課へ
※所得制限や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－８２３２

母子家庭の生活相談など
　こども家庭相談員が福祉資金の貸し付けなどの相談を受けます。

相談窓口　緑こども家庭相談課　　1０４２－７７５－８８１５
　　　　　中央こども家庭相談課　1０４２－７６９－９２２１

南こども家庭相談課　　1０４２－７０１－７７００
※津久井保健福祉課でも相談を受けます。希望者は緑こども家庭相談課へ
連絡してください。

手当を支給
支給額（月額）区　分

１世帯３，０００円
（市民税所得割課税があるときは支給停止）母子・父子家庭等福祉手当

４万１，４３０円～９，７８０円
（申請者本人と同居親族に所得制限あり）
○児童２人目＝５，０００円加算
○３人目以降＝１人につき３，０００円加算

児童扶養手当

微小粒子状物質（ＰＭ２.５）の情報を提供微小粒子状物質（Ｐ Ｍ２.５）の情報を提供微小粒子状物質（ＰＭ２.５）の情報を提供

ひとり親家庭等を支援しますひとり親家庭等を支援します
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　市では、環境に関するさまざまな助成を行っています。

再生可能エネルギー等利用設備の設置費用を助成　
　対象設備の設置前に申請してください。
対　象　自ら居住する住宅に次の対象設備を設置する人。住宅用太陽光発電システムを市内の共

同住宅に設置する場合は、当該共同住宅の所有者か管理組合

申し込み　環境政策課にある申請書（市ホームペー
ジの　暮らしの情報　→　環境　→　補助制度　か
らダウンロード可）と必要書類を同課（1０４２
－７６９－８２４０）へ

※予算額に達した時点で受け付けを終了します。

　対象自動車の購入前に申請してください。
対　象　電気自動車を購入する次のいずれかに該当す

る個人か法人
　　　①市内に１年以上在住する個人か、市内に１年

以上本店か主たる事務所がある法人
②①に対して電気自動車のリースを行う事業者

補助金額　対象自動車の本体価格と、対象自動車と同
種・同格の一般のガソリン自動車の本体価格と
の差額の８分の１（上限１５万円）

補助台数　３０台（先着順）

次世代クリーンエネルギー
自動車購入費用を補助

木造住宅の窓口簡易耐震診断・分譲マンショ
ンの巡回相談（無料）
　設計・構造図などをもとに診断します。
申し込み　電話で建築指導課へ

木造住宅の耐震巡回相談
日にち　４月１０日（水）

会　場時　間
光が丘公民館午前９時～正午
大野南公民館午後１時３０分～４時３０分

※希望者は直接会場へ。確認通知書と図面があ
れば持参してください。

補助金額
内　容

分譲マンション木造住宅

費用の２分の１以内（上限１住戸につき３万円）費用の５分の４以内（上限８万円）耐震診断

費用の３分の２以内（上限１住戸につき５万円）費用の２分の１以内（上限３万円）耐震改修計画書作成

詳しくはお問い合わせください。費用の２分の１以内（上限８０万円）耐震改修工事

最大２０万円を改修工事補助に加算高齢者世帯等割増

耐震診断等費用補助　※事前に申請が必要です。

※木造住宅には耐震改修と併せて行う、防火構造改修に対する補助や現場立ち会い費用の補助もありま
す。

申し込み　直接、４月１５日～１２月２７日（耐震改修計画書作成は平成２６年１月３１日まで）に建築指導課へ
※予算額に達した時点で受け付けを終了します。
※耐震改修工事を行った場合、所得税の控除や固定資産税の減額があります。
※利用の条件など詳しくは、市ホームページの　暮らしの情報　→　住まい・まちなみ　をご覧になるか、
お問い合わせください。

国や市をかたる悪質業者に注意！
国や市では、建物の耐震診断や耐震改修につい
て、電話や戸別訪問による勧誘はしていません。
不審に思ったときは、お問い合わせください。

お問い合わせ　建築指導課　1０４２－７６９－８２５２

　市では、昭和５６年５月３１日以前に建築した木造住宅や分譲
マンションの耐震化に向け、次の支援を行っています。

　道路に面した危険なブロック塀などの撤去や、高さを低く
し安全性を高めるための費用の一部を補助します。
対　象　ブロック塀などの所有者、管理者
※補助額など、詳しくはお問い合わせください。
申し込み　建築指導課にある申込書（市ホームページの　申

請書ダウンロード　→　住まい・建築・都市景観 から
ダウンロード可）を同課（1０４２－７６９－８２５２）へ

対　象　一戸建て住宅、共同住宅（主
に居住用の部分）のアスベスト
含有調査と除去工事を行う所有
者（共同住宅の場合は管理組合
など）

期　間　平成２６年２月２８日まで
補助率　費用の２分の１（限度額あり）
※事前に申請が必要です。

お問い合わせ　建築指導課　1０４２－７６９－８２５２

補助限度額

内　容 共同住宅の
共用部分

一戸建て住宅、共
同住宅の住居部分

　３０万円１０万円含有調査

３００万円３０万円除去工事

お問い合わせ　生活衛生課　1０４２－７６９－８３４７　同課津久井班　1０４２－７８０－１４１３

会場でのお願い
○飼い犬を押さえられる人
が付き添ってください。

○必ずリード（引き綱）で
つなぎ、長さを短く持っ
てください。

会場に行けないとき
○６月３０日までに動物病院
で注射を受け、注射済証
明書を持って生活衛生課
か同課津久井班、緑・南
保健センター、城山・相
模湖・藤野保健福祉課へ

　平成２５年度の狂犬病予防定期集合注射を、４月９日（火）～
２３日（火）に市内各所で実施します。予防注射と一緒に生後９１
日以上の飼い犬の新規登録の手続きも行っています。
費　用　新規登録と注射＝６，５００円、注射のみ＝３，５００円
　　　　（いずれも注射済票交付手数料の５５０円を含む）
※日程や会場など詳しくは、市ホームページの　暮らしの情報
→ 健康・衛生・医療　をご覧になるか、お問い合わせください。
※飼い犬を登録している人には、３月上旬に、はがきでお知ら
せしています。
※希望者は直接会場へ（登録済みの犬の飼い主は、市から郵送
されたはがきを持参してください。）
※飼い犬の体調が悪いときは、予防注射を受けられない場合が
あります。

狂犬病とは…
　ウイルス性の感染症で傷口から侵入し、人を含む全
ての哺乳類に感染します。発症するとほぼ１００％死に至
り、世界では毎年約５万５，０００人が感染し死亡していま
す。年１回、飼い犬に予防注射を受けさせることで、
犬への狂犬病の感染を予防し、国内における狂犬病の
発生を防ぐことができます。

補助件数
（先着順）補助金額設備内容

９００件【個人住宅】太陽電池出力１ｋＷ当たり
１万５，０００円（上限５万２，０００円）住宅用太陽光発電システム

　太陽光のエネルギーを電気に変換して、住宅内
で利用するシステムで１０ｋＷ未満のもの ３０件

【共同住宅】
（建物の共用部分への電力供給のみ）
太陽電池出力１ｋＷ当たり１万５，０００円

５０件１種類につき１０万円（住宅用太陽光発電
システム設置補助金と合わせて交付）

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム
（エネファーム）
定置用リチウムイオン蓄電池
※いずれも住宅用太陽光発電システムと併せて
設置した場合に限る。

３０件ソーラーシステム＝４万円
太陽熱温水器＝２万円

住宅用太陽熱利用システム
　太陽熱を住宅の給湯や暖房に利用するシステム

５０件本体価格の２分の１（上限１万円）
小規模雨水利用設備
　住宅の雨どいから雨水をためて、庭への散水な
どに利用する設備

地球にやさしいエコライフを応援します地球にやさしいエコライフを応援します

あなたの家は大丈夫？

木造住宅・マンションの地震対策を支援
あなたの家は大丈夫？

木造住宅・マンションの地震対策を支援

危険なブロック塀等の
撤去・安全化に補助

住宅の吹き付けアスベストの調査・除去に補助危険なブロック塀等の
撤去・安全化に補助

住宅の吹き付けアスベストの調査・除去に補助

飼い犬の登録と毎年１回の狂犬病予防注射を
～生後９１日以上の飼い犬には、生涯１回の登録と
毎年１回の予防注射が義務付けられています～

飼い犬の登録と毎年１回の狂犬病予防注射を
～生後９１日以上の飼い犬には、生涯１回の登録と
毎年１回の予防注射が義務付けられています～

犬の散歩はマナーを守って！
○必ずリードにつないで散歩する。
○狂犬病まん延防止のため、鑑札・注射済票を、犬に
装着する。

○自宅でふん・尿をさせてから散歩に行く習慣をつけ
る。

○ふんを回収する用具を持ち、ふんは自宅へ持ち帰る。
○排尿する場所には気を配り、ペットボトルなどの水
で流す。

犬の散歩はマナーを守って！
○必ずリードにつないで散歩する。
○狂犬病まん延防止のため、鑑札・注射済票を、犬に
装着する。

○自宅でふん・尿をさせてから散歩に行く習慣をつけ
る。

○ふんを回収する用具を持ち、ふんは自宅へ持ち帰る。
○排尿する場所には気を配り、ペットボトルなどの水
で流す。
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○R

市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６

相模原市コールセンター
（ちょっとおしえてコール相模原）

午前８時～午後９時　年中無休
※おかけ間違いにご注意ください。

ごみの減量化・資源化等の推進を図るために

　市では、市民・事業者・行政が協働して、ごみの減量化・資源化、適正処理の推進と、生活排水処理の推進
を図るため、３月に「一般廃棄物処理基本計画」を改定しました。
　この改定は、平成２０年に策定した同計画の中間目標年度における見直しを行ったもので、これまで取り組ん
できた施策を評価・見直すとともに、東日本大震災の発生をはじめとした廃棄物を取り巻く環境の変化や、国
の制度改正等への対応を図るものです。同計画（ごみ処理基本計画、生活排水処理基本計画）の目標年度（３０年
度）における各種数値目標の見直しと、その目標達成に向けて重点的に取り組む事項を計画に位置付けました。
　目標達成に向けて、改めて４Ｒ〈 Refuse （ごみになるものを受け取らない）、 Reduce （物を大切に使いご

リフューズ リデュース

みを減らす）、 Reuse （物を繰り返し使う）、 Recycle （ごみを資源として再び利用する）〉への取り組みにご
リユース リサイクル

協力をお願いします。

改定した数値目標　（ごみ処理基本計画）

⑥安全で安定的なごみ処理・処分体制の確保
　　災害に強いごみ処理体制の構築に向けて、災害廃棄物等処理計画の見
直しを行います。また、次期最終処分場の施設設置に向けた調査や、財
源確保に向けた施策を検討します。

⑦市民・事業者・行政の協働による仕組みづくりの充実
　　市民・事業者・行政それぞれの連携を強化するとともに、行政は庁内
の関係部署との連携を図り、さらなる協働事業の充実を図ります。

⑧地域に根差した組織体制の検討
　　既存の環境事業所等を生かし、地域の窓口としてより身近な組織体制
の確立をめざして検討します。
生活排水処理基本計画
①生活排水処理を進めるための市民への普及啓発や指導等の強化
　　生活排水処理の重要性を広く啓発して水源地域としての市民の意識向
上を図ります。また、公共下水道への接続指導等の強化や高度処理型合
併浄化槽の設置の推進により、良好な水環境の保全を図ります。

②津久井クリーンセンターの着実な整備と安定的な管理運営
　　し尿処理施設の老朽化に伴う津久井クリーンセンターの再整備を着実
に進め、安定的・効率的な管理運営の確保を図ります。

③ディスポーザー汚泥への対応
　　ディスポーザー※ 汚泥の収集運搬、処分が確実に行えるよう、体制の
確保を図ります。

　※流し台の排水口の下に取り付ける台所用生ごみ処理機

　相模原ごみDE    ７
で な

    １ 大作戦は、一般廃棄物処理基本計画で定め
い

たごみの減量化・資源化を着実に推進するため、「１人１日当
たりレモン１個分（約１００ｇ）のごみ減量」を目標にした取り組
みです。これまでの取り組みで、平成１９年度に比べ約３０ｇのご
みが削減されました。残り７０ｇの減量をめざし、市では引き続
き次のような取り組みを皆さんと行っていきます。

一一一一一一一般般般般般般廃廃廃廃廃廃棄棄棄棄棄棄物物物物物物処処処処処処理理理理理理基基基基基基本本本本本本計計計計計計画画画画画画をををををを改改改改改改定定定定定定般廃棄物処理基本計画を改定
お問い合わせ
廃棄物政策課

1０４２－７６９－８３３６

重点的に取り組む事項

ごみ処理基本計画
①ごみと資源の排出ルール徹底のための周知・啓発の充実
　　地域の特性に考慮しながら、自治会未加入者、集合住宅等の単身居住
者、学生などに重点を置いた周知・啓発を行います。
②事業系一般廃棄物のさらなる減量化・資源化に向けた対策の実施
　　業種ごとの指導・啓発や、 剪  定 枝を含む木くずや小学校の給食

せん てい

 残 
ざん

 　  �（調
さ

理で出た生ごみ等）などの食品廃棄物の資源化を図ります。
③使用済み小型電子機器等の再資源化に向け
た事業の実施
　　家庭から排出される使用済み小型電子機
器等について、回収ボックスを設置するな
ど適正なリサイクルを確保します。
④家庭ごみの有料化を含めたごみ処理手数料
のあり方の調査研究
　　すでに有料化を実施している自治体のご
み量の推移や課題等を整理し、ごみ処理手
数料全体の適正なあり方について調査研究
を行います。
⑤収集運搬体制の見直し
　　収集運搬体制における課題等を整理し、収集回数、収集方式等さまざ
まな視点から見直しを行います。

市内１６か所に設置された使用
済み小型家電の回収ボックス

※一般廃棄物処理基本計画は、各行政資料コーナー・図書館で閲覧できるほか、市ホームページの 
暮らしの情報 → リサイクルとごみ → 計画・統計など でもご覧になれます。

家庭ごみ分別サイトのご利用を
　市コールセンターでは、
ごみの出し方や収集日程な
どが確認できる家庭ごみ分
別サイトを開設しています。
ぜひご利用ください。
お問い合わせ　市コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

市ホームページから
ご覧になれます。

○C 分別戦隊シゲンジャー銀河
WebCreators Fairytale ／相模原市

レモンちゃん（相模原ごみDE７１
大作戦イメージキャラクター）

①市民１人１日当たりの家庭ごみ排出量

相模原市

家庭ごみ
分別サイト

レモン１個分（約１００ｇ）のごみ減量にご協力を

出前講座の実施
　自治会や小学校などに市
職員が伺い、ごみの分別や
減量化に関する講座を行っ
ています。

街頭キャンペーンの実施
　分別戦隊シゲンジャー銀河
やレモンちゃんがスーパーマ
ーケットや駅に登場し、ごみの
減量化・資源化を訴えています。

集積場所で指導
　自治会役員や廃棄物減量等
推進員と市職員が、ごみ・資源
集積場所で利用者にごみの分
別指導を行っています。

分かりやすい
パンフレットの作成
　ごみの分別に役立つ
よう、見やすく分かり
やすいパンフレットを
作成しています。

※１　ペットボトル等資源の軽量化や、新聞等書籍類の電子化の進展により資源回収量が減
少したため、リサイクル率を改定しました。

※２　ごみを焼却した後の灰等の埋め立て量である最終処分量を、新たな目標として定めました。

５７６

平成１９ ２３ ３０

５４４
４８０g
以下

年度

g／人・日

３００

５００

６００

４００

約１００g

相模原ごみDE７１
大作戦

相模原ごみDE７１
大作戦

相模原ごみDE ７１
大作戦

目標「５００ｇ以下」を
「４８０ｇ以下」に改定

実績
２３年度

２３万７，２３４ｔ②ごみ総排出量
２０．２％③リサイクル率
２万４，１６１ｔ④最終処分量 ※２

目標（改定前）
３０年度

２５万ｔ以下
３０％以上
－

目標（改定後）
３０年度

２２万３，０００ｔ以下
２５％以上 ※１
２万１，０００ｔ以下

目標項目
年度
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　市では、生活や農業に深刻な被害を与える、アラ
イグマの捕獲を行っています。アライグマの被害を
受けた場合や目撃した場合は、連絡してください。

プラネタリウム新番組

もっと知りたい土星のなぞもっと知りたい土星のなぞ ～カッシーニが見たリングと衛星～～カッシーニが見たリングと衛星～
　春先に見頃となる土星。土星ではＮＡＳＡ（アメリカ航空宇宙局）の探査機カッシーニが探査
を続け、観測データなどを地球に送信しています。平成２２年に投影した内容をリメークし、カッ
シーニがとらえた土星の迫力ある映像と、最新の観測成果や新情報を紹介します。
上映期間　４月２日（火）～５月３１日（金）

県県内内最最大大級級ののドドーームムでで宇宇宙宙をを体体験験ししよようう！！
臨場感

迫力満点

お問い合わせ
市立博物館　1０４２－７５０－８０３０

〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５
４月の休館日　月曜日（２９日を除く）、３０日（火）

定　員　各２１０人（先着順）　　観覧料　５００円（４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円）

午後３時５０分午後２時４０分午後１時３０分午前１１時期　間

プラネタリウム
星空模様

プラネタリウム
もっと知りたい
土星のなぞ

全天周映画
HAYABUSA
BACK TO 
THE EARTH

こどもプラネタリウム
おしえて！さがぽん
お日さまってなに色？

特別上映
期間

４月２日
　～４日

火～金曜日

４月５日～
５月３１日　

全天周映画
HAYABUSA
BACK TO 
THE EARTH

こどもプラネタリウム
おしえて！さがぽん
お日さまってなに色？

土・日曜日、祝日

　プラネタリウムのキャラクター、相模原生まれのタヌキ「さがぽん」と一緒に光の不思議を学
べる「こどもプラネタリウム」や全天周映画など、春休み期間は１日４番組が楽しめます。

　市立博物館で活動する市民ボランティア（民俗調査会）が学芸員と共
に、下溝地区の社寺や石仏などの見どころを案内します。
日にち　５月８日（水）〈小雨決行〉
集　合　午前９時１５分に原当麻駅
解　散　午後０時３０分ごろに下溝駅
対　象　３時間程度歩ける人＝３０人（抽選）　
申し込み　往復はがき（１枚２人まで）に、住所、氏名、年齢、電話番号、

「下溝地区を歩く」と書いて、４月１５日（必着）までに市立博物館へ

民俗探訪会「下溝地区を歩く」民俗探訪会「下溝地区を歩く」
　地質学とはどのような学問なのか、地層・岩石・地質構造・地質年代
など、地質学の基礎を学びます。
日にち　５月１２日・１９日、６月２日・９日の日曜日
時　間　午後２時～４時
対　象　１５歳以上の人＝４０人（抽選）　
申し込み　往復はがき（１枚５人まで）に全員の氏名（代表者に○）・

年齢、代表者の住所・電話番号、「地質学入門」と書いて、４月
１５日（必着）までに市立博物館へ

地質学講座地質学講座「「地質学入門地質学入門」」〈〈全４回〉全４回〉

お問い合わせ

アライグマやハクビシン（生活被害）について

水みどり環境課　1０４２－７６９－８２４２

防護柵などの設置費用の一部助成について

城山経済観光課 1０４２－７８３－８０６５城山地区

津久井経済観光課 1０４２－７８０－１４１６津久井地区

相模湖経済観光課 1０４２－６８４－３２４０相模湖地区

藤野経済観光課 1０４２－６８７－２１１９藤野地区

農政課 1０４２－７６９－８２３９その他の地区

野生鳥獣の捕獲等許可について

津久井環境課 1０４２－７８０－１４０４津久井・相模湖・
藤野地区

水みどり環境課 1０４２－７６９－８２４２その他の地区

　防護柵などの設置
費用の一部助成を行
っていますので、相
談してください。

ハハククビビシシンン等等にによよるる
農農作作物物被被害害でで
おお困困りりのの人人へへ

アライグマの特徴

○成獣は体長５５㎝前後で尾まで含め
ると約８０㎝になる

○尾に５本～１０本のしま模様がある
○人の手のような５本指の足がある
○雑食性で繁殖力が強い
○木登りや泳ぎがうまい

　黒曜石の 剥  片 を鹿角ハンマーで加工し、石器
はく へん

を製作します。旧石器人の石器の作り方や黒曜
石の特徴を学びます。
日　時　４月２１日（日）午後２時～４時
会　場　旧石器ハテナ館
対　象　小学校４年生以上の人＝３０人（申込順）
※小学生は保護者同伴
費　用　５００円（材料費）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

石器作りの様子

黒曜石で石器作り黒曜石で石器作り毎毎月月第第３３日日曜曜日日はは
旧旧石石器器ハハテテナナ館館体体験験教教室室縄文土器作り縄文土器作り毎毎月月第第２２日日曜曜日日はは

勝勝坂坂をを学学ぼぼうう！！

●Ｑ どうしてアライグマを捕獲するのか
●Ａ アライグマは、もともと日本に生息してい
る動物ではなく、ペットとして輸入されたも
のが逃げ出したり、捨てられたりして野生化
しました。現在、人や農林業などに被害を及
ぼす動物として、外来生物法に基づく特定外
来生物に指定され、生息数を減らすため、市
で捕獲を行っています。

●Ｑ ハクビシンやタヌキも捕獲するのか
●Ａ これらは、鳥獣保護法により保護されてい
るため、原則、捕獲することはできませんが、
被害を受けている人が県や市の許可を受け捕
獲できます。また、ハクビシンが家の天井裏
に住み着いているなどの生活被害を受けてい
るときは、市で捕獲する場合もありますので、
相談してください。

アアラライイググママをを見見かかけけたたらら連連絡絡をを
ここれれかかららのの季季節節はは
活活動動がが活活発発にに！！

　土器作りの会の指導により、粘土で装飾性豊かな縄文土器を作り、後日
野焼きで焼き上げ、完成させます。
日にち　４月１４日（日）
時　間　午前９時３０分～午後０時３０分
　　　　※野焼きは７月ごろに行う予定
会　場　史跡勝坂遺跡公園
対　象　小学生以上の人＝２５人（申込順）
費　用　３５０円（材料費）
申し込み　電話で４月８日までに文化財保護課（1０４２－７６９－８３７１）へ

　プラネタリウムで星空解説後、４０㎝大型望遠
鏡で観望します。
日にち　４月５日（金）・２０日（土）
時　間　午後７時～８時３０分
定　員　各１２０人（先着順）
※中学生以下は保護者同伴
※希望者は当日午後６時３０分～７時に直接会場
へ

星空観望会星空観望会（４（４月）月）

　近年になく明るいパンスターズ 彗星 を、天体
すいせい

望遠鏡や双眼鏡で観察します。
日にち　４月７日（日）〈雨天・曇天実施〉
時　間　午後６時３０分～８時
定　員　６０人（申込順）
※中学生以下は保護者同伴
申し込み　電話（１組３人まで）で４月５日ま

でに市コールセンター（1０４２－７７０－ 
７７７７）へ

パンスターズ彗星をパンスターズ彗星を
観察するつどい観察するつどい

市立博物館へ行こう市市立立博博物物館館へへ行行ここうう

プラネタリウム・全天周映画 春休み期間（４月２日～４日）特別上映プラネタリウム・全天周映画　春休み期間（４月２日～４日）特別上映
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お問い合わせ　施策について　企画政策課　1０４２－７６９－８２０３
　　　　　　　予算について　財　務　課　1０４２－７６９－８２１６

歳出 

２，４４５ 
億円 

歳入 

２，４４５ 
億円 

平成 
（年度） 

３，０００ （億円） 

２，５００ 

２，０００ 

１，５００ 

１，０００ 

５００ 

０ 
１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

２，４５６ ２，３４０ 
２，０７４ ２，０３２ １，９７０ 

１，８０６ １，６４７ 
１，７８０ 

２，４８３ 

市税 
１,０８５億円 
（４４．４%） 

市税 
１,０８５億円 
（４４．４%） 

国・県からの 
補助金など 

５３６億円（２１．９%） 

その他（諸収入・繰入金・使用料など） 
３８８億円（１５．９%） 

市債 
２１９億円 
（８．９%） 

職員の給料など 
４４０億円 
（１８．０％） 

施設の管理や 
事務事業の 
経費など 

３４１億円（１４．０％） 

市民団体への 
補助金など 

１５２億円（６．２％） 

市債の返済 
２３４億円（９.６％） 

 

義務的 
経費 
５４．５％ 

投資的 
経費 
９.３％ 

投資的 
経費 
９.３％ 

その他 
３６．２％ 

公共施設の建設費など 
２２６億円（９．３％） 

公共施設の 
維持補修費 

３７億円（１．５％） 

その他（特別会計への繰出金など） 
３５７億円（１４．５％） 

譲与税・交付金 
２１７億円（８．９%） 
譲与税・交付金 
２１７億円（８．９%） 

福祉・医療の 
給付金など 
６５８億円 
（２６．９％） 

 

福祉・医療の 
給付金など 
６５８億円 
（２６．９％） 

 

予算規模の推移 

２５ 

２，４４５ ２，４４５ 

２，５５９ 一般会計　歳入・歳出予算額

２，４４５億円
（対前年度比１．５％減）

　平成２５年度当初予算は、国の１５か月予算に対応
し、経済・雇用対策を実施するため、２４年度３月
補正予算と一体的に編成しています。

さささささささささささがががががががががががみみみみみみみみみみみはははははははははははららららららららららら
防防防防防防防防防防防災災災災災災災災災災災・・・・・・・・・・・減減減減減減減減減減減災災災災災災災災災災災プププププププププププロロロロロロロロロロログググググググググググラララララララララララムムムムムムムムムムム

　災害に強いまちづくりに向け
て、緊急かつ即効性のある防災・
減災のための取り組みをまとめた
ものです。
　平成２５年度から３２年度までの８
年間で、ハード・ソフト両面から
の取り組みを総合的に進めます。

２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度ののののののののののの主主主主主主主主主主主ななななななななななな取取取取取取取取取取取りりりりりりりりりりり組組組組組組組組組組組みみみみみみみみみみみ
防災・減災対策の普及啓発をめざした「防災スクール」の創設

自主防災組織への小型消防ポンプの配備

女性、高齢者、障害者等に配慮した備蓄の充実

避難所となる小中学校屋内運動場の改修

防災備蓄倉庫の未設置地区への整備

起震車の増車

災害時情報共有システムの導入

現地対策班となる公民館への非常用発電設備の整備

都市機能の向上や交通ネットワークの充実
６，５３３万円○広域交流拠点の形成に向けた検討

２，５８０万円
○リニア中央新幹線の建設促進
○小田急多摩線の延伸に向けた取り組み
○新しい交通システム導入に向けた検討

（６９億円）○さがみ縦貫道路の早期整備の促進

３１億６，７３０万円○津久井広域道路、県道５２号（相模原町田）などの
整備

１１億９，０４４万円○都市計画道路の整備

３億２，７４７万円○バスターミナルの整備（田名地区）

にぎわいのある市街地づくり

４，３００万円○相模総合補給 廠 の一部返還・共同使用区域の活用
しょう

に向けた検討

７億８，６０２万円○小田急相模原駅北口Ｂ地区市街地再開発事業の促
進

医療体制の拡充

１億７，５６２万円

★総合医の育成による地域医療体制の基盤づくり
★胃がん検診への内視鏡検査の導入
★高齢者肺炎球菌予防接種助成
○相模原北メディカルセンターの開所

基地対策

１，０６０万円○早期利用・返還に向けた取り組み、騒音などの課
題解消に向けた要望活動

にぎわいと活力に満ちた都市づくり

子育てを支える環境づくり

１１億５，４７１万円 ○認可保育所の整備促進
○認定保育室への補助、家庭的保育事業の実施

産業を中心とした新たな拠点づくり

１２億６，７３０万円

○当麻地区・川尻大島界地区土地区画整理事業の促
進

○麻溝台・新磯野地区整備事業の推進

○金原準工西側地区における新たな産業用地の創出

暮らしにおける安全・安心の確保
３，５６２万円○通学路の安全確保に向けた取り組み

６，３４８万円

○津久井消防署藤野分署の開署
○北消防署相原分署の整備
★大野台地区消防団詰所の整備
○高度救急救命処置に対応可能な救命士の養成

防災・減災対策
１，１００万円○新たな地震被害想定に基づく地域防災計画の見直し

８億６，８３８万円
（８億４，７７８万円）★「さがみはら防災・減災プログラム」の推進

５６億３，２３３万円
（９０億２，８８９万円）○公共施設などインフラの安全対策

生活環境の向上

３，０２６万円★空き家対策
★住まいのエコ・バリアフリー改修費補助事業

高齢者福祉の向上
１４億３４７万円○特別養護老人ホームの整備促進

障害者福祉の充実

１億４，８２５万円★精神障害者地域活動支援センターの開設
★福祉型児童発達支援センターの整備促進

安全で安心して暮らせるまちづくり

地域経済の活性化

４億８，５９１万円★（仮称）市総合就職支援センターの開設など雇用
対策の充実

１４０億９，８８２万円○産・学・官の交流や低利な融資制度の利用促進
○中小企業の経営支援、企業誘致の推進　など

にぎわいと活力を創出する商業・観光の振興
５，３９３万円○商店街等のにぎわいづくりの支援

５，６０５万円○観光協会助成事業

６，０００万円★農産物直売所開設促進事業

自然環境の保全
８７８万円○（仮称）環境影響評価条例制定に向けた取り組み

６５０万円○「（仮称）市民の森」の整備検討

１１億８，６５７万円○相模川ふれあい科学館の再整備

市民協働と市民自治に根ざしたまちづくり

２億９，３６１万円

★市民協働推進基本計画の策定
○自治会の加入促進
○ＮＰＯ法人の設立に関する相談や活動の促進
★市民・大学交流センターを拠点とした地域活性化
など

ごみの減量化・資源化の取り組み

１８億２，６４７万円○使用済み小型家電リサイクル事業
○ごみの減量化・資源化の普及啓発

市民本位・市民参加の郷土づくり

心豊かに生活できる地域づくり
６億９，９１９万円★市民会館の改修　など

９，８１５万円

★相模原麻溝公園（仮称）第２競技場の整備
★横山公園陸上競技場の再活用
○ホームタウンチーム・トップアスリートの活動支援
★水上スキー全日本学生チャンピオンシリーズ相模
原大会の開催に向けた支援

誇りとすることができる郷土づくり
１２０万円★小原宿本陣の保存整備に向けた取り組み

５，７７３万円○シティセールスの推進

重重重重重重重重重重 点点点点点点点点点点 施施施施施施施施施施 策策策策策策策策策策重　点　施　策（★は新規事業（★は新規事業））
金額の（　）は２４年度３月補正予算において予算措置し、
２５年度に事業を実施するもの

地球温暖化対策の推進

１億５，２９１万円
★省エネルギー設備等の導入に対する助成
★さがみはら地球温暖化対策協議会の活動支援
○メガソーラー（大規模太陽光発電設備）の設置

自然の尊さ・恵みを感じ
将来の地球環境を守る社会づくり
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　平成２５年度は、「防災・減災対策の推進」「次代につなぐまちづくり」「地方分権改
革の推進」の３点を市政運営の重要な視点として掲げ、子どもから高齢者まで誰もが安
全で安心して笑顔で暮らせる社会をめざし、市政運営に取り組みます。
　２５年度予算は、人件費をはじめとする経常経費の縮減や債権回収の取り組みを強化す
るなど自主財源の確保を積極的に進め、防災、福祉、医療、教育、産業・雇用、環境な
どさまざまな分野にも十分に配慮し編成しました。
　施策の推進に当たっては、市民サービスの向上を図るため、幅広い分野における取り
組みを、限りある財源を有効に活用しながら進めます。特に、災害に強いまちづくりの
ための事業や災害に対する市民の皆さんの不安解消につながる事業を「さがみはら防災・
減災プログラム」として集中的に取り組んでいきます。

平成２５年度施策と
予算のあらまし

平成２５年度施策と
予算のあらまし

平平平平平成成成成成２２２２２５５５５５年年年年年度度度度度施施施施施策策策策策ととととと
予予予予予算算算算算のののののあああああらららららまままままししししし

◇将来に備えた貯蓄
　市の貯金である財政調整基金の残高は、
平成２４年度末現在で１０５億円になる見込み
です。また、２５年度には、基金から６９億円
を取り崩す予定です。
　２５年度末の残高は２４年度の剰余金など３４
億円を加えた、７０億円になる見込みです。
（図５参照）
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図５

◇福祉・医療などの義務的経費の拡大
　市の予算の使い道で任意に削減することのできな
い義務的経費のうち、扶助費（主に民生費）は、生
活保護のほか、児童・高齢者・障害者の福祉や医療
給付などの経費が増加し、前年度に比べ約２３億円増
になりました。また、道路や公園、公共施設整備など
の投資的経費は、緑区合同庁舎の整備や相模大野駅
西側地区市街地再開発事業の終了、平成２４年度３月
補正予算への事業の前倒しなどにより、前年度に比
べ約１０７億円減となっています。（図４参照）
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図４◇市債を計画的に発行
　市の借入金である市債は、将
来の世代に過重な負担を残さな
いよう計画的な発行に努めてい
ます。
　平成２５年度は、公共施設や道
路の整備などで約８９億円、臨時財
政対策債※で１３０億円の市債を発
行する見込みです。（図２参照）
※国の財源不足により、本来地方交
付税として交付されるべき額の一
部を市が借入金で賄うもの。市の
借入金は、後年度に地方交付税と
して国から財源措置される。
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一般会計その他債残高 一般会計建設債残高 

１６～２３年度は決算額、２４・２５年度は見込額 
一般会計その他債は、減税補てん債と臨時財政対策債など 
一般会計市債残高は、市場公募地方債発行に伴う満期一括償還に係る積み立てを反映した額 

●市民１人当たりの市債残高 
約３４万５,０００円 

（対前年度　約３，０００円増） 

２５ 

図２

◇人件費の状況
　職員定数が４，６２０人と増 
加しますが、制度改正によ
る住居手当や退職手当の削
減のほか、職員の年齢が若
年化したことなどにより、
前年度に比べ約７億円減に
なりました。（図３参照）

◇法人市民税を中心に市税収入が微増
　市の財源の中で根幹をなす市税収入は、企業収
益の改善により法人市民税が増収になるほか、市
たばこ税が県からの税源移譲により増収となるな
ど、前年度に比べ２０億円増（１．９％増）の１，０８５億
円になっています。（図１参照）
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一体編成した予算の合計額
２，５５９億円（対前年度比３．１％増）

※さがみはら防災・減災プログラムについて詳しくは、市ホ
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図３

●市民１人当たりの額は、平成２５年１月１日現在の人口から算出

「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進
２，５７５万円★児童・生徒健全育成事業などいじめ問題への対応

１億１，８６５万円○特別支援教育推進事業
８億２，８２１万円○（仮称）上溝学校給食センター新築工事
（１６億９，８１５万円）○校舎の大規模改修など

９０７万円○さがみ風っ子教師塾の運営などの教職員の人材養
成・確保

夢と希望あふれる次世代を
はぐくむ環境づくり
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市体育協会からのお知らせ
市民選手権大会

時　間　①午前８時②～⑧午前９時
対　象　市内在住か在勤・在学の人
申し込み　①～⑥市体育協会にある申込用紙を

５月①②８日、４月③１９日④１４日⑤２１日
⑥２０日までに、⑦はがきに住所、氏名、
年齢、電話番号、種目を書いて、一般は４
月２８日、高校生は５月１８日（必着）まで
に、⑧電話で４月２日～１１日に同協会へ

※④はねんりんピックよさこい高知２０１３の選考
会も兼ねています。
※種目等詳しくは同協会へお問い合わせください。

ラグビースクール

（コース①緑区②中央区③南区）

日にち　４月～平成２６年３月の原則毎週日曜日
時　間　午前９時～正午
会　場　①②③近隣グラウンド
対　象　３歳～中学生　費　用　１万２，０００円
※希望者は運動のできる服装で直接会場へ
※詳しくは市ラグビーフットボール協会ホーム
ページをご覧ください。
○A 初・中級テニス教室〈全５回〉
日にち　５月１２日～６月９日の毎週日曜日 

〈予備日６月１６日（日）・２３日（日）〉

対　象　①中学生以上の人②小学校１～４年生
③小学校５・６年生

定　員　各①１２０人②６０人③３０人（抽選）
○Ｂ 硬式シニアテニス教室〈全５回〉
日にち　５月１５日～６月１２日の毎週水曜日 

〈予備日６月１９日（水）・２６日（水）〉
時　間　午後０時３０分～４時２０分
コース　初級、中級
対　象　５５歳以上の男性か５０歳以上の女性
定　員　７０人（抽選）　　費　用　６，０００円

◇　　　◇
会　場　淵野辺公園テニス場
申し込み　市テニス協会ホームページからか、

往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、
年齢（学生は学年も）、性別、電話番号、
希望コース、テニス歴、○Ａ は希望時間、
○Ｂ は予備日の参加の可否を書いて、４月
○Ａ １５日○Ｂ ２６日（必着）までに市体育協会へ

初心者ゲートボール教室〈全２回〉
日にち　５月１８日（土）・１９日（日）
時　間　午前９時３０分～正午
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
対　象　市内在住か在勤の人＝３０人（先着順）
※希望者は直接会場へ　※用具の貸し出しあり

ねんりんピックよさこい高知２０１３

バウンドテニス派遣選考会
日　時　４月３０日（火）午後６時～９時３０分
会　場　北総合体育館
種　別　男子・女子・男女混合（ダブルス）
対　象　昭和２９年４月１日以前に生まれた市内

在住の人
申し込み　はがきに住所、氏名、生年月日、性

別、電話番号、種別を書いて、４月２０日
（必着）までに市体育協会へ

ノルディックウオーキング in 宮ヶ瀬湖
日にち　４月２１日（日）
時　間　午前９時３０分～午後０時３０分
会　場　鳥居原ふれあいの 館 

いえ

対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の人
定　員　３０人（申込順）
費　用　１，０００円　※用具の貸し出しあり
申し込み　電話で４月２日から市体育協会津久

井連絡所（1０４２－７０５－５１４２）へ

費　用時　間コース
各８，５００円

（中学生・高校生、
６０歳以上の人は
７，５００円）

Ａ・Ｃ（１５０分）①一般

各３，０００円
Ａ・Ｂ（６０分）②キッズ
Ｃ・Ｄ（６０分）③ジュニア

Ａ＝午前１０時４０分、Ｂ＝午後０時１０分
Ｃ＝午後１時５０分、Ｄ＝午後３時２０分

会　場日にち種　目

相模原麻溝公園
競技場

５月２５日（土）
　　２６日（日）

一般・
中学生①陸上

競技
６月８日（土）小学生・

高校生

総合体育館

５月２６日（日）②剣道（高校生・
中学生）

５月１２日（日）
③柔道（一般・
高校生・中学生・
小学生）

相模原麻溝公園
スポーツ広場

５月１８日（土）
　　１９日（日）④ゲートボール

総合体育館ほか５月４日（祝）～
６月２３日（日）　

⑤バスケット
ボール（一般）

総合体育館

６月２日（日）⑥空手道
５月１８日（土）一　般

⑦卓球
６月１日（土）高校生
４月２７日（土）⑧卓球（中学生）

総合型地域スポーツクラブ 相模原ライズ・アスリート・クラブ

子どものフットボール体験会
　運動が苦手でも安全に楽しめるフラッグフットボール（しっぽ取り遊び）と、
本格的なプレーができるアメリカンフットボールを体験します。

会　場時　間日にち教室名

大沢幼稚園
（緑区上九沢２６７）

①午前１０時～１１時
４月１３日（土）

大沢フラッグ
フットボール

②午前１１時３０分～午後０時３０分

①午後２時４５分～３時４５分
４月２５日（木）

②午後４時３０分～５時３０分

淵野辺ひばり
幼稚園

（中央区淵野辺
４－３１－７）

①午前１０時～１１時
４月２０日（土）

淵野辺フラッグ
フットボール

②午前１１時３０分～午後０時３０分

①午後２時４５分～３時４５分
４月２４日（水）

②午後４時１５分～５時１５分

千代田５丁目
こども広場

（中央区千代田
５－８－１５）

①午後１時３０分～２時３０分
４月２０日（土）

千代田フラッグ
フットボール

②午後３時～４時

①午後２時４５分～３時４５分
４月２６日（金）

②午後４時３０分～５時３０分

ノジマフット
ボールパーク
（南区新戸
４７８－１）

①午前９時～１０時

４月１４日（日）

ライズフラッグ
フットボール

④午前９時～１１時ライズアメリカン
フットボール

川尻小学校
体育館

③午後５時３０分～６時３０分４月２２日（月）城山フラッグ
フットボール ③午前１０時～１１時５月６日（休）

和泉短期大学
総合グラウンド
（南区下溝２８０５）

①午後２時４５分～３時４５分
②午後４時３０分～５時３０分

４月２３日（火）緑が丘フラッグ
フットボール ５月７日（火）

対　象　①４歳以上の未就学児②小学生③４歳～小学生④小・中学生
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電話番号、教室名、希望日時

を書いて、開催日の３日前までに相模原ライズ・アスリート・クラブ（1 

０４２－８１５－３０９４　Ｅメール risemate@sagamihara-rise.com）へ

障害者スポーツ講座
会　場日にち講座名

けやき体育館５月８日、６月１２日、７月１０日、９月
１１日、１０月９日、１１月１３日の水曜日

①ソフトバレー
ボール〈全６回〉

さがみはら
グリーンプール５月１５日～６月５日の毎週水曜日②水泳〈全４回〉

時　間　①午前１０時～正午②午後６時３０分～８時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の①精神障害者②身体障害児・者
定　員　①５０人②１５人（申込順）
※②高校生以下は保護者同伴
※ボランティアも多数募集しています。
申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、講座

名を書いて、①５月１日②４月３０日までに、けやき体育館
（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

かんたんアクア教室〈全８回〉
日にち　５月１日～６月２６日の毎週水曜日（５月２２日を除く）
時　間　午後３時～３時４５分
会　場　さがみはらグリーンプール
対　象　１８歳以上の人＝３０人（申込順）　　費　用　５，０００円
申し込み　直接か電話で、同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

県障害者スポーツ大会
日にち　６月９日（日）　　会　場　寒川総合体育館（寒川町宮山）
種　目　卓球（身体・知的障害者）
　　　　サウンドテーブルテニス（身体障害者）
対　象　平成２５年４月１日現在、１３歳以上の障害者（ 膀  胱 か直腸

ぼう こう

機能障害以外の内部障害者を除く）
申し込み　直接か電話、ファクス、Ｅメールで５月１日までに障

害政策課（1０４２－７０７－７０５５　6０４２－７５９－４３９５　Ｅメー
ル shougai-fukushi@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

市体育協会　〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　けやき会館内
1０４２－７５１－５５５２　HP http://www.jade.dti.ne.jp/�  taikyo/
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ほっこり座の紙芝居
かみしばい会
　毎月第１日曜日（７月は第２日曜日）に紙芝居会を開催します。内容は
４歳～小学生向けですが、どなたでも観覧できます。
日にち　４月７日～平成２６年３月２日の毎月第１日曜日

（７月は第２日曜日）
時　間　午前１１時～１１時３０分

（４月７日は午前１０時～１０時３０分、午前１１時～１１時３０分）
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
※４月７日は鹿沼公園（雨天時は市立図書館）

紙芝居劇場
　毎月第１火曜日に、大人が楽しめる紙芝居会を開催します。
日にち　４月２日～２６年３月４日の毎月第１火曜日
時　間　午前１０時３０分～１１時３０分
会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）
対　象　中学生以上の人

春季ポニー教室〈全５回〉
　スタッフの指導のもと、ポニーの世話と乗馬を体験でき
ます。
日にち　５月１９日～６月１６日

の毎週日曜日
時　間　午前９時４０分～正午
会　場　相模原麻溝公園ふれ

あい動物広場
対　象　市内在住の小・中学

生で、保護者が同伴で
きる人

定　員　２０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、学年、

性別、保護者名、電話番号、「春季ポニー教室」と
書いて、４月３０日（必着）までに同広場（〒２５２－０３２８ 
南区麻溝台２３１７－１　1０４２－７７８－３９００）へ

※過去に参加経験のある人は応募できません。

２０１３法政クラブスポーツ教室
定　員

（申込順）対　象時　間日にち教室名

各２０人

４歳以上の
未就学児

午前９時３０分
　～１０時４５分

４月１３日～平成２６
年２月２２日の原則
毎週土曜日
〈雨天中止〉

サッカー
〈全３６回〉 小学校

１～３年生
午前９時３０分
　～１１時１５分

各４０人

中学生以下
の人

午前９時３０分
　～１０時５０分

４月６日～６月１
日の毎週土曜日
（５月４日を除く）
〈予備日６月８日〉

テニス
〈全８回〉 高校生以上

の人
午前１１時～　
午後０時２０分

小学校４年
生～中学生

午後５時　　
　～７時３０分

４月６日～２６年３
月２９日の月２回土
曜日

バスケット
ボール

〈全２４回〉

７０人小学校４年
生～中学生午後１時３０分

　～３時３０分

４月１４日～２６年２
月２３日の月２回日
曜日

陸上競技
〈全２２回〉

３０人高校生以上
の人

各２０人

小・中学生午前９時３０分
　～１０時５０分５月１１日～２６年２

月２２日の原則月３
回土曜日

バド
ミントン
〈全２９回〉 高校生以上

の人
午前１１時～　
午後０時２０分

会　場　法政大学多摩キャンパス内（町田市相原町）
※費用や申し込み方法など詳しくは、同クラブホームページをご
覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　法政クラブ　1０４２－７８３－２０９０

さがみはら環境まつり～元気森モリ！！みどりの相模原～
出展者・環境写真コンテスト作品募集

図書館は宝島！～キッズ★フェスタ２０１３～

時　間内　容
午後１時～１時３０分紙芝居
午後１時４５分～２時１５分人形劇
午後２時３０分～３時絵本とおはなし
午後３時３０分～４時布絵本おはなし会
午後４時１５分～４時４５分影絵

４４月２０日（土）月２０日（土）　ボランティア団体等によるおはなし会

４４月２３日（火）月２３日（火）　講演会

　会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）　※希望者は直接会場へ　

※豆本や仕掛け本などの
変わり本や外国語絵本
の展示コーナー、工作
コーナーもあります。

　「絵本で語る 子育てに絵本を－本は生きる力－」をテーマに講演します。
時　間　午前１０時～１１時３０分
講　師　山崎　翠さん（和光大学非常勤講師）　　定　員　１５０人（先着順）

お問い合わせ　市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

シネマサロン
　「雨月物語」（１９５３年／日本／白黒）を上映します。
日　時　４月１４日（日）・１６日（火）午後２時～３時４０分
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝各１５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　視聴覚ライブラリー　1０４２－７５３－２４０１

お問い合わせ　紙芝居ほっこり座の本多さん　1０４２－７５１－６４１４

※申し込み方法など詳しくは、環境情報センターにある募集要項か同センターホーム
ページをご覧ください。

お問い合わせ
さがみはら環境まつり実行委員会事務局（環境情報センター内）　1０４２－７６９－９２４８

子ども読書の日記念事業

橋本図書館キッズフェスタ　どくしょの木
　子どもの本のコーナーの「どくしょの木」に、好きな本を書いた「実」
（紹介カード）を貼り付けてみませんか。おはなし会もお楽しみに。
日　時　４月２１日（日）～２８日（日）午前９時３０分～午後６時
対　象　子ども＝１００人（先着順）　※保護者の参加も可
おはなし会　４月２１日（日）午後２時・３時

お問い合わせ　橋本図書館　1０４２－７７０－６６００

希望者は
直接会場へ

希望者は
直接会場へ

相模原麻溝公園競技場の催し
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち教室名

各
５，０００円各２５人

１８歳以上の人

午前９時４５分
　～１０時４５分

４月２３日～
６月２５日の
毎週火曜日

いきいきウオーキング
〈全１０回〉

午前１１時～　
午後０時１５分

はつらつジョギング
〈全１０回〉

６０歳以上の人午後２時　　
　～３時３０分

元気なシニア健康体操
〈全１０回〉

１組
５００円３０組

１歳６か月～
４歳の子ども
とその保護者

午前１１時
　～正午４月２３日（火）

親子青空運動
～靴をぬいで
芝生で遊ぼう～

申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、教室名を書いて、同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－
０１６１　Eメール asamizo-stadium@dream.jp）へ

北総合体育館の教室
定　員
（抽選）時　間日にち教室名

各
４０人

午後１時３０分
　～３時５月８日～６月１９日の毎週水曜日健康ストレッチ〈全７回〉

午前９時３０分
　～１１時３０分

５月８日～６月２６日の毎週水曜日バウンドテニス〈全８回〉
６０人５月９日～６月２７日の毎週木曜日卓球〈全８回〉

４０人午前１０時
　～１１時３０分５月１０日～６月２８日の毎週金曜日健康美容ダンス〈全８回〉

対　象　１５歳以上（中学生を除く）の人
費　用　１人１回２００円（６５歳以上の人１００円）
申し込み　往復はがき（１教室１人１枚）に住所、氏名、年齢、性別、電話番号、

教室名を書いて、４月１５日（必着）までに同館（〒２５２－０１３４　緑区下九沢
２３６８－１　1０４２－７６３－７７１１）へ

　日にち　６月３０日（日）　　会　場　ミウィ橋本インナーガーデン　

出展者募集
　事業者や市民団体、大学などが取り組んでいる環境活動を紹介するブースへの出展者を
募集します。
申し込み　募集要項に付いている申込用紙を４月３０日（必着）までに同実行委員会事務局へ

環境写真コンテスト作品募集
　同まつりで応募作品の展示と優秀作品の表彰を行います。
※作品の題材やサイズなど詳しくは、募集要項をご覧ください。
申し込み　募集要項に付いている専用台紙に作品を貼付し、５月３１日（必着）までに同実

行委員会事務局へ
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

○R

市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６

相模原市コールセンター
（ちょっとおしえてコール相模原）

午前８時～午後９時　年中無休
※おかけ間違いにご注意ください。

小学校新１年生に小学校新１年生に

防犯ブザーを貸与防犯ブザーを貸与

対 市内在住で、国立や私立、市外
の小学校に入学する児童
※市立小学校や市内の県立特別支
援学校（小学部）に入学する児童
には、学校を通して貸与します。
申 ４月５日～２６日に直接、学務課、
緑・南区役所区民課、各まちづく
りセンター（城山・津久井・相模
湖・藤野地区は生涯学習課各教育
班）・出張所へ
問 学務課

国民年金保険料国民年金保険料

学生納付特例の申請を学生納付特例の申請を

　所得が少なく保険料の納付が困
難な学生は、申請により納付が猶
予されます。申請が遅れると、障
害基礎年金等の受給資格が得られ
ない場合もありますので、早めに
申請してください。
申 直接、年金手帳、学生証（平成
２５年度有効のもの、写し可）か在
学証明書、印鑑（本人が申請する
場合は不要）を持って、国民年金
課（1０４２－７６９－８２２８）か、緑・
南区役所区民課、各まちづくりセ
ンター・出張所へ

リサイクル家具の展示・提供リサイクル家具の展示・提供

会 橋本台・新磯野リサイクルスクエア
対 市内在住の中学生以上の人（１
人１点限り）
申 直接、毎月２０日（平成２６年２月
は１９日）までに各会場へ
※抽選発表は毎月２１日（２６年２月
は２０日）午後１時
問 資源循環推進課

宿泊利用①相模川清流の里宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村②たてしな自然の村

　６月まで平日に空きあり
申 随時受け付け
７月分の抽選申し込み　さがみは
らネットワークシステムか商業観
光課、各まちづくりセンター・出
張所・公民館にある申込書を４月
１０日までに各施設へ。抽選後の空
き室の申し込みは４月２１日から電
話で①7０１２０－９８８－５４７②1０２６７ 
－５５－６７７６へ
７月の休館日　①２２日（月）・２３日
（火）②３日（水）・１７日（水）
②日～金曜日は特別料金で宿泊で
き、地域の特産品をプレゼント

相模川ビレッジ若あゆ相模川ビレッジ若あゆ

ふじの体験の森やませみふじの体験の森やませみ

７７月分の利用申し込み月分の利用申し込み

対 １８歳以下で構成され、２０歳以上
の引率者がいるおおむね２０人以上
の青少年団体

申 申込期間に直接同所へ
※利用者登録カードを持っている
人は、市ホームページやさがみは
らネットワークシステムからも申
し込みできます。
問 相模川ビレッジ若あゆ（1０４２－ 
７６０－５４４５）、ふじの体験の森やま
せみ（1０４２－６８６－６０２５）

市みどりの協会の休所日が変更市みどりの協会の休所日が変更

　４月から、市みどりの協会の休
所日が、毎週月曜日、祝日の翌日
から、毎週日曜日、祝日に変更に
なりました。
問 同協会（1０４２－７７７－２８６０）

①木造住宅耐震診断技術者①木造住宅耐震診断技術者

②耐震改修工事技術者の名簿登載②耐震改修工事技術者の名簿登載

　同名簿に登載すると、市木造住
宅耐震診断等補助制度の技術者と
して診断や工事ができます。
対 都道府県等の耐震実務講習等を
修了し、次に該当する人
①市内の建築士事務所に所属する
建築士②市内の事業所に所属する
建築技術者
申 建築指導課にある申込書に講習
会の修了証、建築士免許証の写し
などを添付し、４月１５日から同課
（1０４２－７６９－８２５２）へ

平成平成２５２５年度年度

食品衛生監視指導計画を策定食品衛生監視指導計画を策定

　スーパーや飲食店等に対する立
ち入り検査や食品の抜き取り検査
などの実施計画。
　同計画は生活衛生課、各行政資
料コーナー ･消費生活センター ･
公民館で配布するほか、市ホーム
ページの 暮らしの情報 → 健康・
衛生・医療 → 食品衛生 でご覧に
なれます。
問 生活衛生課

マンション管理 無料相談会マンション管理　無料相談会

日時 ４月１４日（日）午後１時～５時
会 市民会館
対 市内のマンション管理組合役員
と居住者
定 １０組（申込順）
申 電話で県マンション管理士会相
模原市支部（1０４６－２５６－２６８３）へ

エイジレス・ライフ実践者とエイジレス・ライフ実践者と

社会参加活動事例社会参加活動事例

　生き生きと暮らしている６５歳以
上の個人やグループを募集し、内
閣府に推薦します。
　詳しくは、高齢者支援課、各行
政資料コーナー・まちづくりセン
ターなどにある募集案内か、市ホ
ームページの 暮らしの情報 → 福
祉 → 高齢者の社会参加支援 をご
覧ください。
申 募集案内に付いている申込書と
必要書類を４月１２日までに同課
（1０４２－７６９－９２３１）へ

不妊不育専門相談員不妊不育専門相談員

勤務　月１回で１日６時間
報酬　日額１万９，８００円
対 不妊カウンセラーの資格がある
助産師＝若干名
申 電話で４月１２日までに健康企画
課（1０４２－７６９－８３４５）へ

観察実験アシスタント観察実験アシスタント

　小学校で理科の観察・実験等の
支援、準備など
募集校

勤務　５月１３日～平成２６年２月２８
日で午前８時３０分～午後４時のう
ち２時間３０分～４時間程度（勤務
日は応相談）
賃金　時給８８５円
申 各募集校か学校教育課にある申
込書（市ホームページの 作品・ス
タッフ募集 からダウンロード
可）を４月２日～１０日に、希望の
小学校へ
問 市コールセンター（1０４２－７７０
－７７７７）

保健福祉相談員保健福祉相談員

　精神保健福祉手帳等の申請案内
など
勤務　５月～平成２６年３月（更新
あり）の月～金曜日（１日６時間）
で週２・３日程度
勤務場所　南障害福祉相談課
報酬　日額１万５００円
対 保健師の免許か精神保健福祉士
等の資格があるか、保健福祉相談
業務の経験がある人＝若干名
申 履歴書（写真貼付）を直接か郵
送で、４月１２日までに精神保健福
祉課（〒２５２－５２７７　中央区中央２
－１１－１５　1０４２－７６９－９８１３）へ
※後日、面接あり

お知らせ 

７月６日（土）～７日（日）
　□○１３日（土）～１５日（祝）
　□２０日（土）～２１日（日）
△２２日（月）～２３日（火）

　　△２４日（水）～２５日（木）
　○２６日（金）～２８日（日）
　　２９日（月）～３０日（火）

　３１日（水）～８月１日（木）
※○印は、２泊３日、１泊
２日のどちらも利用可

※□印は、相模川ビレッジ
若あゆのみ

※△印は、ふじの体験の森
やませみのみ

宿
泊
利
用
日（
日
帰
り
利
用
も
可
）

宿泊利用（抽選）
４月１０日まで
宿泊利用空き室（申込順）
４月２１日から
日帰り利用
４月１日から

申
込
期
間

施設のお休み

市民健康文化センター
日 ４月８日（月）
問 同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日 ４月９日（火）
問 同所（1０４２－７７３－５５７０）
環境情報センター
日 ４月１３日（土）・１８日（木）・
２９日（祝）
問 同所（1０４２－７６９－９２４８）

小学校名区
大沢・旭・作の口・二本松・
当麻田・川尻・湘南・広陵・
広田・中野・根小屋・津久井
中央・青根・桂北・千木良・
内郷・藤野北・藤野・藤野南

緑

田名・上溝・向陽・中央・清
新・光が丘・共和・横山・並
木・弥栄・上溝南・淵野辺東・
新宿・富士見・小山

中
央

新磯・麻溝・大野・谷口台・
相模台・東林・相武台・桜台・
上鶴間・緑台・大野台・双葉・
鶴園・若草・大野台中央・谷
口・若松・もえぎ台・夢の丘

南

募　　集 
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日時＝日時　　日＝日にち　　時＝時間　　会＝会場　　講＝講師　　　対＝対象　　費＝費用（記載のない場合は無料）　　定＝定員（指定のないものは選考）
申＝申し込み（期限で指定のないものは、必着）　　問＝お問い合わせ　　1＝電話　　5＝ファクス　　Ｅ＝Ｅメール　　HP＝ホームページ

凡　例
　

精神科救急対応員精神科救急対応員

勤務　５月～平成２６年３月（更新
あり）の週３・４日で、週２９時間
以内の交代制
①午前８時４５分～午後５時１５分
②午後１時３０分～１０時
③午後１０時～翌日午前８時４５分
勤務場所　①②市役所本館③横浜
市港南区
報酬　月額２４万２，０００円
対 看護師の免許か精神保健福祉士
等の資格があるか、精神保健福祉
業務の経験がおおむね３年以上あ
る人＝ １人
申 履歴書（写真貼付）を直接か郵
送で、４月１２日までに精神保健福
祉課（〒２５２－５２７７　中央区中央２
－１１－１５　1０４２－７６９－９８１３）へ
※後日、面接あり

土曜コ土曜コンサートンサート

「歌声音楽＆癒やし系音楽「歌声音楽＆癒やし系音楽」」

日時 ４月２０日（土）午後５時３０分
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定 ２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 同所（1０４２－７７５－５６６５）

ソレイユさがみの催しソレイユさがみの催し

①女性のための心とからだの健康
相談
日 ４月２７日（土）
時 午後１時３０分・２時３０分
定 各１人（申込順）
※保育なし（子どもの同伴可）
②市民グループの企画を募集
　男女共同参画社会の実現をめざ
す活動（セミナーなど）で、市民
が自由に参加できる企画
助成内容　１グループごとに講師
謝礼金を助成
※要件など詳しくは、お問い合わ
せください。

◇　　　◇
申 ①直接か電話、ファクスに氏名、
電話番号、催し名を書いて、②ソ
レイユさがみ、各公民館にある申
込書を同所（緑区橋本６－２－１
シティ・プラザはしもと内　1０４２－
７７５－１７７５　6０４２－７７５－１７７６）へ

発見しよう！発見しよう！

まちの中の小さな自然まちの中の小さな自然

日 ４月１５日（月）〈荒天中止〉
時 午前９時３０分～１１時３０分
会 環境情報センター周辺
※希望者は飲み物と帽子、ルーペ
など観察に必要な道具（貸し出し
あり）を持って、直接同センターへ
問 同センター（1０４２－７６９－９２４８）

さがみはら国際交さがみはら 国  際  交 
こく さい こう

流 流 ラウンジラウンジ
りゅう

お茶会お 茶  会 
ちゃ かい

　 多  文  化 
た ぶん か

 共 
きょう

 生 
せい

 教 
きょう

 育 ネットワークか
いく

ながわの 活  動 
かつ どう

 紹 
しょう

 介 とスリランカの
かい

お 話 
はなし

日 ４月
がつ

   ２１ 日 （ 日 ）
にち にち

時 午
ご

    前 １０ 時 ～
ぜん じ

 正 
しょう

 午 
ご

定 ４０ 人 （ 先 
にん せん

 着 
ちゃく

 順 ）
じゅん

※ 希  望  者 は
き ぼう しゃ

 直 
ちょく

 接 
せつ

 会 場
かい

   へ
じょう

問  同 ラウンジ（1０４２－７５０－４１５０）
どう

県立相模原公園の催し県立相模原公園の催し

プランターでもできる夏野菜の育
て方講座
日 ５月１２日（日）
時 午後１時３０分～３時３０分
定 ３０人（申込順）
費 １，０００円（材料費）
申 電話で４月１２日から同公園へ
自然観察会
日時 ５月１８日（土）午後１時～３時
定 ４０人（申込順）　費 ３００円
申 電話で同公園へ
サカタのタネグリーンハウスの催し
「道保写真クラブ」写真展示
日 ４月２日（火）～１４日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分

◇　　　◇
※同ハウスは月曜日休館。入館は
午後４時まで。
問 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

パソコン研修４月コースパソコン研修４月コース

　パソコン入門、ワード・エクセ
ル講座など（無料体験講座あり）
会 産業会館 
費 ３時間コース４，０００円から
定 各１５人（申込順）
申 電話かインターネットで同館
（1０４２－７５３－８１３３　HP http:// 
www.sankai０６.jp/）へ

マナー講座「日常の礼儀作法マナー講座「日常の礼儀作法」」

〈全２回〉〈全２回〉

日 ４月２１日・２８日の日曜日
時 午後１時３０分～３時３０分
会 サン・エールさがみはら
定 １０人（抽選）　　費 ５００円
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「マナー講座」と書いて、
４月１０日までに同所（〒２５２－０１３１
緑区西橋本５－４－２０　1０４２－
７７５－５６６５）へ

Team UKYO トレッキング教室Team UKYO トレッキング教室

　本市名誉観光親善大使の片山右
京さんによるトレッキング教室
日 ５月１２日（日）
時 午前９時～午後４時
会 旧菅井小学校（緑区牧野）
対 小学生以上の人＝５０人（申込順）
費 ４，０００円（小学生３，０００円、中学
生・高校生３，５００円）
申 「Team UKYO」のホームペー
ジ（http://www.teamukyo. 
com/kcs）から４月１７日までに
申し込んでください。
問 同事務局（1０３－６４０７－８２３０）

初初級級・・中級社交ダンス講習会中級社交ダンス講習会

〈全７回〉〈全７回〉

初級
日 ５月７日～６月１８日の毎週火曜日
会 弥栄中学校体育館
中級
日 ５月１０日～６月２１日の毎週金曜日
会 中央中学校体育館

◇　　　◇
時 午後７時～９時３０分
定 各３０人（申込順）　　費 各７００円
申 電話で４月３０日までに市ダンス
協会の松村さん（1０４２－７５４－ 
７４０４）へ

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼春の散策会・野草を食べる会　４
月７日（日）午前１０時～午後２時〈雨
天決行〉、県立相原高校正門集合。
費用２００円（材料費）　�問 桜井（1０４２ 
－７７３－７０６４）、７日は安藤（1０９０
－６００７－０２９４）
▼防衛省技術研究本部陸上装備研究
所の一般開放　同所の研究の紹介と
装備品の展示　４月１３日（土）午前
１０時～午後３時〈小雨決行〉、同所
（中央区淵野辺２－９－５４）　�問 同
所（1０４２－７５２－２９４１）
▼「水陽・輝水会」展　水彩の風景
スケッチ画の展示　４月１８日（木）
～２３日（火）午前１０時～午後６時（１８
日は午後１時から、２３日は午後３時
３０分まで）、相模原市民ギャラリー
�問 川上（1０８０－６５４３－６１３５）
▼やさしい山登り教室　講習５月１８
日（土）午前１０時～午後５時・町田
市民フォーラム（町田市原町田）、
登山６月１日（土）時間未定・扇山
（山梨県）。費用１，０００円（資料代）
�申 電話かＥメールで齋藤（1０９０－
８７４１－９１５９　Ｅ saito５１２@bb.emo 
bile.jp）へ
　　　　　　　会費などは個別にお問い

合わせください。
▼実用書道　月２回月曜日午後１時、
総合学習センター。見学可　�問 今野
（1０４２－７５７－５３３７）
▼フラダンス　月３回火曜日か金曜
日午後１時、橋本公民館ほか。見学
可、体験あり　�問 平山（1０８０－５０４７
－７４４０）
▼社交ダンス　月４回水曜日午前９
時、けやき体育館ほか。経験者歓迎、
見学可、体験あり　�問 丹川（1０４２－
７７９－１９９２）
▼太極拳　月３回金曜日午後１時３０
分、あじさい会館緑分室。見学可
�問 足立（1０４２－７１４－１８３２）
▼太極気功　毎月第１・第３水曜日
午前１１時、ユニコムプラザさがみは
ら。体験あり　�問 加藤（1０８０－５６９９
－２０４０）

催 し

仲 間

（敬称略）読者のひろば
催 し

応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募ははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前まままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで
　掲載を希望する場合は住所、氏名（ふりが
な）、電話番号、掲載希望号、「読者のひろ
ば」と書いて、原稿を郵送かファクスで広聴
広報課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－
１５　6０４２－７５３－７８３１）へ。市ホームページ
の 電子申請 からも申し込めます。
　催しは過去６か月以内、仲間は過去１年以
内に掲載された団体は応募できません。掲載
は抽選（仲間は希望号と次号の２回）。不掲
載の連絡、原稿の返却はしません。

標識や信号が
ない交差点で
は安全確認を
しましょう

春の全国交通安全運動
４月６日～１５日

安全は安全は
心と時間の心と時間の
ゆゆとりからとりから

イベント 

講演・講座 
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税務署前 税務署前 
千
代
田

千
代
田
一
丁
目
丁
目 

千
代
田
一
丁
目 

高校入口 

市民会館前 市民会館前 

市役所前 市役所前 

市役所 市役所 

向陽 
小学校 
向陽 
小学校 

市民会館 市民会館 

総
合
学
習

総
合
学
習
セ
ン
タ
ー 

産
業
会
館

産
業
会
館 

産
業
会
館 

総
合
学
習
セ
ン
タ
ー 

商
工
会
議
所

商
工
会
議
所 

商
工
会
議
所 

ウェルネス 
さがみはら 
ウェルネス 
さがみはら 

ウェルネス 
さがみはら前 
ウェルネス 
さがみはら前 

中央小学校北 中央小学校北 

警察署 

郵便局 

体
育
館 

学院前 学院前 

臨時高校入口 臨時高校入口 

歩
行
者
天
国 

国道16号 国道16号 

西門臨時停留所 
（相模総合補給廠 
　臨時駐車場行） 

西門臨時停留所 
（相模総合補給廠 
　臨時駐車場行） 

西門臨時停留所 
（相模原駅南口臨時停留所行） 
西門臨時停留所 
（相模原駅南口臨時停留所行） 

裁判所前臨時停留所 
（淵野辺公園隣臨時駐車場行） 清新小学校

臨時駐車場 まつり
事務局
まつり
事務局

至町田 至町田 

横浜線 

相模原警察署前 相模原警察署前 

至
八
王
子 

至橋本 

無料巡回バス 無料巡回バス 

各方面のバスが
臨時停車します

至上溝 

中央 
小学校 Ｃ

相模総合補給廠臨時駐車場相模総合補給廠臨時駐車場
しょう しょう 

Ａ

Ｂ

清新 

清新一丁目 

向陽小学校東 

氷川 
神社前 

相模原駅南口臨時停留所 相模原駅南口臨時停留所 

車両出入り口は向陽小学校方面第４ゲートから車両出入り口は向陽小学校方面第４ゲートから）（（ 注意

職業安定所前 職業安定所前 

無料 
巡回バス 
無料 
巡回バス 

相模原駅

２

１

淵野辺公園隣
臨時駐車場
淵野辺公園隣
臨時駐車場

入
口 

市立 
博物館 

由野台中 

JAXA 
相模原 
キャンパス 

テニス 
コート 

無
料
巡
回
バ
ス
停
留
所

淵
野
辺
公
園

入口 

入口 

？
 
総合案内所 

乗降不可 
臨時駐輪場 
臨時駐車場 
車両通行制限区域 
歩行者天国区域 

P

●臨時駐車場（３か所　無料）●

※横山小学校・星が丘小学校は、臨時駐車場ではありませんので
ご注意ください。
※相模総合補給廠は車両検査があるため、入場までに渋滞が予想
されます。また、情勢により、まつり当日に利用できない場合
があります。 
※ペットを臨時駐車場・無料巡回バスへ持ち込む場合は、必ずか
ごに入れてください。 

相模総合補給廠（５００台収容）
６日（土）午前１１時～午後６時３０分 
７日（日）午前８時～午後６時３０分

６日（土）午前８時～午後７時３０分 
７日（日）午前７時３０分～午後７時３０分

６日（土） 
７日（日）

６日（土）午後１時～５時３０分
７日（日）午前１０時～午後５時３０分

交通規制

午前８時～午後７時３０分

指定方向外進入禁止 
車両通行止 
無料巡回バス停留所 
バス停留所 

淵野辺公園隣（６００台収容）

清新小学校（２００台収容）Ｃ

Ａ

Ｂ

※２０分間隔で運行します。
※最終便は①コース＝裁判所前臨時停留所・
②コース＝西門臨時停留所を午後６時１５分
に出発します。

無料巡回バス（２コース） 
◆運行時間◆

淵野辺公園隣
臨時駐車場

裁判所前
臨時停留所

相模原駅南口
臨時停留所

西門臨時停留所

相模総合補給廠臨時駐車場

６日（土）午前１１時～午後６時１５分
７日（日）午前８時～午後６時１５分

〜
 

〜
 
〜
 Ａ

Ｂ

１ コース ２ コース

4月6日●・7日● 土 日 

会場・交通案内図 

市民桜まつり 市民桜まつり 第40回 
○会場周辺には駐車場がありません。電車・バス・無料
　巡回バスを利用してください。 
○両日とも、バスの迂回運行を実施します。

う かい  

　催しの会場や時間など詳しくは、当日、総合案内
所で配布するパンフレットをご覧ください。 
※市ホームページの イベント・講座募集 からもご

覧になれます。
冊子に近い感覚
で閲覧できる電
子ブック版もあ
ります。 

スマートフォンからご覧になる
場合、あらかじめApp Storeか
Google Playから「Acti Book」
というアプリケーションをインス
トールしておく必要があります。 

イベント開催情報やコールセンターに多く
寄せられるお問い合わせなどの情報を発信

市コールセンターFacebookページ「ちょっとおしらせ相模原」
http://www.facebook.com/oshirase.sagamihara

お問い合わせ　市コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

　相模川の堤防にピンクのじゅうたんを敷き詰
めたかのように、芝ざくらが花を咲かせます。
芝ざくらの苗などの販売もあります。
期　間　４月７日（日）～２１日（日）
会　場　相模川新磯河川敷
　　　（新戸～下磯部約１．４㎞）
※河川敷の臨時駐車場の利用には、安全管理協力金として５００円が必要です。

お問い合わせ　市コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

　西門の活性化イベントとして開催される朝市まつり。三崎や小田原など
県内各地の朝市約５０店舗が一堂に集まります。
日　時　４月１４日（日）午前１１時～午後３時　　会　場　西門買物公園道路
※同イベントの一環として、西門夜桜まつりも４月１２日（金）～１４日（日）
に同所で開催します。
お問い合わせ　さがみはら朝市まつり実行委員会　1０４２－７５１－９３１２

相模川芝ざくらまつり相模川芝ざくらまつり

さがみはら朝市まつりｉｎ西門さがみはら朝市まつりｉｎ西門

　市では、ホームページやテレビ、ラジオなど、さまざまな媒体を活用
して市の情報を発信しています。今回は、テレビ広報を紹介します。
テレビ広報「潤水都市 さがみはら」Ｊ：ＣＯＭ（１１ｃｈ）
　イベントやおすすめスポットなど、相模原の「旬」を紹介しています。
放送日時　毎週金曜日午後１時２５分～１時３０分
　　　　　毎週土・日曜日午後８時５５分～９時

「マイ・コミュニティさがみはら」テレビ神奈川（ｔｖｋ）
　情報番組「ありがとッ！」の中で、本市の話題を紹介しています。
放送日時　毎月第１・第３金曜日午後１時４８分ごろから

テレビ神奈川（ｔｖｋ）データ放送
　ひばり放送の内容や防災、イベントなどの情報を提供しています。
①ｔｖｋの画面からリモコンのｄボタンを押す。
② 県内市町村情報 → 相模原市 を選択する。

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

各種メディアで情報発信中！各種メディアで情報発信中！
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別冊　保健・介護予防事業案内 （平成25年） 

主な実施会場
中央区富士見６－１－１ウェルネスさがみはら○ウ
緑区西橋本５－３－２１緑区合同庁舎○緑
緑区橋本６－２－１シティ・プラザはしもと○橋
南区相模大野６－２２－１南保健福祉センター○南
緑区久保沢２－２６－１城山保健福祉センター○城
緑区中野６１３－２津久井保健センター○津
緑区与瀬８９６相模湖総合事務所○湖
緑区小渕２０００藤野総合事務所○藤

●もっと健康になるための教室●
申込内容・対象など会場時　間日にち教室名

○8 

　体力測定と健診結果をもと
に運動プログラムを作成
対象　２０歳以上で生活習慣病

が気になり、運動が必要
な人（６か月以内に受診
した健診結果が必要）

定員　１２人（申込順。初参加優先）
費用　１，０００円

○ウ午後１時１５分
　～４時１５分５月１６日（木）運動

プログラム
作成コース

※受講後、運動習慣定着コースに参加できます。

●子どもとお父さん、お母さんのための教室●
　※母子健康手帳と筆記用具を持参してください。

申込内容・時間・対象など会場日にち教室名

　離乳食の講習、簡単な実習と試食
時間　午後１時～２時１５分、２時４５分～４時
対象　平成２４年１１月～１２月生まれの初めての

子の保護者とその家族
定員　各２０人（申込順。調整あり）
申し込み　電話で市コールセンター（1０４２－

７７０－７７７７）へ

○ウ５月１０日（金）

離乳食教室
（スタート編）

○南５月２０日（月）

○6 

　「子どもにイライラする」「子どもが
かわいく思えない」などと感じているお
母さん同士が語り合い、気持ちを楽にす
る場
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　乳幼児の母親
※保育あり（要予約）

○ウ４月１０日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

●健康診査・検診・検査●
　がん検診（胃・子宮・乳・肺・大腸）・お口の健康診査・肝炎ウイルス検
診を、市内協力医療機関や公共施設などで実施しています。
※費用や日程など詳しくは、本紙５月１日号でお知らせします。
※肝炎ウイルス感染の心配がある人（家族に肝炎ウイルス感染者がいるなど）
は、肝炎ウイルス検査を無料で実施（原則１回）しています。
申し込み・お問い合わせ　電話で市コールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

内容・時間・対象会　場日にち教室名

　保健師、保育士等による
健康・育児相談、身体測定、
親子遊びの紹介など
※△印は、栄養士による栄
養相談もあり
時間　午前１０時～１１時１５分
対象　乳幼児とその保護者
※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　○7 ○8 ○9 

二本松○こ 、陽光台○こ 、
△田名○こ 、向陽○こ ４月１６日（火）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

大野台○こ 、相武台○こ 、
横山○こ ４月１７日（水）

○湖 、大野北○こ 、
相模台○こ 、上鶴間○こ 

４月１８日（木）

大島○こ ４月１９日（金）

富士見○こ 、鶴園中和田○こ ４月２３日（火）

△並木○こ ４月２４日（水）

城山○こ 、麻溝○こ ４月２５日（木）

申し込み・お問い合わせ

1０４２－７６９－８２３３中央保健センター○8 1０４２－７７５－８８１２緑高齢者相談課○1 

1０４２－７０１－７７０８南保健センター○9 1０４２－７６９－８３４９中央高齢者相談課○2 

1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課○１０ 1０４２－７０１－７７０４南高齢者相談課○3 

1０４２－７８０－１４１４津久井保健福祉課○１１ 1０４２－７６９－８２６０疾病対策課○4 

1０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課○１２ 1０４２－７６９－８３２２健康企画課（成人）○5 

1０４２－６８７－５５１５藤野保健福祉課○１３ 1０４２－７６９－８３４５健康企画課（母子）○6 

1０４２－７６９－９８１８精神保健福祉センター○１４ 1０４２－７７５－８８１６緑保健センター○7 

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

（相談員）

　健康や育児の相談
※希望者は直接会場へ（電話
相談も可）
※○津○湖○藤○城は来庁相談のみ
お問い合わせ　○7 ○8 ○9 

○緑
○ウ
○南

午前８時３０分
　～午後５時
（祝日を除く）

月～金曜日

健康相談
電話相談
（保健師）

○津月・木曜日

○湖火曜日

○藤水曜日

○城金曜日

○１４ 

　専門医などが、お酒の量を
減らしたい、家族の飲み方が
心配等の相談に応じます。
対象　アルコールに関する問

題を持つ人とその家族
定員　２人（申込順。調整あり）

け
や
き
会
館

午前１０時
　～正午４月１６日（火）

みんなの
アルコール
相談

○１４ 

　専門医などが相談に応じま
す。
対象　思春期相談　１３～１７歳

のメンタルな問題を抱
える人とその家族等

　　　ひきこもり相談　おおむ
ね４０歳ぐらいまでのひき
こもりの状態にある人と
その家族等

定員　２人（申込順。調整あ
り）

け
や
き
会
館

午後２時
　～４時４月１８日（木）

思春期・
ひきこもり
特定相談

○１４ 

　アルコール・薬物問題を理
解し、その対応を学びます。
対象　市内在住か在勤のアル

コール・薬物問題のあ
る人の家族

定員　１０組（申込順）

○ウ午後２時
　～４時４月２４日（水）アルコール・

薬物家族教室

○１４ 
　ひきこもりについての理解
を深め、対応を学びます。
対象　市内在住か在勤の人

○ウ午後２時
　～４時４月１７日（水）ひきこもり

家族教室

○2 
　専門医による認知症につい
ての相談
定員　各２人（申込順）

○ウ午前１０時
　～正午

５月７日（火）

高齢者
認知症相談

○3 ○南５月９日（木）

○1 ○緑午後１時
　～３時５月１５日（水）

※希望者は直接市薬剤師会会議室へ
お問い合わせ
　市薬剤師会　1０４２－７５６－１５０２

○ウ午後１時３０分
　～３時　　４月１８日（木）くすりの

相談

Ｑ：がん施設検診の受診券が送られてきました。
受診するにはどうすればいいですか。
Ａ：受診を希望する医療機関へ直接予約をして、受診して
ください。
　受診券は国民健康保険に加入している人や過去３年間にがん検診を受診し
た人などへ、４月１日付けで郵送しています。同封の協力医療機関名簿に記
載がある医療機関に予約をしてから受診してください。

お問い合わせ　市コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

市コールセンターに去年よくあった質問だよ

○R
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○R

市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６

相模原市コールセンター
（ちょっとおしえてコール相模原）

午前８時～午後９時　年中無休
※おかけ間違いにご注意ください。

麻しん・風しんの予防接種を受けましょう
各期１回無料で受けられます

対象（原則、保護者同伴）
１歳～２歳未満１期
小学校へ就学する前年度〈幼稚園や保育園の年長に相当する年齢〉
（平成１９年４月２日～２０年４月１日生まれ）

２期

会　場　協力医療機関（要予約）
持ち物　母子健康手帳、体温計、予診票（協力医療機関にもあります）
※予診票は、１期対象者には１歳になる月の前月末ごろ、２期対象者には
５月上旬ごろに送付します。２期対象者で、通知が届く前に接種を希望
する場合は、医療機関にある予診票を使用してください。２期の接種期
間は４月１日～２６年３月３１日です。

※予防接種を受けるときは受診番号が必要です。他の予防接種と共通の番
号です。分からないときはお問い合わせください。

お問い合わせ　疾病対策課　1０４２－７６９－８３４６

相模原北メディカルセンターを開設

高齢者筋力向上トレーニング 緑区Ａコース〈全２４回〉
　機器を使った筋力トレーニングやストレッチなどを行います。
日にち　６月３日～８月２６日の毎週月・金曜日（７月１５日を除く）
時　間　午前１０時～正午　　会　場　未定（橋本周辺地域を予定）
対　象　市内在住の６５歳以上で足腰の衰えを感じている人
定　員　若干名（選考）　　費　用　４，０００円
申し込み　電話で４月３日までに高齢者支援課（1０４２－７６９－９２４９）へ

あなたを待っている人がいる

骨髄バンク休日ドナー登録会
　問診、採血など簡単な手続きがあります。
日にち　４月７日（日）
時　間　午前１０時３０分～１１時３０分、午後１時～３時（１人３０分程度）
会　場　市民桜まつり会場（ウェルネスさがみはら前）

ドナー登録できる人
○骨髄提供の内容を十分に理解している人
○１８～５４歳の健康な人　○体重が男性４５㎏以上、女性４０㎏以上の人

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

４０～７４歳の国民健康保険加入者へ

特定健康診査（メタボ健診）を受けましょう
健診内容　血圧測定や肝臓・腎臓の機能を調べる血液・尿検査など
受診期間　平成２６年３月３１日まで
費　用　１，０００円（７０歳以上の人は無料。非課税世帯は申請により免除あり）
※３月上旬までに国民健康保険に加入していた人には、４月１日付けで受
診券を郵送しています。３月中旬以降に加入した人には、６月以降順次
受診券を郵送します。

お問い合わせ　国民健康保険課　1０４２－７６９－８２３５

２０・３０歳代の国民健康保険加入者へ

健康診査を受けましょう
健診内容　血圧測定や肝臓・腎臓の機能を調べる血液・尿検査など
受診期間　平成２６年３月３１日まで
対　象　昭和４９年４月１日～平成６年４月１日に生まれた、市の国民健康

保険加入者で、国民健康保険税に未納のない世帯の人
費　用　１，０００円
申し込み　電話で国民健康保険課（1０４２－７６９－８２３５）へ
※市ホームページの 電子申請 からも申し込めます。

リンパの流れとヨガ体操〈全１０回〉
　ヨガ体操などを通して体を活性化させます。
日にち　４月１９日～６月２８日の毎週金曜日（５月３日を除く）
時　間　午前１０時～１１時３０分
会　場　新磯ふれあいセンター
対　象　市内在住か在勤の５０歳以上の人＝４０人（申込順）
費　用　３，０００円
申し込み　直接か電話で同センター（1０４６－２５５－１３１１）へ

～４月６日（土）から診療が開始されます～
　市内４か所目のメディカルセンター「相模原北メディカルセンター」の診療が４月６日、
緑区合同庁舎で開始されます。

　休日や夜間に急病になった際は、相模原救急医療情報センターへお問い合
わせの上で、ご利用ください。

※お願い
○急病の診療は応急的なものです。後日かかりつけ医か近隣の医療機関で医師の診療を受
けましょう。
○受診するときは、必ず健康保険証、各種医療証を持参してください（保険証等がない場
合は自費になります）。

【休日や夜間に急病になったとき】
①まず、かかりつけの医師に連絡してください。
②連絡がとれないときは、相模原救急医療情報センターへお問
い合わせください。診療可能な医療機関（メディカルセンタ
ーなど）を案内します（歯科、医療相談を除く）。

相模原救急医療情報センター　1０４２－７５６－９０００

午後５時～翌朝９時平　日

午後１時～翌朝９時土曜日

午前９時～翌朝９時休　日
（日曜日・祝日・年末年始）

緑区合同庁舎
（第１駐車場）
緑区合同庁舎
（第１駐車場）

橋本公園 
至橋本駅 至橋本駅 

橋本駅 
南入口 

相模原 
北署前 
相模原 
北署前 

サン・エール 
さがみはら 
サン・エール 
さがみはら 

橋本 
郵便局 
橋本 
郵便局 

上町 

上町 

国道413号 

国
道
16
号 

上町 

西橋本 
二丁目 
西橋本 
二丁目 

緑区 
合同庁舎前 
緑区 
合同庁舎前 

相相模模原原北北メメデディィカカルルセセンンタターーをを開開設設

お問い合わせ　地域医療課　1０４２－７６９－９２３０

急病などで困ったときは （医科以外）
休日急患歯科診療所　1０４２－７５６－１５０１
　日曜日・祝日・年末年始の昼間
　　午前８時４５分～１１時３０分、午後１時１５分～４時３０分

歯　科

休日当番柔道整復施療所案内　7０１２０－１９－４１９９
　日曜日・祝日・年末年始の昼間　午前９時～午後５時

接　骨

精神科救急医療情報窓口　1０４５－２６１－７０７０
　平日　午後５時～翌朝８時３０分
　土曜日・日曜日・祝日・年末年始
　　　　午前８時３０分～翌朝８時３０分
　　　　（いずれも翌平日朝は８時まで受け付け）
※夜間、休日に急激な精神疾患の発症や病状悪化の際に、必要に応
じて精神科医療機関を紹介します。（神奈川県・横浜市・川崎市・
相模原市共同運営）

精神科

所在地 緑区西橋本５－３－２１
緑区合同庁舎内

※第１駐車場は左折入庫、左折出庫。中央分離
帯があるため、反対車線からは入れません。

愛の献血
会　場時　間日にち

市役所前午前１０時～正午　　　　
午後１時３０分～３時３０分４月２日（火）

市民桜まつり会場
（ウェルネスさがみはら前）

午後１時３０分～４時　　４月６日（土）
午前１０時３０分～午後４時４月７日（日）

対　象　１６～６９歳の健康な人（６５～６９歳の人は、６０～６４歳の間に献血経験
が必要）　※本人確認を行っています。

所要時間　４０分程度　※２００ml献血を行わない場合があります。

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

特定不妊治療費助成事業の助成額が変わります
　これまで助成額の上限は一律１５万円と定めていましたが、平成２５年度分
の助成から、治療内容ＣとＦの助成額の上限が変更になります。
２５年度以降の助成額

助成上限額治療内容

上限１５万円
採卵から新鮮胚移植に至る一連の治療Ａ
採卵から凍結胚移植に至る一連の治療Ｂ

上限７万５千円以前に凍結した胚による胚移植Ｃ

上限１５万円
体調等により移植のめどが立たず治療終了Ｄ
受精できず。または胚の分割停止、変性等による中止Ｅ

上限７万５千円採卵したが卵が得られないか状態のよい卵が得られない
ため中止Ｆ

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－８３４５

相模原北メディカルセンター急病診療所
対　象　１５歳以上の人　　診療科目　内科
診療時間
○土曜日　午後８時～１１時
○日曜日・祝日・年末年始　午前９時～午後１１時
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