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　６月１９日、水泳飛込競技の坂井 丞選手（南区在
住）が加山市長を訪問し、７月２０日からスペイン・
バルセロナで開かれる世界水泳選手権大会出場に
向けた意気込みを報告しました。 
　同大会で、男子３ｍ飛板飛込に出場する坂井選
手は「３回目の出場なので、上位をめざして頑張
ってきます」と大会への決意を語り、加山市長は
「市民の皆さんも期待していますので、自己最高
の演技をしてきてください」と激励しました。 
お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

 今号の主な内容 L I N E U P

坂井 丞選手が世界水泳選手権大会出場への 
意気込みを報告
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市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに…
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小惑星での試料採取 

夢と希望をのせて 

頑張れ 頑張れ 
「はやぶさ２」 「はやぶさ２」 

夢と希望をのせて 

２０１４年（予定）　打ち上げ、小惑星へ出発 ２０１４年（予定）　打ち上げ。小惑星へ出発 

２０１８年（予定）　小惑星「１９９９ＪＵ３」到着 

衝突装置を小惑星に衝突させ人工クレー
ターを作り、内部構造・地下物質の観測、
露出した地下物質の採取を行う 

ＪＡＸＡ相模原キャンパス特別公開

多くの人々に感動と勇気を与え地球に帰還した小惑星探査機「はやぶさ」。ＪＡＸ
Ａ相模原キャンパスは、その開発・管制が行われた“はやぶさの故郷”です。現在は、
来年の打ち上げに向け「はやぶさ２」の開発が進められています。
本市では、ＪＡＸＡの研究施設を縁として４市２町で「銀河連邦」を組織し、２５年
にわたり「宇宙」をテーマにしたさまざまな交流事業を行ってきました。今後も、「は
やぶさ２」をはじめとしたＪＡＸＡの取り組みを応援するとともに、ＪＡＸＡと連携
し、将来を担う子どもたちに夢や希望を与える取り組みを進めていきます。
市立博物館では、今年のＪＡＸＡ相模原キャンパス特別公開に合わせ、「はやぶさ
２」応援企画展を行い、小惑星「イトカワ」の微粒子を世界初公開します。この夏、
「宇宙」を身近に感じ、一緒に「はやぶさ２」を応援しませんか。

提供：池下章裕
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近近近近近近近近近近ロロロロロロロロロロシシシシシシシシシシアアアアアアアアアアにににににににににに落落落落落落落落落落下下下下下下下下下下ししししししししししたたたたたたたたたた近ロシアに落下した隕隕隕隕隕隕隕隕隕隕石石石石石石石石石石 隕  石 ななななななななななどどどどどどどどどどをををををををををを展展展展展展展展展展示示示示示示示示示示ししししししししししままままままままままなどを展示しますすすすすすすすすすす。。。。。。。。。。。片片片片片片片片片片道道道道道道道道道道だだだだだだだだだだけけけけけけけけけけだだだだだだだだだだっっっっっっっっっったたたたたたたたたた宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙探探探探探探探探探探査査査査査査査査査査をををををををををを片道だけだった宇宙探査を、、、、、、、、、、、宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙

いん せき

空空空空空空空空空空間間間間間間間間間間とととととととととと地地地地地地地地地地上上上上上上上上上上ととととととととととのののののののののの往往往往往往往往往往復復復復復復復復復復をををををををををを可可可可可可可可可可能能能能能能能能能能ににににににににににししししししししししたたたたたたたたたた技技技技技技技技技技術術術術術術術術術術やややややややややや、、、、、、、、、、小小小小小小小小小小惑惑惑惑惑惑惑惑惑惑星星星星星星星星星星探探探探探探探探探探査査査査査査査査査査のののののののののの意意意意意意意意意意義義義義義義義義義義をををををををををを紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹介介介介介介介介介介ししししししししししまままままままままますすすすすすすすすす。。。。。。。。。。空間と地上との往復を可能にした技術や、小惑星探査の意義を紹介します。
期期期期期期期期期期 間間間間間間間間間間期　間 ９９９９９９９９９９月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日））））））））））ままままままままままでででででででででで　９月１日（日）まで　　　　時時時時時時時時時時 間間間間間間間間間間時　間 午午午午午午午午午午前前前前前前前前前前９９９９９９９９９９時時時時時時時時時時　午前９時３３３３３３３３３３００００００００００３０分分分分分分分分分分～～～～～～～～～～午午午午午午午午午午後後後後後後後後後後５５５５５５５５５５時時時時時時時時時時分～午後５時
７７７７７７７７７７月月月月月月月月月月・・・・・・・・・・８８８８８８８８８８月月月月月月月月月月のののののののののの休休休休休休休休休休館館館館館館館館館館日日日日日日日日日日７月・８月の休館日 月月月月月月月月月月曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（７７７７７７７７７７月月月月月月月月月月　月曜日（７月１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日・・・・・・・・・・２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１５日・２２日日日日日日日日日日をををををををををを除除除除除除除除除除くくくくくくくくくく日を除く））））））））））、、、、、、、、、、７７７７７７７７７７）、７月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６１６日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（火火火火火火火火火火））））））））））日（火）

希望者は直接会場へ

ＪＡＸＡ相模原キャンパス特別公開
　普段は見ることができない研究施設の公開や、最新の研究内容を分かり
やすく紹介します。会場では銀河連邦物産展なども開催します。
日　時　７月２６日（金）・２７日（土）午前１０時～午後４時３０分
※希望者は直接会場へ。整理券を配布する催しもあります。
※関連イベントとして、宇宙学校スペシャル（詳しくは、４㌻で紹介）や
水ロケット教室（共和小学校、土曜日のみ開催）なども行います。
お問い合わせ　ＪＡＸＡ相模原キャンパス　1０４２－７５９－８００８

記念講演会も実施。詳しくは、４㌻をご覧ください。 
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「「「「「「「「「「「はははははははははははやややややややややややぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶさささささささささささ２２２２２２２２２２２」」」」」」」」」」」応応応応応応応応応応応援援援援援援援援援援援企企企企企企企企企企企画画画画画画画画画画画展展展展展展展展展展展

片道から往復へ～新たな宇宙時代の到来片道から往復へ～新たな宇宙時代の到来市市市市市市市立立立立立立立博博博博博博博物物物物物物物館館館館館館館

お問い合わせ　市コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

小小小小小小小小小小惑惑惑惑惑惑惑惑惑惑星星星星星星星星星星探探探探探探探探探探査査査査査査査査査査機機機機機機機機機機「「「「「「「「「「ははははははははははややややややややややぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶささささささささささ」」」」」」」」」」がががががががががが持持持持持持持持持持ちちちちちちちちちち帰帰帰帰帰帰帰帰帰帰っっっっっっっっっったたたたたたたたたた微微微微微微微微微微粒粒粒粒粒粒粒粒粒粒子子子子子子子子子子をををををををををを光光光光光光光光光光学学学学学学学学学学顕顕顕顕顕顕顕顕顕顕微微微微微微微微微微鏡鏡鏡鏡鏡鏡鏡鏡鏡鏡でででででででででで観観観観観観観観観観覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧すすすすすすすすすするるるるるるるるるるここここここここここととととととととととががががががががががででででででででででききききききききききまままままままままますすすすすすすすすす。。。。。。。。。。　小惑星探査機「はやぶさ」が持ち帰った微粒子を光学顕微鏡で観覧することができます。
期期期期期期期期期期 間間間間間間間間間間期　間 ７７７７７７７７７７月月月月月月月月月月　７月１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７１７日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（水水水水水水水水水水））））））））））～～～～～～～～～～日（水）～２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８２８日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日））））））））））日（日）　
※※※※※※※※※※当当当当当当当当当当日日日日日日日日日日整整整整整整整整整整理理理理理理理理理理券券券券券券券券券券がががががががががが必必必必必必必必必必要要要要要要要要要要※当日整理券が必要。。。。。。。。。。。期期期期期期期期期期間間間間間間間間間間中中中中中中中中中中、、、、、、、、、、特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別展展展展展展展展展展示示示示示示示示示示室室室室室室室室室室内内内内内内内内内内ののののののののののＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶモモモモモモモモモモニニニニニニニニニニタタタタタタタタタターーーーーーーーーーでででででででででではははははははははは随随随随随随随随随随時時時時時時時時時時観観観観観観観観観観覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧可可可可可可可可可可期間中、特別展示室内のＴＶモニターでは随時観覧可

整整整整整整整整整整整理理理理理理理理理理券券券券券券券券券券のののののののののの配配配配配配配配配配布布布布布布布布布布理券の配布 ※※※※※※※※※※時時時時時時時時時時間間間間間間間間間間のののののののののの指指指指指指指指指指定定定定定定定定定定ははははははははははででででででででででききききききききききまままままままままませせせせせせせせせせんんんんんんんんんん。。。。。。。。。。　※時間の指定はできません。
定定定定定定定定定定 員員員員員員員員員員定　員 各各各各各各各各各各　各８８８８８８８８８８４４４４４４４４４４００００００００００８４０人人人人人人人人人人〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈先先先先先先先先先先着着着着着着着着着着順順順順順順順順順順、、、、、、、、、、人〈先着順、整整整整整整整整整整理理理理理理理理理理券券券券券券券券券券はははははははははは当当当当当当当当当当日日日日日日日日日日午午午午午午午午午午前前前前前前前前前前９９９９９９９９９９時時時時時時時時時時整理券は当日午前９時３３３３３３３３３３００００００００００分分分分分分分分分分３０分かかかかかかかかかからららららららららら配配配配配配配配配配布布布布布布布布布布（（（（（（（（（（１１１１１１１１１１人人人人人人人人人人４４４４４４４４４４枚枚枚枚枚枚枚枚枚枚ままままままままままでででででででででで））））））））））から配布（１人４枚まで）〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
※※※※※※※※※※※２２２２２２２２２２００００００００００２０日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（土土土土土土土土土土））））））））））～～～～～～～～～～日（土）～２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３２３日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（火火火火火火火火火火））））））））））、、、、、、、、、、日（火）、２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６２６日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（金金金金金金金金金金））））））））））～～～～～～～～～～日（金）～２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８２８日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日））））））））））はははははははははは、、、、、、、、、、事事事事事事事事事事前前前前前前前前前前申申申申申申申申申申しししししししししし込込込込込込込込込込みみみみみみみみみみのののののののののの残残残残残残残残残残数数数数数数数数数数をををををををををを配配配配配配配配配配布布布布布布布布布布ししししししししししまままままままままますすすすすすすすすす。。。。。。。。。。日（日）は、事前申し込みの残数を配布します。

小惑星「イトカワ」の微粒子を世界初公開 小惑星「イトカワ」の微粒子を世界初公開 
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　「アリオ橋本・橋本駅南口～相模川自然の村」間を運行しているコミュ
ニティバス「せせらぎ号」。沿線には、キャンプ場やプールなどの公共施
設が多くあり、利用者が増える８月に試験的に増便します。
　また、土・日曜日や夏休み期間などには、
小学生以下を対象に「１乗車 現金５０円」のキ
ャンペーンも実施していますので、お出掛け
の際にはぜひご利用ください。
期　間　８月３日～３１日の毎週土・日曜日
増便時間　相模川自然の村発→橋本駅南口行
　　　午後６時４５分・７時３５分
※詳しくは、市ホームページの　市政情報　→
　交通　→　バス　をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　交通政策課　1０４２－７６９－８２４９

ココミミュュニニテティィババスス「「せせせせららぎぎ号号」」がが
８８月月のの土土・・日日曜曜日日にに増増便便

ご利用ご利用
くださいください

　システムの更新作業に伴い、サービスの一部を停止します。

期　間停止するサービス

７月２６日（金）～３０日（火）
電子証明書の有効性確認、オンライン失効申請
（利用者クライアントソフト、オンライン窓口
とも）

７月２９日（月）・３０日（火）窓口での電子証明書の発行・失効

公公的的個個人人認認証証ササーービビススのの一一部部停停止止

※停止期間中も、窓口での住民基本台帳カード（ＩＣカード）のパスワー
ドの変更・初期化、ロックの解除、鍵ペア・電子証明書の消去やＩＣカ
ード診断の各手続きは利用できます。また、ｅ－Ｔａｘ等の電子申請も
通常通り利用できます。

お問い合わせ　緑区役所区民課　　1０４２－７７５－８８０３
　　　　　　　中央区役所区民課　1０４２－７６９－８２２７
　　　　　　　南区役所区民課　　1０４２－７４９－２１３１

今回の選挙から変わります
○インターネットを使った選挙運動ができる
ようになりました。ただし、これまでと同
様、未成年者等は選挙運動をすることがで
きません。
○成年被後見人の選挙権が回復され、今回の選挙から投票できるようにな
りました。

※詳しくは、７月４日発行の「選挙のお知らせ」か、市ホームページの 市
政情報 → 選挙 をご覧ください。

お問い合わせ　市選挙管理委員会事務局　1０４２－７６９－８２９０

　第２３回参議院議員通常選挙を行います。国民の代表を決める大事な選挙
です。あなたの一票を大切にしましょう。

投 票 日　７月２１日（日）
投票時間　午前７時～午後８時

アップくん
（市選挙啓発キャラクター）

７月７月2121日日（（日）日） 参参議議院院議議員員通通常常選選挙挙

　市では、長寿を祝うとともに多年にわたり社会に貢献されたことに感謝
し、その労をねぎらうため、祝金を贈呈しています。
　贈呈する年齢は、これまで、７７・８０・８８・９０・９５・９９歳、１００歳以上の７
段階でしたが、平均寿命の延びなどの社会状況の変化、急速な高齢化の進
行に対応する施策の推進などの理由により、今年度から８８・１００歳の２段階
とする見直しを行いました。
　支給は従来どおり、９月に民生委員が訪問し、直接お届けします。
※７７歳・１０１歳以上の人には、祝金にかわり市からお祝いのメッセージを送
ります。

お問い合わせ　高齢者支援課　1０４２－７６９－９２３１

敬敬老老祝祝金金をを見見直直ししままししたた

　リニア中央新幹線計画への理解を深めてもらうため、ＪＲ東海が環境影
響評価の調査の 進 

しん

 捗 状況や同計画などについて説明します。
ちょく

日　時　７月３０日（火）午後７時～８時３０分
会　場　町田市民ホール（町田市森野）
定　員　５００人（申込順）
申し込み　ＪＲ東海ホームページ（http://jr-central.co.jp/）から７月２４

日午後５時までに申し込んでください。
お問い合わせ　ＪＲ東海環境保全事務所（東京）　1０３－５４６２－２７８１

リリニニアア中中央央新新幹幹線線計計画画にに関関すするる説説明明会会

笑顔がいっぱい！笑顔がいっぱい！

子子どどももたたちちのの楽楽ししいい遊遊びび場場
　市では、遊びを通じて子どもたちの健康を増進し、豊かな情緒を育むこ
とを目的に児童厚生施設を設置しています。子どもたちが誰でも遊べる施
設です。さまざまなイベントもありますので、夏休み期間中も気軽に利用
してください。
○こどもセンター
　遊戯室、幼児室、図書室、児童クラブ室など
があり、幼児でも安心して遊べます。月１回乳
幼児の育児相談や、親子遊びを紹介する「ふれ
あい親子サロン」などを開催しています。
開館時間　午前９時～午後５時
休館日　１２月２９日～１月３日、偶数月の第３日

曜日ほか
○児童館
　遊戯室、図書室、集会室などがあり、児童と
保護者、高齢者等、世代間の交流を深めるため
のイベントなどを行っています。
開館時間　月～金曜日＝午後１時～５時
　　　　　土・日曜日、祝日、夏休み期間等 

＝午前９時～午後５時
休館日　１２月２９日～１月３日ほか
※建て替え工事に伴い、あさひ・こばと児童館
は８月１日から、谷口児童館は９月１日から一時閉館します。

○児童遊園
　ブランコ、すべり台などの遊具、砂場などがあります。
※各施設の所在地など詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 子育
て → 子どもの遊び場 をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　こども施設課　1０４２－７６９－９２２７

橋本こどもセンターでの
イベント

リニューアルオープンした
宮上児童館

　児童・生徒が、より安全で快適な学校生活が過ごせるように、夏休み期
間を中心に小・中学校の校舎や体育館、トイレなどを改修します。体育館
など一部の施設の利用に当たりご不便をお掛けしますが、ご協力をお願い
します。

安全で快適な学校生活のために  安全で快適な学校生活のために

夏夏休休みみ期期間間をを中中心心にに学学校校施施設設をを改改修修ししまますす

お問い合わせ　学校施設課　1０４２－７６９－８２８１

　市議会６月定例会が５月３０日～６月２８日に開かれました。
　この定例会では、平成２５年度相模原市一般会計補正予算（下表のとおり）
や条例など１１議案が審議され、可決・同意されました。
　主な審議内容や結果などは、８月１日発行の「さがみはら市議会だより」
をご覧ください。

平成２５年度６月補正予算の概要　　　　　　　　　※１万円未満切り捨て
一般会計　総額　１億３，０００万円

２，４４５億２，６００万円補正前

１億３，０００万円補正

２，４４６億５，６００万円補正後

歳出

１億３，０００万円道路維持管理経費

歳入

６，９８５万円国庫支出金

８７５万円繰越金

５，１４０万円市債

市市議議会会６６月月定定例例会会 ～～１１１１議議案を可決・同意～案を可決・同意～

相原小・大島小・大野台中
央小・串川小・向陽小・中
野小学校

校舎の改修

大島小・大野台中央小・上
溝南小・くぬぎ台小・田名
北小・鶴園小・二本松小・
宮上小・陽光台小学校、
弥栄中学校

体育館の改修

大野台小・上溝小・千木良
小・橋本小・星が丘小学校、
内郷中・上鶴間中・共和中・
中沢中・中野中学校

トイレの改修
改修した麻溝小学校
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安安全全にに安安心心ししてて暮暮ららせせるるままちちづづくくりりののたためめにに

　納期限を過ぎ、税金を滞納すると、延滞金が発生します。ま
た、きちんと納税している人との税負担の公平性を保つため、
滞納を放置している人には、法律に基づき、財産の調査や自宅、
会社の捜索を行い、その財産を差し押さえるなどの滞納処分を
行うことがあります。これは国・県・市いずれも同じ法律に基
づいて、同様に行われます。

　市では、市税や料金等を期限内に納付していただくために、納付方
法の拡充などに取り組んでいます。また、納期限を過ぎても納付され
ない市税や料金等を納付していただくよう、さまざまな措置を講じて

います。
　住みよい社会の実現のためには、税金や料金等の収入が必要不可欠
です。税金や料金等の期限内納付にぜひご協力をお願いします。

１７ 

４３ 

０ 

３０ 

４０ 

５０ 

６０ 

７０ 

平成２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 

億円 
累積滞納額の推移（市税） 

年度 

現年分 滞納繰越分 

１９.５ 

１８.８ 
２１ 

３４.２ 
４２.７ 

１７.６ 

４４.６ ３８.３ 

財産があるにも関わらず財産があるにも関わらず
納税しない場合納税しない場合にはには

お問い合わせ
債権対策課　1０４２－７６９－８３０１税金や料金等の期限内納付にご協力を税金や料金等の期限内納付にご協力を税金や料金等の期限内納付にご協力を

　２４年度に本市が課税した市税のうち、納付されなかった金額は全体の１．６％、約１７億円です。皆さんのご
協力により、前年度よりも現年分、滞納繰越分ともに未納額を減らすことができました。しかし、市税以
外の料金等を含めた市全体の未納額は増加傾向にあります。そのため、市では今年度、さらなる総合的な
未納額削減の取り組みを推進するため、債権対策課を設置しました。
　負担の公平性の確保と、債権管理の適正化のため、引き続き皆さんのご理解とご協力をお願いします。

平成２４年度の市税未納額は約１７億円平成２４年度の市税未納額は約１７億円

私たちの税金は住みよい社会づくりのために使われています私たちの税金は住みよい社会づくりのために使われています
　税金は、住みよい社会づくりのため、さまざまな事業に使われています。

納税通知書の発送 
納期限までに納付しないと

督促・催告
　納期限を過ぎても一定の期間、納付がない場合、督促
状を発送します。督促状を発送しても、なお納付がない
場合は催告書を発送します。
※納期限を過ぎると延滞金（年１４．６％）が発生します。

滞納処分（財産の差し押さえ）
　督促・催告によっても納付せず、財産があるにも関わ
らず納税を放置している人には、法律に基づき滞納処分
としての財産（不動産、自動車、給与、預貯金、生命保
険、動産など）の差し押さえを実施します。

公売（財産の売却・取り立て）
　差し押さえ後も滞納が解消されない場合は、差し押さ
えた財産をインターネット公売などにより売却し、市税
に充てます。

例えば…

など公園の管理災害・救急対策学校教育

※やむを得ない理由により、猶予期間内に納付できない場合は、猶予期間の延長を申
請することができます。

※納税・徴収の猶予を受けるには、原則として担保の提供が必要です。またいくつか
の要件を満たす必要があります。詳しくは、相談してください。

税金・料金は便利な口座振替で
　税金や料金の納付には口座振替が大変便利です。口座振替の手続きや、対象となる
税・料金等について詳しくは、左の表中のお問い合わせ先にお問い合わせください。

その他の便利な納付方法（市税、国民健康保険税）
　納付方法は、納付書による金融機関（郵便局を含む）での窓口納付
の他に、コンビニエンスストアでの納付、ＡＴＭやインターネットバ
ンキング等を利用したペイジーでの納付、インターネットを利用した
クレジットカードでの納付があります。詳しくは、市ホームページの
　暮らしの情報　→　税金　をご覧になるか、お問い合わせください。

納税・納付相談を実施しています
　電話や窓口での納税・納付相談を随時受け付けています。けがや病気・やむを得な
い事情により納税が難しい場合には、納期の延長や納税・徴収の猶予などもできます
ので、相談してください。

災害や病気などによって税金や料金を納期ごとに納付できない場合には
　次のような理由で納期ごとに納付できない場合は、申請に基づいて、１年以内に限
り納税・徴収の猶予を受けることができます。
※猶予の許可がされると猶予期間中の延滞税・延滞金は全部または一部が免除されます。

○財産が災害や盗難に遭った　○納税者や家族などが病気に掛かったり負傷したり
した　○事業を廃止・休止した　○事業について著しい損失を受けた　○法定申告
期限から１年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が確定
した

外車 絵画（ピカソの
リトグラフ）

インターネット公売の実績（２４年度）

バイク

　市税や市の料金のほかに、国や県がそれぞれ取り扱っているも
のがあります。主に、次のようなものがあります。

お問い合わせ先対象税・料金等　

相模原税務署　1０４２－７５６－８２１１
所得税、源泉所得税、相続
税、贈与税、法人税、消費
税、印紙税、酒税　など

国
税

相模原県税事務所
1０４２－７４５－１１１１

自動車税、不動産取得税、
個人事業税、法人県民税、
法人事業税、地方法人特別
税　など

県
税

納税課
1０４２－７６９－８３００（中央区）
緑市税事務所
1０４２－７７５－８８０８（緑区）
南市税事務所
1０４２－７４９－２１６３（南区）

個人市・県民税（住民税）、
法人市民税、固定資産税・
都市計画税、軽自動車税、
事業所税　など

市
税

国民健康保険課　1０４２－７６９－８２３４国民健康保険税

市
の
料
金
等

介護保険課　1０４２－７６９－８３２１介護保険料

保育課　1０４２－７６９－８３４１保育料

住宅課　1０４２－７６９－８２５６住宅使用料

下水道経営課　1０４２－７６９－８３７６
公共下水道事業受益者負担
金・分担金、公共下水道使
用料　など

※市では、国税・県税の納付や相談を受けられません。それぞれ、
税務署・県税事務所へお問い合わせください。

税金・料金について税金・料金について

滞納整理の流れ（市税の場合）

不動産公売を実施します
　市税の滞納分として差し押さえた不動産を公売します。
入札日時　８月２２日（木）午後１時３０分～２時　　入札会場　産業会館
公売財産　土地２件、土地付き建物４件、マンション２件
※入札を希望する人は、事前にお問い合わせください。
※公売は中止になる場合があります。
※公売財産について詳しくは、市ホームページの　暮らしの情報　→　税金　→　差押財産の
公売　をご覧になるか、お問い合わせください ｡　

お問い合わせ　債権対策課　1０４２－７６９－８３０１

　市税以外の料金等についても、督促・催告を行っても納付がない人には、料金を担当
している課などから滞納処分等を行う場合があります。

財産があるにも関わらず財産があるにも関わらず料金等を料金等を納付し納付しない場合ない場合にはには

　督促・催告を行っても納付がない人には、税金や料金等を担当している課などから債
権の移管を受けた後、債権対策課が滞納処分や訴訟の提起等を行うことがあります。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。
　けがや病気など、やむを得ない事情がある場合には、早めに相談してください。

債権を移管することがあります債権を移管することがあります

相談は債権対策課へ　市税の滞納について　　　1０４２－７６９－８３０１
　　　　　　　　　　市税以外の滞納について　1０４２－７０７－７０４８
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夏は大自然が学び舎！
や

ＪＡＸＡ相模原キャンパス特別公開関連イベント

宇宙学校スペシャル
　ＪＡＸＡの研究員がそれぞれの研究内容を分かりやすく解説し、子ども
たちなどから寄せられる質問に答えます。
日にち　７月２６日（金）・２７日（土）
時　間　午前１０時３０分（２６日のみ）、午後１時３０分・２時５０分（各回５０分）
定　員　各２００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

さあ出発！ 夏の感動体験へ さあ出発！ 夏の感動体験へ さあ出発！ 夏の感動体験へ さあ出発！ 夏の感動体験へ ワワワワワワワワワクククククククククワワワワワワワワワククククククククク
ドドドドドドドドドキキキキキキキキキドドドドドドドドドキキキキキキキキキ

宙と知のテーマパーク 博物館
そら

相模湖自然体験教室
　石老山ハイキング、まき拾いと火おこし、地
元食材を使ったダッチオーブンクッキングなど
を体験します。
日にち　８月２４日（土）
時　間　午前９時～午後４時３０分
会　場　相模湖休養村キャンプ場（緑区寸沢嵐

３５７４）ほか
定　員　３０人（抽選）　　費　用　１，０００円

申し込み　はがきかファクスに全員の住所・氏名・年齢・電話番号、「相
模湖自然体験教室」と書いて、７月２５日（必着）までに相模湖経済
観光課（〒２５２－５１６２　緑区与瀬８９６　1０４２－６８４－３２４０　6０４２－
６８４－３６１８）へ

八瀬川探検と魚観察
　旧石器ハテナ館の近くを流れる八瀬川で、川
歩きや魚の観察を行います。
日　時　７月２８日（日）午前１０時～正午
会　場　旧石器ハテナ館周辺
※雨天時は館内で魚観察
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

ニローネ Ｂ  Ｂ まつり
ブルー ベリー

　ブルーベリーの摘み取りやジャム作りの体験
をします。特産品や地元野菜の販売もあります。
日　時　８月３日（土）午前９時～午後３時
会　場　オギノパン駐車場（緑区長竹２８４１）ほか
費　用　○摘み取り体験（１時間） 

　５００円（小学生以下の人２００円） 
○ジャム作り体験（１瓶）　２００円（１家族２瓶まで）

※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　津久井経済観光課　1０４２－７８０－１４０５

勝坂を学ぼう

勝坂の自然で楽しむネイチャーゲーム
　豊かな自然と触れ合いながら、さまざまな
ゲームを楽しみます。
日にち　８月１１日（日）
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
会　場　史跡勝坂遺跡公園
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で７月１６日から文化財保護課

（1０４２－７６９－８３７１）へ

小・中学生のための生物学教室
　生き物や植物の実験・観察などを行います。
日にち　８月２８日（水）
時　間　午前１０時～午後３時
対　象　小学校４年生～中学生
定　員　２０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚２人まで）に全員の

氏名（代表者に○）・学年、代表者の住所・
電話番号、「生物学教室」と書いて７月３１
日（必着）までに市立博物館へ

植物学教室　花の観察と植物画〈全２回〉
　植物を観察し、その美しさを正確にスケッチする技法を学びます。
日　時　９月７日（土）・８日（日）午前１０時～午後４時
対　象　１５歳以上の人＝２０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚１人）に住所、氏名、年齢、電話番号、「植

物学教室」と書いて７月３１日（必着）までに市立博物館へ

さがみはら宇宙の日　「はやぶさ２」応援企画展

記念講演会「やっぱり小惑星はおもしろい!」
　最初に小惑星が発見されたのは、今から２００年以上も前のことです。今
回の記念講演会では、２００年にわたる小惑星研究のさまざまなストーリー
をまとめて紹介します。
日　時　７月２８日（日）午後２時～４時
講　師　布施哲治さん（情報通信研究機構主任研究員）
定　員　２００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

夏休み親子天文教室　手作り天体望遠鏡
　親子で天体望遠鏡工作キットを組み立てて、天体を観望します ｡
日　時　８月１３日（火）午後３時３０分～８時
対　象　小学校４～６年生とその保護者＝３５組（１組３人まで。申込順）
費　用　２，４００円（教材費・１キット）
申し込み　７月２０日～３１日（売り切れ次第終了）に市立博物館で工作キッ

トを購入し、添付の申込書を同館へ

夏休み子ども学習相談
　夏休みの自由課題・研究などについて、学芸員や学習指導員がアドバイ
スします。
期　間　７月２０日（土）～９月１日（日）　　時　間　午前９時３０分～午後５時
対　象　小・中学生　※希望者は直接会場へ

民俗講演会　柳田國男と内郷村調査
　大正７年に、当時の内郷村（現在の緑区寸沢嵐・若柳地区）で、柳田國
男を中心とした「郷土会」によって行われた調査の内容や意義についてお話
しします。
日　時　８月４日（日）午後２時～４時
講　師　小川直之さん（國學院大學教授）
定　員　２００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

プラネタリウム・全天周映画

夏休み期間特別上映
　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
緒にお日さまの色を学べる「こどもプラネタリウム」や、全天周映画など
を、県内最大級の直径２３ｍのドームスクリーンで楽しみます。
期　間　７月２０日（土）～９月１日（日）

内　容時　間

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？午前１１時

全天周映画　HAYABUSA BACK TO THE EARTH午後１時３０分

プラネタリウム
はやぶさ２の挑戦～新たなる小惑星探査へ～午後２時４０分

全天周映画　ETERNAL RETURN－いのちを継ぐもの－午後３時５０分

観覧料　５００円（４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円）

市立博物館　1０４２－７５０－８０３０
〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５　開館時間　午前９時３０分～午後５時
７月、８月の休館日　月曜日（７月１５日・２２日を除く）、７月１６日（火）
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ブックトーク

本からわかる自然のカタチ
　「自然」をテーマに、自然観察のポイントや本が出来上がるまでの
お話、生き物に関する本の紹介をします。
日　時　８月６日（火）午後２時～４時３０分
会　場　相模大野図書館
対　象　小学校３～６年生＝３０人（申込順）　※保護者の見学可
申し込み　電話か、相模大野図書館にある申込書を同館（1０４２－７４９

－２２４４）へ

ここのの夏夏、、相相模模原原でではは、、大大人人もも子子どどもももも楽楽ししくく学学んんでで、、楽楽ししくく遊遊べべるるイイベベンントトががめめじじろろ押押ししでですす。。

図書館で新たな発見！

夏の大きなおはなし会
　人形劇「おおきなかぶ」や、大型絵本を
使った読み聞かせを行います。
日にち　７月１７日（水）
会　場　相武台分館
時　間　○午前１０時３０分
　　　　　＝２・３歳児とその保護者向け
　　　　○午後３時３０分
　　　　　＝４歳児～小学生向け　※保護者の同伴可
定　員　各５０人（先着順）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　相武台分館　1０４６－２５５－３３１５

子ども読書スタンプラリー
　図書館がおすすめする本を読んで、本や図書館に関するクイズに挑戦します。
８問以上正解した人には、記念品（ホイッスル付き防犯用反射ストラップ）を
プレゼントします。
期　間　７月２０日（土）～９月１日（日）　　時　間　午前９時３０分～午後５時
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）、相模大野図書館、橋本図書館、 

　相武台分館
対　象　４歳～小学生＝各館３００人（申込順）　　申し込み　直接、各館へ

お問い合わせ
市立図書館　1０４２－７５４－３６０４　　相模大野図書館　1０４２－７４９－２２４４
橋本図書館　1０４２－７７０－６６００　　相武台分館　　　1０４６－２５５－３３１５

夏休み宿題応援！ネットと本で調べ学習体験講座

調べるっておもしろい
　テーマの見つけ方から上手なまとめ方まで、調べ
学習をするためのポイントを学び、実際に作品を作
ります。
日　時　８月１１日（日）午後１時～４時
会　場　橋本図書館
対　象　小学生＝１０人（申込順）
申し込み　直接か電話で、８月４日までに橋本図書

館（1０４２－７７０－６６００）へ

夏休み子ども消費者教室
　楽しみながら、賢い消費者になるための知識
を身に付けます。
日にち
○８月７日（水）
　「てんびんばかりを作ろう」
○８月８日（木）
　「おつかいすごろくでかしこくお金を使おう」

時　間　午前１０時～１１時３０分
会　場　大野南公民館
対　象　市内在住か在学の小学校４～６年生＝各２０人（申込順）
※保護者の同伴可
申し込み　電話で７月１６日から生活安全課（1０４２－７６９－８２２９）へ

申込期限会　場日にち

７月２２日シルバー人材センター
緑・南事務所７月２９日（月）～３１日（水）

７月２４日
同センター中央事務所

７月３１日（水）～８月２日（金）

７月３１日８月７日（水）～９日（金）

８月１３日同センター中央・南事務所８月２０日（火）～２２日（木）

８月１９日同センター南事務所８月２６日（月）～２８日（水）

時　間　午前９時３０分～１１時３０分　　費　用　各３，０００円
対　象　小学校４～６年生＝各８人（申込順）
申し込み　電話で７月１６日から各申込期限までに希望する会場へ

お問い合わせ

1０４２－７８３－１３１３緑事務所

シルバー人材センター 1０４２－７５４－１１７７中央事務所

1０４２－７４５－２１５８南事務所

シルバー人材センターの

おさらい教室〈全３回〉
　教員経験のある同センター会員が、豊か
な経験と能力を生かし、国語と算数の授業
のおさらいや、夏休みの宿題をサポートし
ます。 フォトシティさがみはら　親子写真教室

　写真家の大西みつぐさんが、デジタルカメラ
を使った写真撮影を分かりやすく指導します。
優秀作品には賞品をプレゼントします。
日　時　８月３１日（土）午前１０時～午後３時
会　場　鹿沼公園
対　象　小・中学生とその保護者
定　員　３０人（申込順）
※参加者全員にデジタルカメラを貸し出します。
申し込み　電話で７月１６日～８月１６日にフォトシティさがみはら実行委員

会事務局（文化振興課内　1０４２－７６９－８２０２）へ

夏休み交通安全教室
　自転車シミュレーターを使って、自転車の正
しい乗り方を指導します。
日にち　８月１日～３０日の毎週火～金曜日
時　間　午前１０時～１１時３０分、
　　　　午後１時３０分～４時
会　場　児童交通公園（鹿沼公園内）
対　象　小学生　※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

相模原ごみ ＤＥ  ７  １ 大作戦
で な い

夏休み親子リサイクル教室　

牛乳パックではがきを作ろう
　牛乳パックを使ってはがきを作ります。ごみ
収集車の乗車体験もできます。
日　時　７月３１日（水）午後１時～４時
会　場　橋本台リサイクルスクエア
対　象　小学生以上の親子
定　員　１５組（申込順）
申し込み　電話で７月１６日から資源循環推進課

（1０４２－７６９－８３３４）へ

ごみ・資源の出し方講座と南清掃工場の見学
　ごみ・資源集積場所に出したごみや資源がどのように処理されていくの
かを学びます。
日　時　８月１日（木）午前１０時～正午　　会　場　南清掃工場
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で麻溝台環境事業所（1０４２－７４７－１２４１）へ

みんなで学ぼう、体験しよう
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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。
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相模湖 

進入禁止進入禁止  進入禁止 

相模湖駅 
国道国道
2020
号号  

国道
20
号 

小学校小学校  小学校 

上田名 
バス停 

＝駐車場（有料） ＝駐輪場 ＝バイク駐車場 
＝車両進入禁止午後6時30分～9時（予定） 

※バスは午後４時ごろから上田名バス停で折り返し運転となります。 

P
 

田名八幡宮 

相模川 
ふれあい科学館 
田名八幡宮 

相模川 
ふれあい科学館 

至大島 
田名小学校 

ひの坂 

ひの坂 

上田名 
バス停 
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橋
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橋 
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橋 
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橋 

至
昭
和
橋 協賛者席 

至小倉橋 

危険区域 危険区域 
観客席 観客席 

P

相模原納涼花火大会 

東林間サマーわぁ！ニバル 
がんばろう日本 
上溝夏祭り 

橋本七夕まつり 

会場：県立相模湖公園 
会場：上溝商店街通り　ほか 

会場：小倉橋下 

時　間　午後７時～８時１５分 
※荒天・相模川増水時は２５日
（日）に順延。２５日も開催
できない場合は中止 
※大会当日、エフエムさがみ
（８３．９ＭＨｚ）で交通情報・
実況中継を放送します。 
※花火大会臨時駐車場は有料
です。（駐車場利用協力金
１台１，０００円） 

　テレホンサービス（有料） 
1０１８０－９９１－２３３ 
（大会前日と当日のみ） 

時　間　２７日＝午後６時～９時 
　　　　２８日＝午後２時３０分～９時３０分 
※御輿は２８日午後５時ごろから出ます。 
※駐車場はありませんので公共の交通機
関をご利用ください。 

会場：橋本七夕通り　ほか 

時　間　午後２時～９時 
　　　（１１日は午後８時３０分まで） 
※雨天時、屋外イベントは中止 

時　間　３日＝午後６時～９時
４日＝午後５時２０分 

　　　　　　　～９時 
※荒天時は中止。順延はなし 

時　間　打ち上げ 
　　　　午後７時３０分～９時 
※荒天時は２日（金）に順延 
※駐車場は有料です。詳しくは
お問い合わせください。 

時　間　午後６時３０分～８時３０分 
※灯ろうは小倉橋灯ろう流し実行委員会
（1０４２－７８３－８０６５）や協力店で販売
します。（前売り１，２００円、当日１，５００円） 

お問い合わせ　市コールセンター　1０４２－７７０－７７７７ 

雨の日の開催の有無については市コールセンターに
聞いてね。Ｆａｃｅｂｏｏｋでもお知らせするよ。 

　かながわの景勝５０選、かながわの橋１００選、相模川八景に選ばれている小倉
橋をライトアップします。 
期　間　７月２２日（月）～８月３１日（土）　　時　間　午後７時～１０時 
※フォトコンテストも実施。作品募集については８㌻をご覧ください。 

お問い合わせ　城山商工会　1０４２－７８２－３３３８ 
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さがみ湖湖上祭花火大会 

小倉橋灯ろう流し 

小倉橋ライトアップ 小倉橋ライトアップ 

ばや し 

み こし 

真夏の 特集 
お問い合わせ　市コールセンター　1０４２－７７０－７７７７ 

さがみはら 

雨天時の開催情報はここでチェック 雨天時の開催情報はここでチェック 

問
 

会場：東林間駅前大通り
（シャンテ大通り）ほか 
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ごごごごごごごごごごごごご存存存存存存存存存存存存存じじじじじじじじじじじじじででででででででででででですすすすすすすすすすすすすかかかかかかかかかかかかか、、、、、、、、、、、、、市市市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民民民活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動
　市民活動は、より良い地域社会をつくるために市民の皆さんが自発
的、自主的に行う活動で、福祉、環境、教育などさまざまな公共の課
題の解決をめざして取り組むものです。
　皆さんも市民活動団体の活動への参加や寄附などの支援を通じて、
市民活動を活性化し、住みよい相模原にしていきませんか。

※詳しくは市ホームページの 市政情報 → 市政への参加・連携 をご覧になるか、
お問い合わせください。

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－８２２６

　さがみはら市民活動サポートセンターでは、市民活動団体が行っているさま
ざまな市民活動に関する情報を収集し、情報紙「さぽせんナウ」や同センター
ホームページなどで紹介しています。
　活動に参加したい人や、活動を支援したい場合は、同センター（1０４２－７５５
－５７９０）へお問い合わせください。

市民活動の情報はここでチェック！市市民民活活動動のの情情報報ははここここででチチェェッックク！！

ＮＰＯ法人の市民活動を応援しよう！ＮＰＯ法人の市民活動を応援しよう！
　特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）とは、法律に基づき法人格を取得し、営利を
目的とせず活動している団体です。市には福祉や子育てなどさまざまな分野で活躍
しているＮＰＯ法人があり、私たちの豊かな地域づくりのために活動しています。

＊指定・認定ＮＰＯ法人とは…
　ＮＰＯ法人のうち、運営が健全で、より公益性の高い活動をしているものとして、
市が指定または認定をした法人のことです。

＊寄附を通して気軽に支援しよう
　指定ＮＰＯ法人や認定ＮＰＯ法人に市民の皆さんが寄附をした場合、寄附をした
翌年に申告をすることで税制上の優遇措置（税額控除）が受けられます。今回新た
に市が２法人を指定、１法人を認定しました。寄附による税制優遇が受けられる法
人はほかに６法人あります。

──── 新たに指定・認定されました ────
【指定】ＮＰＯ法人　シニアネット相模原
　　シニア向けのパソコン教室を行い、生きがいづくり
や仲間づくりの支援などをしています。
【指定】ＮＰＯ法人　湘北福祉会やまのべ

　　障害者の悩み相談や就労
支援を行い、障害者の自立
支援や社会参加の手伝いをしています。
【認定】ＮＰＯ法人　相模原ボランティア協会
　　障害者や高齢者が円滑に日常生活を送ることができ
るような援助活動などをしています。

　市では、市民活動団体の事業を支援するため、次のような制度を設けています。

応援します！市民活動応応援援ししまますす！！市市民民活活動動

協働事業提案制度

　市民の皆さんが抱える公共的な
課題の解決をめざし、市民活動団
体と市が協働で事業を実施するた
めの仕組みです。

市民ファンド「ゆめの芽」

　市内で活動する市民活動団体
が市民を対象とした公益的な事
業を実施する際の活動費を助成
するファンドです。
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ポスター・標語・作文・写真 
募集します 

心で感じたことを表現しよう！ 心で感じたことを表現しよう！ 心で感じたことを表現しよう！ 
応募先・お問い合わせ応募期限対　象テーマ・規格内　容

生活安全課　1０４２－７６９－８２２９
Ｅメール　seikatsuanzen@city.saga 

mihara.kanagawa.jp
９月５日

市内在住か在学の
小・中学生

「交通」か「防犯」
標語＝はがき（同規格の用紙可）、ポスター＝四つ切り画用紙
※１人各１点まで

安全・安心
　まちづくり
標語・ポスター

①

資源循環推進課　1０４２－７６９－８３３４
Ｅメール　shigenjunkan@city.sagami 

hara.kanagawa.jp
９月６日

「ポイ捨て禁止」「リサイクル」「きれいなまちづくりの日（まちの
美化・清掃活動をイメージしたもの）」
標語＝はがき（同規格の用紙可）、ポスター＝四つ切り画用紙
※１人各２点まで

美化標語・
　　　ポスター②

通学している市内の学校か、各区の選挙
管理委員会事務局
お問い合わせ　市選挙管理委員会事務局

　1０４２－７６９－８２９０

市内在住か在学の
小学生～高校生

明るい選挙を推進するために役立つポスター
四つ切りか八つ切り画用紙

明るい選挙
　啓発ポスター③

渉外課　1０４２－７６９－８２０７９月９日市内在住か在学の
小・中学生

「平和や核兵器廃絶」
ポスター＝四つ切り画用紙　※１人１点まで

平和ポスター
コンテスト④

生涯学習課津久井教育班
1０４２－７８０－１４１０

９月２０日

市内在住か在学の
中学生

「漫画 尾崎 咢  堂 」「咢堂 この人を知ろう」など尾崎行雄に関する本
がく どう

を読んだ感想
４００字詰め原稿用紙３～４枚

「尾崎行雄」
　　読書感想文⑤

城山商工会　1０４２－７８２－３３３８小学生以上の人「緑・流れ・小倉橋…」
Ｌサイズ以上（四つ切りを推奨）　※１人２点まで

小倉橋フォト
　　コンテスト⑥

小学生向けワークショップ　美大生と一緒に楽しい造形体験をしよう 
定　員

（申込順）内　容時　間日にちワークショップ名

各１０人紙皿に料理の絵を描いて食卓を作ります。午後２時～４時　　
８月４日（日）「作りすぎちゃったんだけど」を

作りすぎちゃおう！
①

８月１８日（日）②

各１５人
パーティーグッズを作って楽しいパーティーをします。午前１１時～午後２時８月１０日（土）キッズパーティーをつくろう！③
野菜のスタンプでディナーの招待状を作ります。午後２時～４時　　８月２４日（土）あなたとディナー④

対　象　小学生　　申し込み　電話で①③７月２５日②④８月１０日までに同所へ

　お問い合わせ　アートラボはしもと　1０４２－７０３－４６５４　

　学生たちが企画・準備した展覧会です。ユニークな作品を通して、皆さんの食卓をより豊かにするきっかけを作ります。
期　間　８月３日（土）～２５日（日）　※水曜日休館
時　間　午前１０時～午後７時　※入館は午後６時３０分まで
会　場　アートラボはしもと
関連イベント　　※希望者は直接会場へ

内　容時　間日にち催し名
学生スタッフが展示作品を案内します。午後２時～３時８月６日～２０日の毎週火曜日作品ガイド
出展作家が食を語るトークショーを行います。
定　員　３０人（先着順）午後２時～４時８月１１日（日）シャキシャキ作家の食 ＴＡＬＫ 

た　ー　く

食に関する知識をクイズ形式で出題します。会期中随時胃袋をつかもう！検定

ごはんのおとも展　－シャキシャキアートでホクホク食卓－アートラボはしもと

学生企画による　学生作家の展覧会

街かどコンサート
　マリンバ奏者の松本律子さんが奏でる音色をお楽しみください。曲目は「はこん
できた鳥　そこにあった空」（松本律子作曲）などを演奏します。
日　時　７月２５日（木）午後０時２０分～０時４０分
会　場　市役所本館１階ロビー　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

アジア・ネットワーク・ビヨンド・デザイン

ＡＮＢＤ２０１３　相模原展
　相模原（日本）、雲林（台湾）、天津（中国）、ソウル（韓国）
の東アジア４都市で開催されるデ
ジタル出力作品を中心とした国際
デザイン展です。
期　間　８月３日（土）～１０日（土）
※６日（火）は休館
時　間　午前１０時～午後５時 

（入館は午後４時３０分まで）
会　場　女子美アートミュージアム

お問い合わせ
女子美アートミュージアム　1０４２－７７８－６８０１

古民家園の和太鼓コンサート
　江戸時代中期に建造されたといわれる 庫  裡 で、和太

く り

鼓の演奏を披露します。観客の皆さんも参加できる体
験タイムもあります。
日にち　７月２８日（日）〈荒天中止〉
時　間　午前１０時～１１時３０分
会　場　同園（相模川自然の村公園内）
定　員　７０人（先着順）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

ＡＮＢＤ２０１２ 横浜展の様子

美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美美術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音音楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽をををををををををををををををををををををををををを楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽ししししししししししししししししししししししししししももももももももももももももももももももももももももうううううううううううううううううううううううううう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！美術・音楽を楽しもう！美美術術・・音音楽楽をを楽楽ししももうう！！

応募先住所など
　　　①②④　　　〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５
　　　③緑　区＝緑区選挙管理委員会事務局
　　　　　　　　（〒２５２－５１７７　緑区西橋本５－３－２１）
　　　　中央区＝中央区選挙管理委員会事務局
　　　　　　　　（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）
　　　　南　区＝南区選挙管理委員会事務局
　　　　　　　　（〒２５２－０３７７　南区相模大野５－３１－１）
　　　⑤〒２５２－５１７２　緑区中野６３３
　　　⑥〒２５２－０１０５　緑区久保沢２－５－１

申し込み　①②④⑤直接か郵送、Ｅメール（標語のみ）で、作品に住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、学校名、学年、組、電話番号、④は題名を書いて、各応
募期限（必着）までに各応募先へ

　　　　③作品に市区名、氏名（ふりがな）、学校名、学年を書いて、応募期限
（必着）までに応募先へ

　　　　⑥写真１点ごとに、住所、氏名、年齢、職業か学校名・学年、電話番号、
題名、撮影年月日、返却希望の有無を書いた応募票〈同商工会ホームペー
ジ（http://www.siroyama.or.jp/）からダウンロード可、自作可〉を裏
面に貼って、直接か郵送で応募期限（必着）までに同商工会へ

　　※④の入賞者とその家族２組（１組２人）を「平和大使」として広島市へ
派遣します（１０月１１日～１３日を予定）。詳しくはお問い合わせください。
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みんなの スポ・レク情報 
～スポーツ・レクリエーションを楽しもう～

夏休みスタンプラリー
　対象施設のうち３か所のプー
ルを利用して、スタンプを集め
た先着５００人に記念品をプレゼ
ントします。
期　間　７月２０日（土）～８月

３１日（土）
対　象　中学生以下の人

市体育協会からのお知らせ
市長杯・議長杯バレーボール大会
日　時　９月８日（日）午前８時３０分
会　場　総合体育館
種　目　９人制（一般男子の部・女子の部）
費　用　５，０００円
※市バレーボール協会登録チームは３，０００円
申し込み　市体育協会にある申込用紙と費用を

８月１１日までに市バレーボール協会へ
市民登山教室（中級）「真紅の奥穂高岳」
日にち　９月２８日（土）～３０日（月）〈２泊３日〉
※机上・実技講習同時開催
集　合　午前６時に相模原駅北口
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上で、１日７

時間以上の登山ができる人
定　員　２５人（抽選）
費　用　４万４，８００円
申し込み　往復はがきかＥメールに、全員の住

所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話
番号、「登山教室」と書いて、８月３日（必

着）までに、往復はがきは市体育協会へ、
Ｅメールは市山岳協会の田村さん（kazu 
hisa-tamura@jcom.home.ne.jp）へ

スポーツチャンバラ夏休み講習会

対　象　４歳以上の人
※希望者は運動ができる服装で直接会場へ
居合道・杖道無料体験教室
日　時　８月４日（日）午前９時～正午
会　場　市体育館（市役所前）
対　象　市内在住の１５歳以上の人（中学生を除く）
※希望者は運動ができる服装で直接会場へ
フィールド・リレー公認記録会（陸上競技）
日　時　８月２４日（土）午後０時３０分
会　場　相模原麻溝公園競技場

対　象　中学生以上の人
費　用　８００円（中学生４００円、高校生５００円、

リレーは１チーム１，０００円）
※日本陸上競技連盟の未登録者は別途４，０００円
※申込方法など詳しくは、市体育協会にある募集
要項か、同協会ホームページをご覧ください。

初中級テニス教室（秋）〈全５回〉
日にち　９月４日～１０月２日の毎週水曜日
　　　　〈予備日１０月９日（水）・１６日（水）〉
時　間　午前１０時３０分～午後０時２０分
会　場　淵野辺公園テニス場
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の人
定　員　５０人（抽選）
費　用　５，５００円
申し込み　市テニス協会ホームページからか、

往復はがき（１人１枚）に住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号、テニ
ス歴、「初中級テニス教室」と書いて８
月１５日（必着）までに市体育協会へ

会　場時　間日にち

総合体育館午後７時～８時３０分８月２日（金）

北総合体育館午前１０時～１１時４５分　　３日（土）

相模原麻溝公園競技場の教室
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち教室名

１回５００円１５人小学校４～６年生のサッカー未経験者午前９時３０分～１１時８月１日・８日の木曜日初心者サッカー〈全２回〉

各５００円
各２０人

年中・年長の子ども午前９時～１０時
８月５日（月）相模原ライズ・フラッグ

フットボール体験会 小学生午前１０時１５分～１１時１５分

１回３００円小学校３・４年生午後５時１５分～６時１５分８月６日～１０月１日の
毎週火曜日（８月１３日を除く）小学生サッカー〈全８回〉

１回５００円１０人２・３歳の子ども午前１１時～正午８月９日～３０日の毎週金曜日ミニ幼稚園体験〈全４回〉
１組５００円１５組小学校４～６年生とその保護者午後３時３０分～５時８月１０日（土）親子かけっこレッスン

１，０００円各時間
２０人小学校４年生～中学生午前１０時～午後０時３０分のうち３０分程度

※詳しくは、お問い合わせください。８月２８日（水）スポーツひのまるキッズ
ダッシュ塾

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（学生は学年）、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

プール縁日
　ヨーヨーすくい、輪投げなどを楽しみます。
日にち　８月３日～３１日の毎週土曜日
時　間　午前１０時～正午、午後２時～４時
会　場　さがみはら北の丘センター
対　象　小学生以下の人　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
さがみはら北の丘センター　1０４２－７７３－５５７０

ジュニア水泳教室〈全５回〉
日　時　８月２０日（火）～２４日（土）午前１０時～１１時４５分　　会　場　銀河アリーナ　　
対　象　小学生＝３０人（抽選）　　費　用　４，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、「ジュニア水泳教室」

と書いて、８月８日（必着）までに同所（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６　1 

０４２－７７６－５３１１）へ

さがみはらグリーンプールの教室
費　用定　員

（申込順）対　象時　間実施日教室名

６００円
各２０人

１５歳以上の人（中学生を除く）午後２時～３時８月５日（月）～７日（水）シェイプアップ〈全３回〉
１，０００円小学生　※保護者の見学可午前１０時～正午

８月９日（金）
小学生絵手紙体験

２００円６０歳以上の人午前１１時～正午健康エクササイズ
２，５００円３０組６歳～小学生とその保護者午前１１時３０分～午後０時３０分８月１０日～３１日の毎週土曜日親子で水泳〈全４回〉

４，０００円２０人クロールで２５ｍ以上泳げる
小・中学生午後１時３０分～２時３０分８月１０日～１０月５日の毎週土曜日

（９月７日を除く）
初心者シンクロナイズド
スイミング〈全８回〉

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

市民健康文化センター
さがみはら北の丘センター

プールの利用時間を変更します
　８月３１日までの利用時間は、午前
９時～午後８時です。
※８月３１日まで、１回につき２時間
を過ぎると超過料金が掛かりま
す。

古淵鵜野森公園屋外水泳プール 1０４２－７４７－４６４１
こだま（小倉）プール 1０４２－７８２－１１２２
銀河アリーナ 1０４２－７７６－５３１１
市民健康文化センター 1０４２－７４７－３７７６
さがみはら北の丘センター 1０４２－７７３－５５７０

対象施設

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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宝宝くじくじ販売 市内で購入を販売　市内で購入を

　市内で購入された宝くじの収益
金は、本市のさまざまな事業に役
立てられます。ぜひ、市内の宝く
じ売場でお買い求めください。
日 ８月２日（金）まで
問 財務課

市営斎場の改修工事市営斎場の改修工事

　待合室、トイレ等の改修を行い
ます。ご理解、ご協力をお願いし
ます。
期間　７月中旬～１２月下旬（予定）
※式場・火葬とも通常どおり利用
できます。
問 同所（1０４２－７４４－３３３０）

分譲マンション無料相談分譲マンション無料相談

日 ８月５日、９月２日の月曜日
時 午後１時３０分～４時３０分
会 中央区役所市民相談室
対 市内の分譲マンションに住んで
いる人＝各３組（申込順）
申 電話で７月１６日から建築指導課
（1０４２－７６９－８２５３）へ

建物の耐震巡回相談建物の耐震巡回相談

日 ７月２４日（水）

※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。 
問 建築指導課

福祉有償運送運営協議会福祉有償運送運営協議会

　ＮＰＯ法人などが登録申請する
際の輸送の必要性や条件等を協議
日時 ７月３０日（火）午前１０時
会 ウェルネスさがみはら
※傍聴希望者は直接会場へ
問 障害福祉サービス課

川をきれいにしよう！川をきれいにしよう！

境川クリーンアップ作戦境川クリーンアップ作戦

　境川の下馬の橋～新田橋、横町
橋～小山橋（上流）、小山橋（下流）
～高木橋をみんなで清掃します。
日 ７月２８日（日）
時 午前８時～１１時（予定）
※集合場所や雨天時の実施など、
詳しくはお問い合わせください。
問 同実行委員会事務局（1０４２－
７８５－４３５０）

新聞未購読世帯へ新聞未購読世帯へ

「広報さがみはら」を配布「広報さがみはら」を配布

　「広報さがみはら」は新聞折り
込みで配布していますが、新聞未
購読世帯へ戸別配布を行っていま
す。希望者は電話で市コールセン
ターへ申し込んでください。
　また、下記の配布場所でも配布し 
ていますので、利用してください。 
配布場所　各まちづくりセンタ
ー・出張所・連絡所・公民館・図
書館・こどもセンター・地域包括
支援センター、市内の鉄道駅、セ
ブン－イレブン・ファミリーマート
の市内全店舗　など
問 市コールセンター（1０４２－７７０
－７７７７）

街頭労働相談会街頭労働相談会

　解雇・賃金不払い・雇用契約等
の労働相談や障害者の就労相談
※職業紹介はありません。
日 ７月２６日（金）
時 午前１１時～午後６時　
※障害者の就労相談は午後５時ま
で、社会保険労務士による相談は
午後３時～６時
会 淵野辺駅自由通路
※希望者は直接会場へ
問 かながわ労働センター県央支所
（1０４６－２９６－７３１１）

図書館利用相談員図書館利用相談員

　窓口業務や資料整理など
勤務　１０月～平成２６年３月の週５
日（土・日曜日、祝日を含む）、
午前９時～午後５時のうち７時間
の交代制
勤務場所　相武台分館
報酬　月額２０万５，４００円
対 市内在住で司書（補）か司書教
諭の資格がある人＝若干名
申 各図書館にある申込書（図書館ホ 
ームページからもダウンロード可）
と必要書類を直接、７月２５日までに
市立図書館（1０４２－７５４－３６０４）へ

文化財調査・普及員文化財調査・普及員

　文化財パトロール、普及事業の
企画・運営、遺跡や文化財の案内
などを行うボランティア
申 はがきかファクス、Ｅメールに
住所、氏名、電話番号、「文化財
調査・普及員」と書いて、８月１５
日までに文化財保護課（〒２５２－ 
５２７７　中央区中央２－１１－１５　1 

０４２－７６９－８３７１　6０４２－７５４－ 
７９９０　Ｅ bunkazai@city.saga 
mihara.kanagawa.jp）へ
※応募後、講習会（全７回）あり

自衛官自衛官

※受付期間、試験日時など詳しく
はお問い合わせください。
問 自衛隊相模原地域事務所（1０４２
－７５５－０６９４）

国民年金推進相談員国民年金推進相談員

勤務　月～金曜日の午前８時３０分
～午後５時のうち指定する７時間
勤務場所　緑・南区役所、国民年
金課のいずれか
報酬　月額１９万２，３００円
対 国民年金制度に理解がある人か、
年金アドバイザーなどの資格があ
る人＝１人
申 国民年金課にある申込書（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）と作文を、
７月１６日～２５日に同課（1０４２－ 
７６９－８２２８）へ

非常勤保健師非常勤保健師

　乳幼児健診や育児相談、生活習
慣病予防の保健指導など
勤務　週２～３日程度で午前８時３０ 
分～午後５時１５分のうち５時間３０分 
賃金　時給１，７６０円
対 保健師免許と普通自動車運転免
許があり、パソコン操作のできる
人＝若干名
申 電話で７月１６日～９月３０日に緑
保健センター（1０４２－７７５－８８１６）
へ

救護所看護ボランティア救護所看護ボランティア

　災害発生時に救護所で負傷者の
応急措置などの医療救護活動を行
うボランティア
対 看護師、保健師、助産師、准看
護師いずれかの免許がある人
申 電話で７月１６日から地域医療課
（1０４２－７６９－９２３０）へ

「サン・エールさがみはら「サン・エールさがみはら

ジャズコンサート」の出演者ジャズコンサート」の出演者

日 １０月２７日（日）
対 スタンダード曲を中心に１０曲以
上演奏できる勤労者団体
申 直接か、郵送で代表者の住所・
氏名・電話番号、団体名、ジャン
ル、人数、演奏楽器、活動内容、
コンサートの実績を書いて、デモ
テープ（ＣＤ、ＭＤ）を同封し、
８月１０日までに同所（〒２５２－０１３１ 
緑区西橋本５－４－２０　1０４２－ 
７７５－５６６５）へ

かながわシェイクアウトかながわシェイクアウト

（いっせい防災行動訓練）の（いっせい防災行動訓練）の

実施団体・個人実施団体・個人

　地震発生時を想定し、皆さんが
主体的に参加する防災訓練。事前
登録した人が一斉にそれぞれの場
所で安全確保行動を行います。
日時 ９月５日（木）午前１１時
※詳しくは県ホームページをご覧
になるか、お問い合わせください。
申 県ホームページからか電話で県
災害対策課（ HP http://www.pref.
kanagawa.jp/cnt/f４８００７８/　1 

０４５－２１０－３４２５）へ

ソレイユさがみの催しソレイユさがみの催し

であいのサロン
　自分らしい生き方をみつける場
日時 ８月１２日（月）午前１０時～正午
定 ３０人（申込順）

子育ておしゃべりサロン
　自分らしい子育てをみつける場
日 ８月１９日（月）
時 午前１０時３０分～正午
対 １歳未満の初めての子とその保
護者
定 １０組（申込順）
夏休み親子で作ろう！

時 ①②午前１０時～正午③午前１０時
～午後２時
対 小学生とその保護者
定 各１０組２０人（申込順）
費 各１組１，１００円（材料費）

◇　　　◇
申 直接か電話、ファクスに氏名、
電話番号、催し名を書いて、ソレ
イユさがみ（1０４２－７７５－１７７５ 
6０４２－７７５－１７７６）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り（要予約）

土曜コンサート「ハワイアン土曜コンサート「ハワイアン」」

日 ８月１０日（土）
時 午後５時３０分～７時３０分
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本）
定 ２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ（当日午後
４時３０分から整理券を配布）
問 同所（1０４２－７７５－５６６５）

県立相模原公園の催し県立相模原公園の催し

真夏のライトアップ！
　噴水広場のライトアップ
日 ８月２日（金）～４日（日）
時 午後５時～８時
※８月３日（土）は、野外コンサ
ートや影絵などもあり
自然観察会「いろいろな葉っぱを
探そう」
日 ７月２７日（土）
時 午後１時～３時
定 ４０人（先着順）
費 ３００円（小学生以下は無料）
サカタのタネグリーンハウスの催し
「相模グリーンフォトクラブ」写
真展
日 ７月１７日（水）～２８日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
県立弥栄高校演奏会
日 ７月２０日（土）
時 午前１１時、午後１時３０分
夏休み１６ミリフィルム映画館

「相模原公園の蝶たちとそのくら
し」展
日 ７月３１日（水）～８月１８日（日）

◇　　　◇
※希望者は直接会場へ
※同ハウスは月曜日（７月１５日を
除く）、７月１６日（火）休館。入
館は午後４時まで。
問 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

お知らせ 

イベント 

会　場時　間
大沢公民館午前９時～正午

藤野中央公民館午後１時３０分
　～４時３０分

募　　集 

対　象種　目

１８～２６歳の人
一般曹候補生
自衛官候補生

高校卒業（見込み含
む）～２０歳の人航空学生

国民健康保険診療所の
臨時休診日

青根診療所　
日 ７月２４日（水）～２６日（金）、
８月１２日（月）～１４日（水）
内郷診療所　
日 ８月１２日（月）・１３日（火）・
１５日（木）・１６日（金）・２３日（金）
日連診療所　
日 ８月１２日（月）～１６日（金）

◇　　　◇
問 国民健康保険課

日にち催し名

８月２０日（火）消しゴムはんこ①

８月２３日（金）ガラスモザイク
アート②

８月２５日（日）

牛乳パックで作
る三角おにぎり
＆遊んで学ぶ！
食育

③

時　間日にち
　午前１０時
～午後４時

７月２７日（土）
　　２８日（日）

　午前１０時３０分
～午後３時３０分８月４日（日）
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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
　

相模の大凧まつり写真展相模の大凧まつり写真展

　相模の 大  凧 まつり写真コンテス
おお だこ

トの応募作品を展示
日 ７月１６日（火）～８月１８日（日）
時 午前９時～午後６時
会 相模の大凧センター
問 同センター（1０４６－２５５－１３１１）

視聴覚ライブラリーの催し視聴覚ライブラリーの催し

１６ミリフィルム映画鑑賞会
　山下　清物語「裸の大将放浪記」
（１９８１年／日本／カラー）
日 ８月４日（日）・６日（火）
時 午後２時～４時
月例子ども映画会
　「子犬と子ねこの冒険旅行」、
「雨をふらせる小熊くん」など
日８月１０日（土）
時 午後２時～３時３０分
シネマサロン
　「父と暮らせば」（２００４年／日
本／カラー）
日 ８月１８日（日）・２０日（火）
時 午後２時～３時４０分

◇　　　◇
会 市立図書館（中央区鹿沼台）
対 市内在住か在勤・在学の人
定 各１５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 同所（1０４２－７５３－２４０１）

さがみおおのハワイアンさがみおおのハワイアン

　フラダンスや音楽ステージ、ハ
ワイをテーマにした出店など
日 ７月２７日（土）
時  午後３時～９時
会 相模大野コリドー街
問 商業観光課

相模ダムの催し相模ダムの催し

相模湖・ダム建設殉職者合同追悼
会
日 ７月２８日（日）
時 午後１時３０分～３時３０分
会 県立相模湖交流センター
定 ３００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
相模ダム建設資料展示会
日 ７月２７日（土）～８月２日（金）
時 午前９時３０分～午後５時
会 相模湖記念館

◇　　　◇
問 同追悼会実行委員会（1０４２－ 
６８４－３５１４）

みんなで歩こう！早朝ウオークみんなで歩こう！早朝ウオーク

「薬師池公園の蓮」１４㎞「薬師池公園の 蓮 」１４㎞
ハス

日 ７月２７日（土）〈小雨決行〉
集合　午前７時５０分に古淵北公園
（古淵駅徒歩５分）
※解散場所は町田中央公園（町田
駅徒歩２０分）
費 ５００円
※希望者は飲料水、雨具を持って
直接集合場所へ
問 市ウオーキング協会（1０９０－ 
４１３４－５８０８）

陽光園夕涼み会陽光園夕涼み会

　盆踊りや模擬店など
日 ８月３日（土）
時 午後４時３０分～６時３０分
※希望者は直接会場へ
※駐車場は光が丘小学校校庭
問 同園（1０４２－７５６－８４１０）

市民健康文化センターの催し市民健康文化センターの催し

ディンプルアート教室
日時 ８月４日（日）午後１時～３時
対 小学生以上の人＝２０人（申込順）
費 １，２００円
バルーンアート教室
日 ８月１０日（土）
時 午後２時～３時３０分
定 ５０人（申込順）
※未就学児は保護者同伴
費 ５００円
※午後１時３０分～１時５０分に無料
バルーンショーを開催（申し込み
不要）
七宝焼教室
日 ８月１５日（木）
時 午前９時３０分～午後０時３０分、
午後１時３０分～４時３０分
対 １８歳以上の人＝各１５人（申込順）
費 各１，０００円

◇　　　◇
申 直接か電話で同センターへ
健文ロードショー「 火  垂 るの墓」

ほ た

日 ８月１７日（土）
時 午後１時３０分～３時
※希望者は直接会場へ
問 同センター（1０４２－７４７－３７７６）

大野北銀河まつり大野北銀河まつり

　地域の各種団体による音楽やダ
ンス等のステージ披露、模擬店、
フリーマーケットなど
日時 ８月３日（土）午前１１時～午後９
時、４日（日）午前１０時～午後８時
会 鹿沼公園
※同まつり開催のため、８月３日・
４日は児童交通公園（鹿沼公園内）
の一般利用はできません。
問 同実行委員会事務局の 茅 さん

かや

（1０９０－３００３－８７０４）

若者支援特別講座若者支援特別講座

「不安を超えて もうひとつの「不安を超えて　もうひとつの

働き方・生き方探し」働き方・生き方探し」

日時 ７月２６日（金）午後１時～４時
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本）
対 １５～３９歳の社会参加をめざす若
者
申 電話か、Ｅメールに氏名、電話
番号、「若者支援特別講座」と書
いて、さがみはら若者サポートス
テーション（1０４２－７０３－３８６１ 
Ｅ info@parasute.jp）へ

パソコン無料体験講座パソコン無料体験講座

日 ７月３０日（火）
時 午前９時３０分～１１時
会 産業会館
対 これからパソコンを始める人
定 １２人（申込順）
申 電話で同館（1０４２－７５３－８１３３）
へ

障害者ふれあい文化講座障害者ふれあい文化講座

「和菓子作り」「和菓子作り」

時 午後２時～４時
会 けやき体育館
対 市内在住か在勤・在学の①身体
障害児・者、精神障害者②知的障
害児・者
※ボランティアも各５人（申込順）
募集します。
費 各５００円
申 直接か電話、ファクスに住所、
氏名、電話番号、希望日、「和菓
子作り」と書いて８月①１２日②１７
日までに同体育館（1０４２－７５３－
９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

日本語ボランティア養成講座日本語ボランティア養成講座

〈全１０回〉〈全１０回〉

日 ９月５日～１１月１４日の毎週木曜
日（１０月１０日を除く）
時 午後６時３０分～８時３０分
会 ユニコムプラザさがみはら、橋
本公民館
対 日本語教室でボランティア活動
をしている人か、これからボラン
ティア活動を始め、継続して活動
する意志のある人
定 ２０人（抽選）
費 ３，０００円
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、Ｅメールアドレス、応募理
由を書いて、７月３１日までに渉外
課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－
１１－１５　1０４２－７６９－８２０７）へ

ＮＰＯ法人の会計講座〈全３回ＮＰＯ法人の会計講座〈全３回〉〉

　事業報告書と計算書類の概要や
作成方法など
日 ７月２６日（金）、１１月２１日（木）、
平成２６年３月２６日（水）
時 午後２時～４時
会 けやき会館
定 ２０人（申込順）
費 ５００円
申 電話か、ファクス、Ｅメールに
住所、氏名、団体名、電話番号を
書いて、７月２４日までにさがみは
ら市民活動サポートセンター（1 

6０４２－７５５－５７９０　Ｅ sagami. 
saposen@iris.ocn.ne.jp）へ

簿記３級講座〈全１２回〉簿記３級講座〈全１２回〉

日 ８月２８日～１１月１３日の毎週水曜
日
時 午後６時３０分～９時
会 サン・エールさがみはら
定 ２０人（抽選）
費 １万３，０００円（教材費等を含む）
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「簿記３級講座」と書いて、
７月３１日までに同所（〒２５２－０１３１ 
緑区西橋本５－４－２０　1０４２－ 
７７５－５６６５）へ

みどりの講習会みどりの講習会

ドライアナベルのリース作りドライアナベルのリース作り

日 ８月６日（火）
時 午前９時３０分～正午
会 相模原麻溝公園管理事務所
定 ２０人（申込順）
費 １，０００円
申 電話で７月１６日から市みどりの
協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

尾崎行雄（咢堂）学習会尾崎行雄（ 咢  堂 ）学習会
がく どう

　テーマは「尾崎行雄と天野貞祐」
日 ７月２８日（日）
時 午後１時３０分～４時
会 総合学習センター
定 ７２人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 尾崎行雄を全国に発信する会
（1０９０－４５４１－８６７７）

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼パーティーダンス初心者講習会
〈全１０回〉７月２０日～１２月１４日の土
曜日午後３時３０分～５時、東林公民
館。定員２０人（申込順）。費用３，０００
円　�申 電話で久森（1０４６－２１９－
２０２０）へ
▼津久井やまゆり園納涼祭　８月３
日（土）午後６時～７時３０分〈雨天
中止〉、同園（緑区千木良４７６）　�問 
柳田（1０４２－６８２－０２００）
▼相模原市民混声合唱団定期演奏会 
曲目は「水のいのち」など　８月４
日（日）午後２時３０分～４時３０分、
相模女子大学グリーンホール（市文
化会館）。費用１，０００円　�問 寺嶋（1 

０４２－７５５－３１２６）
▼夏休み子ども手話教室　８月８日
（木）午前１０時～正午、あじさい会
館。対象は小・中学生。定員２０人（申
込順）　�申 電話で７月２３日までに後
藤（1０４２－７４１－２９０５）へ
　　　　　　　会費などは個別にお問い

合わせください。
▼スタンダードジャズ　毎月第２木
曜日午後７時、 杜 のホールはしもと

もり

音楽スタジオほか　�問 佐藤（1０４２－
７６１－５８５７）
▼生け花　毎月第２火曜日午前１０時、
市民健康文化センター。初心者歓迎。
体験あり　�問 山崎（1０８０－５６５４－１２２６）
▼中国語　毎月第２・第４火曜日午
後６時３０分、サン・エールさがみは
ら。初心者歓迎。見学可　�問 原（1 

０４２－７６１－０００８）
▼ダンススポーツ　毎週木曜日午前
９時、大野北公民館ほか。経験者歓
迎　�問 野崎（1０８０－５４４５－９２５３）
▼沖縄エイサー舞踊　毎週土曜日午
後６時、大野北公民館。初心者歓迎。
見学可　�問 三石（1０９０－３０８７－１７７７）
▼健康体操　毎週木曜日午前１０時、
宮下自治会館（中央区宮下本町２－
１７－１９）。対象は中高年。初心者歓迎 
�問 川上（1０９０－４１７１－４９２７）
▼スポーツ吹き矢　毎週土曜日午前
か午後、北総合体育館。時間は要問い
合わせ　�問 古川（1０４２－７８２－７８７２）
▼ストレッチ＆ダンス　毎週水曜日
午前９時か１０時３０分、星が丘公民館 
�問 飯野（1０９０－５２００－６９２８）
▼社交ダンス　毎週水曜日午前９時
３０分、中央公民館ほか。見学・体験
歓迎　�問 長谷川（1０９０－７６３３－６２６１）

（敬称略）読者のひろば
催 し

仲 間

掲載の申込方法は
毎月１日号でお知らせします

講演・講座 

定員（申込順）日にち
１６人８月１９日（月）①
８人　　２４日（土）②

固定資産税・都市計画税 第２期
国民健康保険税　第２期

納期限　７月３１日（水）

ココンビニエンスストアンビニエンスストア
でも納付できますでも納付できます　　

納納税は便利な口座振替で税は便利な口座振替で
申金金融機関の窓口へ融機関の窓口へ
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２０１３年 平成２５年 区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 

人　口 人 １７６，６５０

７２，７３８世帯 

平成２５年６月１日現在 （　）は前月との増減 
 

男 ８９，１８０ ／ 女 ８７，４７０ 

（６４減） 

（２増） 

〒２５２－５１７７　相模原市緑区西橋本５－３－２１ 
　　　　　　　緑区合同庁舎内 

発行／相模原市　　編集／緑区役所総務課 

1０４２－７７５－８８０２ 

緑区イメージキャラクター 
「ミウル」 

h t t p：/ / w w w . c i t y . s a g a m i h a r a . k a n a g a w a . j p / m i d o r i k u /

Facebook ページ「ミウル」
http://www.facebook.com/miuru.midori

▲緑区のイベント情報や地域の話題などを、
緑区のイメージキャラクター「ミウル」が紹介中！

Twitter アカウント「ミウル」
@miuru_midori

　ちょっと変わった名前のバス停巡り、東京スカイツリー
が見える眺望ポイント探し、身近にある石仏探訪、個性豊
かな表情を見せる小学校の二宮金次郎像・・・
　お・た・く大賞の応募作品には、緑区にしかない多彩な魅
力にあふれ、そこに暮らす人々の思いも込められています。
　あなただけのテーマを探して、おもしろ・楽しく緑区の
魅力を発掘してみませんか。

　昨年の第１回お・た・く大賞に応募、「緑区は屋根のない博物
館のようなもの」と話す保坂健次さん（緑区町屋在住）。江戸時
代に幻に終わった用水路計画やダイヤモンド富士の眺望ポイント
など、緑区に関わる幅広く深い知識は、「本だけではなく、実際
に現地に行って得たものだから」と話します。
　幼い頃に文化財の専門書の写真や絵に興
味を持ったことが、旺盛な好奇心のきっか
け。
　今回のお・た・く大賞について、「作品
を発表できる絶好のステージ。ぜひたくさ
んの人に応募してほしい。お互いの研究成
果を話題に集まって話ができればなお楽し
い。今回はどんな作品を発表しようかな」
と意欲満々の笑顔で話します。

▲前回の応募作品から

▲

つくい中野夏祭りつくい中野夏祭り
　中野の夏を彩る伝統行事で、１㌧を超える大 御輿 のほ

みこし

か、夕刻には 提灯 
ちょうちん

を 灯 した６台の山車が並び、お
とも

 囃子 の
はやし

競演を繰り広げます。
日　時　７月２７日（土）午後３時～９時　　　「御輿渡御」
　　　　　　２８日（日）午後０時３０分～９時　「山車運行」
会　場　緑区中野　中野商店街通り（日赤前交差点～大沢交差点周辺）

お問い合わせ　つくい中野夏祭り実行委員会　1０９０－５５０１－３０８４

旺盛な好奇心と探究心で破顔一笑 破顔一笑 破顔一笑 

保坂健次さん

いいいいいいいいいろろろろろろろろろ
いいいいいいいいいろろろろろろろろろ
ななななななななな

絵絵絵絵絵絵絵絵絵ややややややややや
写写写写写写写写写真真真真真真真真真
がががががががががあああああああああ
っっっっっっっっっててててててててて

とととととととととっっっっっっっっっ
てててててててててももももももももも
楽楽楽楽楽楽楽楽楽ししししししししし
いいいいいいいいいねねねねねねねねね

　イベントなどでミウルの活動を手伝うボランティ
ア「ミウルサポーター」を募集します。
内容　○【ミウルのお手伝い】ミウルの紹介や誘

導、ミウルになりきってパフォーマンスな
どをしてもらいます。

　　　○【ミウル特派員】ミウルのツイッターやフ
ェイスブックに、地域の話題などを写真付きで紹介してもらいます。

応募資格　１８歳以上（高校生を除く）の人　　締め切り　８月１５日（木）必着
※応募方法など、詳しくは緑区ホームページをご覧になるか、区内各まちづ
くりセンター・公民館等で配布する募集チラシをご覧ください。

お問い合わせ
緑区魅力づくり事業実行委員会事務局（緑区役所地域政策課内）

1０４２－７７５－８８０１

ミウルサポーターを募集！ミウルサポーターを募集！

前回の応募作品を展示します！
○緑区合同庁舎　　７月１６日（火）～３０日（火）
○城山公民館　　　８月１日（木）～１５日（木）
○藤野中央公民館　８月２１日（水）～９月１日（日）
※各施設の開館日・開館時間内の展示となります。
※緑区役所のホームページで、前回の応募作品集を見
ることができます。

自由研究！手作りで伝える手作りで伝える手作りで伝える

　緑区のまち・自然・文化・食べ物などを題材とした「おもしろ、楽しく、
区を知る」ことができる自由研究の成果を募集します。ジャンルは問いませ
ん。
締め切り　平成２６年１月２４日（金）（消印有効）
※応募作品は、締め切り後に区内公共施設等で展示します。
※応募方法など、詳しくは緑区ホームページをご覧になるか、区内各まちづ
くりセンター・公民館等で配布する募集チラシをご覧ください。

今年も、お・た・く大賞の作品を募集します！今年も、お・た・く大賞の作品を募集します！

前回応募した鹿野聖花さん（県立津久井高校３年生）

　私は津久井の伝統料理「かん
こ焼き」づくりをテーマに応募
しました。地域の人たちから教え
てもらううちに「かんこ焼き」を
もっとたくさんの人に知ってもら
いたいと思いました。また、私自
身も地域の伝統あるものについて
もっと知りたくなりました。

もしろ 

のしく 

を知ろう 

みんなで自由研究
 

お・た・く 
大賞 

みんなで自由研究
 

お・た・く 
大賞 
お・た・く 
大賞 

みんなで自由研究
 

もしろ 

のしく 

を知ろう 

もしろ 

のしく 

を知ろう 

お
 た
 区
 

緑
区 

　三崎の海産物など県内各地の特産品が集まる「さがみはら朝市」が津久井地区
で開催されます。戦国時代さながらの 狼煙 もあがります。

のろし

日　時　７月２８日（日）午前１１時～午後３時　　会　場　津久井商工会館周辺
お問い合わせ　津久井商工会　1０４２－７８４－１７４４

～津久井城の巻～さがみはら朝市まつりさがみはら朝市まつり
同時開催

みみみみみみみみんんんんんんんんなななななななな
でででででででで参参参参参参参参加加加加加加加加

！！！！！！！！
みんな

で参加
！
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２０１３年 平成２５年 

No.００４０

区の人口・世帯 

7 15
〒２５２－５２７７　相模原市中央区中央２－１１－１５ 
　　　　　　 市役所本庁舎内 

発行／相模原市　　編集／中央区役所総務課 

1０４２－７６９－９８０２ 

人　口 人 ２６７，２９９
男 １３５，２７２ ／ 女 １３２，０２７ 

（１６８増） 

１１４，９４２世帯数 世帯 （１３４増） 
平成２５年６月１日現在 （　）は前月との増減 
 

中央区内のイベント情報や地域の話題などを発信中です！Facebook ページ「相模原市中央区」
http://www.facebook.com/sagamihara.chuoku

▲

古代人の暮らしを体験しよう！ 古代人の暮らしを体験しよう！ 古代人の暮らしを体験しよう！ 
　田名塩田にある「国指定史跡田名向原遺跡」は、人類の
定住化の歴史を語る重要な遺跡として史跡田名向原遺跡公
園の中に保存されています。
　公園内には、わが国最古といわれる住居状遺構などが復
元されているほか、向かいにある旧石器ハテナ館では、遺
跡から出土した石器などの見学や、各種体験学習を行うこ
とができます。
　身近な場所で古代人の暮らしを体験して、夏休みの研究
テーマにしてみませんか。

お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

次 回 の
区民会議

日　時　７月３１日（水）午前９時３０分　　会　場　環境情報センター
傍聴席数　１０席（抽選）※希望者は、午前９時２０分までに直接会場へ
議　題　中央区らしさの魅力の創出について
前回の内容　具体的に検討するテーマなどについての審議を行いました。

中央区の魅力をラジオで発信！
毎月第４木曜日にエフエムさがみ
（８３．９MHz）でオンエア！
今月の放送日：７月２５日（木）午後７時～８時

「大好き！中央区」
放送のお知らせ

発信！ 

～パークゴルフで
　コミュニティづくり～

　高齢化率の高い光が丘地区では、地域住民
の交流の促進、連携強化が求められている中、
“人にやさしく”“自然にやさしく”“誰もが
楽しめる”遊びを原点とした、三世代交流ス
ポーツである「パークゴルフ」の普及活動に取り組んでいます。
　パークゴルフは、公園で幅広い年代の人ができるスポーツとして考案され
ました。普通のゴルフを簡単にしたルールで身体にも負担を掛けないスポー
ツであることから、世代を問わず楽しむことができます。市パークゴルフ協
会主催の体験教室では、新たに２００人を超える人にプレーを体験していただ
き、その魅力を伝えることができました。今後も、地域住民の健康増進とコ
ミュニティづくり推進の一助となるよう普及活動を進めていきます。

お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

「みんなで創る“中央区の歌”プロジェクト」 「みんなで創る“中央区の歌”プロジェクト」 「みんなで創る“中央区の歌”プロジェクト」 
つく うた 

　６月２８日まで実施した歌詞募集は、区内外から延べ１３３件の応募がありまし
た。ご協力ありがとうございました。
　歌詞の選考にあたり、全ての応募作品の中からふさわしいと思う作品に投
票する第一次選考（書類選考）に参加する人を募集します。

応募資格　次の全てに該当する人 
○中央区内に在住か在勤・在学の人か、区内で活動している人 
○取り組みの趣旨を理解し、一緒に歌づくりに取り組んでいただける人

報　酬　無償
応募方法　直接か、郵送、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号かＥ

メールアドレスを書いて、８月１４日（必着）までに中央区魅力発信実
行委員会事務局へ

お問い合わせ
中央区魅力発信実行委員会事務局（中央区役所地域政策課内）
〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　　1０４２－７６９－９８０１
6０４２－７５７－２９４１　Ｅメール daisuki.chuoku@gmail.com

歌詞の第一次選考を実施！歌詞の第一次選考を実施！第第第第第第第３３３３３３３弾弾弾弾弾弾弾

避避難難所所をを一一時時的的にに変変更更ししまますす
　市では、災害が発生したときに被災した市民を受け入れる避難所を
指定しています。このたび、市立小・中学校の施設改修工事に伴い、
一部の地域で避難所を一時的に変更します。該当地域に住んでいる人
は、災害発生に備え、確認をお願いします。

変更期間変更後の
避難所

変更前の
避難所対象自治会名

６月３０日～
平成２６年　
２月２８日　

光が丘小学校陽光台小学校松葉町・陽光台１丁目・
朝日が丘・若葉

田名小学校田名北小学校田名四ツ谷・田名清水・
田名堀之内団地

７月１９日～
８月３１日　

小山小学校
向陽小学校

宮下・すすきの・すすきの
向陽・向陽町・久保原・丸山

清新小学校氷川町・相模原駅前・
東第一

９月１日～　
２６年２月２８日

弥栄小学校弥栄中学校栄・高根２丁目・弥栄
上溝南中学校

上溝南小学校
番田諏訪面

上溝小学校虹吹・丸崎
お問い合わせ　中央区役所総務課　1０４２－７６９－９８０２

光が丘地区

申し込み・お問い合わせ　旧石器ハテナ館
中央区田名塩田３－２３－１１　　1０４２－７７７－６３７１

〈交通〉原当麻駅からバス「塩田下」下車すぐ
　　　　原当麻駅から徒歩４５分

旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館
夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期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中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中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イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト

７月２８日（日）午前１０時～　八瀬川探検と魚観察　
８月１８日（日）午後２時～　 勾  玉 づくり　　　　　

まが たま

８月２５日（日）午後７時～　夜の昆虫観察会　　　
８月３１日（土）午後２時～　旧石器ハテナ館まつり

※「八瀬川探検と魚観察」は事前の申し込みが必要です。詳しくは、
４㌻をご覧ください。

※「勾玉づくり」は事前の申し込みと材料費が必要です（８月１日受
け付け開始）。
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２０１３年 平成２５年 

No.００４０

区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 7 15
人　口 人 ２７６,１２１

１２３,６８４世帯 

男 １３６，８６６ ／ 女 １３９，２５５ 
（３３増） 

（１２２増） 
平成２５年６月１日現在 （　）は前月との増減 

〒２５２－０３７７　相模原市南区相模大野５－３１－１ 
　　　　　　 南区合同庁舎内 

発行／相模原市　　編集／南区役所総務課 

1０４２－７４９－２１３４ 

進進水水式式のの様様子子

行ってきました！ 行ってきました！ Vol.

南区の社会科見学 南区の社会科見学 26
南区内の隠れスポット、歴史、人物、産業などを紹介します

　かつて相模川の水運で活躍していた帆かけ舟。今年、相模原市磯部民俗資

料保存会の皆さんによって、伴走舟も含め二隻の新造舟が完成しました。

　帆かけ舟は地域の民俗資料保存活動で、重要な役割を担っています。

　今年の夏、相模川の歴史に思いを 馳 せてみませんか。
は

　同保存会では、使用していた舟の老朽
化が進み、新造舟が検討されていました。
現在では舟を造ることができる人も減り、
帆かけ舟の新造は難しいと思われました。
　しかし昨年、探していた舟大工が偶然
見つかり、新造が可能になりました。そ
の後も、杉の原木の切り出し・運搬、長
い原木を扱える製材所探し、舟釘製作な
ど困難を乗り越えて、今年３月に完成。
　去る６月９日、新たな帆かけ舟は相模
川を吹き抜ける南風に乗り、勢いよく帆
走しました。

　明治から昭和の初期まで、
津久井地域と平塚をつなぐ
水運として活躍しました。
　上流からは玉石や砂利、
炭や 薪 を、下流からは干し

まき

魚や日用品を運搬。相模川
の砂利は質がよく、大正１２
年に発生した関東大震災の
復興にも役立てられました。
　しかし陸路運搬の発達に
よって、少しずつその姿を
消していきました。

帆帆かかけけ舟舟のの歴歴史史

よみがえる、相模川の帆かけ舟よみがえる、相模川の帆かけ舟

昨年の復元・実演会の様子

　また、８月の日曜日に数回、帆かけ舟を川に浮かべる予
定です。乗船はできませんが、風を受けて帆走する舟を、
観覧できるかもしれません。

お問い合わせ　谷口台小学校　1０４２－７４２－２４１８

　谷口台小学校吹奏楽団は、平成２３年・２４年と連続して東関東吹奏
楽コンクールで金賞を受賞しました。最上位大会である東日本吹奏
楽コンクールに出場するのは、金賞受賞団体のうち２校で、同団は
未出場ですが、団内では今年は東日本へ…という目標を掲げる声も
聞こえています。
　指導するのは竹内優介先生を中心とした６人の先生。「楽器演奏
の上達そのものより、生涯音楽を愛することのできる人生の土壌に
なれば」「友達と一緒に音楽を創り上げる喜びを知ってほしい」と
語ります。熱心な指導の下、下級生は上級生を慕い、上級生は丁寧
に下級生の面倒を見るなど、強い信頼関係や結束力が育っています。
　夏には同校校庭で開催される大野南地区ふるさとまつりでも演奏
し、イベントを盛り上げる同団。地元での活動を通して育まれた地

域とのつながりは深く、コンクール出場について、児童からは「地域の人に応援し
てもらっているので、結果を出して喜んでもらいたい」という言葉も出るほど。
　今年のコンクール演奏曲は、Ｒ．シェルドン作曲の「パイアサの 飛翔 」。難しい

ひしょう

曲ですが、自分たちで選んだプログラムに懸命に取り組んでいます。
　同団が出場する神奈川県吹奏楽コンクール（小学生部門）は、相模女子大学グリ
ーンホール（市文化会館）で７月２５日（木）に開催されます。

谷口台小学校吹奏楽団谷口台小学校吹奏楽団 ３年生以上の総勢８３人。
仲良く活動しています。

３年生は楽器演奏の基礎から教わります

　実演会では帆かけ舟の伴走舟に乗ることができます。
日　時　８月４日（日）午前１１時～午後２時
会　場　磯部頭首工上流　約５００㍍地点
　　　（磯部民俗資料館側）
定　員　５０人程度（先着順）　※希望者は直接会場へ
交　通　下溝駅から徒歩１０分

帆が上げられた勇壮な姿

初めて川に浮かべられます

お問い合わせ　相模原市磯部民俗資料保存会会長　田所さん　1０４６－２５１－６６３３

相模原市磯部民俗資料保存会からのメッセージ

相模原市磯部民俗資料保存会の皆さん
（会員数３０人）

　「帆かけ舟」は民俗
資料の一部です。この
新造舟をきっかけに、
若い世代の人にも、民
俗資料全体へ興味を持
ってもらいたいと思い
ます。
　今後も未来につなが
る、息の長い活動を続
けていきたいと考えて
います。

実実演演会会ののおお知知ららせせ

「わいわいみんなで
語ろうPart２」
参加のお願い

お問い合わせ
南区役所地域政策課
1０４２－７４９－２１３５

　南区では、若い世代の人がま
ちづくりに一層参加していただ
く方策について検討するため、
区内に住んでいる人を無作為に
選んで参加者を募るワークショ
ップ（討議会）を９月２２日（日）
に開催します。
　このため、無作為で選ばれた
１６歳から３９歳までの３，０００人に 
７月下旬から８月上旬にかけて
参加のお願いを発送しますの 
で、ご協力
をお願いし
ます。
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別冊　保健・介護予防事業案内 （平成25年） 

●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

　こころの健康についての相談
（アルコール相談も含む）
定員　各２・３人（申込順）
申し込み　 ○南 ＝南障害福祉相談課

1０４２－７０１－７７１５
○ウ ＝中央障害福祉相談課

1０４２－７６９－９８０６ 

○南
午後１時
　～２時

８月１３日（火）

精神
保健相談
（精神科医）

８月３０日（金）

○ウ
８月１４日（水）

８月２７日（火）

○7 
　生活習慣病予防のための各
種測定や個別相談
定員　各５人（申込順）

○緑
午前９時　　
　　９時３０分
１０時

　　１０時３０分

８月５日（月）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士）

○8 　食事の相談
持ち物　母子健康手帳か、健康

手帳（持っている人）

○ウ午前９時
　～１１時３０分８月１９日（月）

栄養相談
（栄養士）

○9 ○南午後１時
　～３時３０分８月２８日（水）

○4 
　エイズ、性器クラミジア、
梅毒の検査・相談（無料・匿名）
定員　各１２人（申込順）

○ウ午前９時
　～１１時火曜日

エイズ等の
検査・相談 ○橋午後２時

　～４時７月２０日（土）

○5 

　診察、基本検査（身体測定、
尿、心電図など）と保健指導
定員　４０人（申込順）
費用　４，８５０円
※健康診断書の発行や労働安
全衛生法に基づく定期健診
等は行っていません。

○ウ午前９時
　～１０時８月２１日（水）

健康チェック
～１９歳から３９歳
のあなたへ～

○1 
　専門医による認知症につ
いての相談
定員　各２人（申込順）

○緑午後１時
　～３時８月７日（水）

高齢者
認知症相談 ○2 ○ウ午前１０時

　～正午

８月１３日（火）

８月２７日（火）

○3 ○南８月２２日（木）

○6 
電話相談　時間　午前９時～１１時３０分
面接相談　※前日までに要予約
時間　午後１時～３時３０分　　会場　○ウ

８月６日（火）不妊・不育
専門相談

　口の健康に関する悩みや相談
相談・お問い合わせ
健康企画課　1０４２－７６９－８３４４
※健診等で歯科医師が不在の場合もあ
ります。

午前９時
　～１１時

月～金曜日
（祝日を除く）

電話歯科相談
（歯科医）

○6 
　ブラッシング方法などの相
談や、すぐに測れるお口の元
気度チェック

○緑午前９時３０分
　～１１時３０分

８月７日（水）歯科健康相談
（歯科衛生士） ○南８月３０日（金）

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

●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

○9 
　中期以降の離乳食の講習、試食、相談会
時間　午後１時～２時１５分
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１５人（申込順。調整あり）

○南８月７日（水）
離乳食教室

（モグモグ編）
○8 ○ウ８月２７日（火）

　妊娠、出産、育児に関する知識・技術の習得
と仲間づくり
時間　午後１時３０分～４時
対象　妊娠１６週以降の初めて出産する人とその

家族＝６０組（申込順）
申し込み　電話で８月３０日までに市コールセン

ター（1０４２－７７０－７７７７）へ

○南９月４日（水）
　　１１日（水）

ハロー
マザークラス
〈全２回〉

　虫歯予防の秘けつや歯磨きの裏技実演
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　平成２４年６月～１０月生まれの乳幼児とそ

の家族
定員　○ウ○南＝各２０組、○緑 ＝３０組（申込順）
申し込み　電話で市コールセンター（1０４２－

７７０－７７７７）へ

○ウ
８月２日（金）

親子で 歯 っぴぃ
は

ちゃれんじ
大作戦！

８月２７日（火）

○南
８月７日（水）

８月１９日（月）

○緑８月２６日（月）

○8 

　出産後の体を適正体重に保つ運動体験
時間　午前１０時～正午
対象　生後４～６か月の乳児と２０歳以上

の母親
定員　２０組（申込順）※保育なし

○ウ８月２０日（火）産後ママの
エクササイズ

○9 　おおむね２，０００ｇ未満で生まれたか、運
動発達が緩やかな子と親の交流会
時間　午前１０時～１１時
対象　乳幼児とその家族
※希望者は直接会場へ。初めての人は申
し込みが必要

○南８月２日（金）

ぴよぴよ
サロン ○8 ○ウ８月９日（金）

○7 ○緑８月３０日（金）

申し込み・お問い合わせ（７月１６日から）

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 

●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

○9 
　生活習慣改善と運動の必要
性についての講義と実技ほか
対象　２０歳以上で運動の実技

に支障がない人
定員　ボールエクササイズ、

ソフトエアロビクス＝
各１５人、ダンベル体操
＝２５人（申込順）

○南

午前１０時
　～正午

８月１５日（木）ボール
エクササイズ

○7 ○緑８月２１日（水）ソフト
エアロビクス

○8 ○ウ８月２５日（日）ダンベル体操

○8 

　体力測定と健診結果を基に
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８月２２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続けて参加できます。

○9 

　骨粗しょう症予防の話と骨
密度測定。お口の元気チェッ
クコーナーも同時開催
対象　２０～７０歳（昭和１８年４

月２日～平成６年４月
１日生まれ）の人

定員　各２５人（申込順）
費用　各７００円

○南
午前９時４５分
　　１０時１５分
　　１０時４５分
午後１時３０分

８月２６日（月）

骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー
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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。

急病などで困ったときは （電話番号をよく確かめて）
相模原救急医療情報センター　1０４２－７５６－９０００
　平日　午後５時～翌朝９時　　土曜日　午後１時～翌朝９時
　日曜日・祝日・年末年始　午前９時～翌朝９時
※診療可能な医療機関を案内。医療相談・歯科案内は行いません。

医　科

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

●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９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

精神科セカンドオピニオン外来
日　時　８月１９日（月）午後２時～４時　　会　場　けやき会館
対　象　自身の治療方針について、主治医以外からの意見を求める、精神

科で治療中の人＝３人（抽選）　　費　用　２，０００円
※医療過誤や訴訟に関する内容などは受けられない場合があります。
申し込み　電話で７月１６日から精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

子育て応援情報を配信します

メールマガジン「産後きずなメール相模原版」
　子どもの誕生日やニックネームなどを登録すると、３日ごとに、お母さん
の体調や赤ちゃんの成長・発達など、月齢に応じたアドバイスや市の子育て
支援に関する情報を掲載したメールマガジンが１歳の誕生日まで届きます。
対　象　１歳未満の子どもがいる家庭
申し込み　Ｅメール sagamihara_sango@reg.kizunamail.comに空メ

ール（本文に何も入力しない）を送信してください。自動的に登録
用のメールが返信されます。

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－９８１１

元気高齢者向け筋力向上トレーニング教室〈全１２回〉
　専属トレーナーが、体操や機器を用いた筋力トレーニングなどを指導します。

電話番号会　場時　間日にち

０４２－７７２－０５４１
（午前１０時３０分～午後
５時）木曜日を除く

コナミスポーツ
クラブ橋本
（緑区西橋本
５－１－１）

午前１０時１５分
　～１１時４５分

８月１９日～１２月２日の
毎週月曜日（祝日、休
日を除く）

対　象　市内在住の、６５歳以上で運動に支障がない人＝１０人（抽選）
費　用　６，０００円
申し込み　電話で７月１６日～８月９日に会場へ

子犬・子猫の譲渡会と飼い方等の相談
日にち　８月４日（日）〈雨天決行〉
会　場　衛生試験所の北側に隣接する建物（中央区富士見１－３－４１）
譲渡会
時　間　午後１時～１時３０分
対　象　①譲りたい人②欲しい人ともに市内在住の２０歳以上の人。①子犬・子猫は生

後約２～５か月で、１週間前までに市獣医師会所属の動物病院で健康チェック
と駆虫（実費約１，０００円）を受けてください。②印鑑と健康保険証などの住所・
氏名を証明できる書類、２，０００円（マイクロチップ代・装着費用）が必要

飼い方等の相談
時　間　午後１時３０分～２時　　対　象　当日、譲渡会で子犬・子猫を譲り受けた人
※当日愛犬・愛猫は同伴不可

お問い合わせ
市獣医師会譲渡会事務局（ちだペットクリニック）　1０４２－７４７－９５１２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活衛生課　1０４２－７６９－８３４７

相模女子大学栄養科学部「人と食をつなぐ未来」プロジェクト

食生活のサイエンス
　日々の食事の中に隠れたさまざまな科学について学びます。

定　員
（申込順）対　象日にち講座名

２０人
小学生

８月６日（火）野菜や果物の色のふしぎ
３０人　　７日（水）食事と便、そして健康

各２０人高校生
８月６日（火）身の回りの食品から

ＤＮＡを取り出してみよう
　　７日（水）食べ物が通るミクロの世界

補装具更生相談（肢体不自由・聴覚障害）
　補装具の購入・修理等の相談や申請の受け付け、判定を行います。

会　場日にち区　分
あじさい会館８月５日（月）、９月２日（月）肢体

不自由
南保健福祉センター

８月１６日（金）、９月２０日（金）
８月２１日（水）

聴覚障害
あじさい会館９月１１日（水）

時　間　午後１時～２時
対　象　１８歳以上で身体障害者手帳（肢体不自由、聴覚障害）を持ち、補

装具購入等の判定が必要な人
申し込み　ファクスで障害者更生相談所か、７月１６日から電話で住んでい

る地区の担当課へ
1０４２－７８３－８１３６城山保健福祉課1０４２－７７５－８８１０緑障害福祉相談課
1０４２－７８０－１４１２津久井保健福祉課1０４２－７６９－９２６６中央障害福祉相談課
1０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課1０４２－７０１－７７２２南障害福祉相談課
1０４２－６８７－５５１１藤野保健福祉課6０４２－７５０－６１５０障害者更生相談所

つらさや不安を
かかえ込んでいませんか？

日　時　８月①１１日（日）②２５日（日）午前１０時～午後３時
会　場　①南保健福祉センター②ウェルネスさがみはら
対　象　がん患者やその家族＝各４組（申込順。各組１時間）
申し込み　電話で７月１６日から健康企画課（1０４２－７６９－８３２２）へ

がんピアサポート
（がん体験者による相談）

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～４時７月１８日（木）
午前１０時～正午　　　　　　　　　　　　２４日（水）
午前１０時～正午、午後１時３０分～４時　　３１日（水）

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

ヘットと楽しくすごそう ヘットと楽しくすごそう ヘットと楽しくすごそう 

献
血
キ
ャ
ラ
ク
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け
ん
け
つ
ち
ゃ
ん

時　間　午前１０時～正午　　会　場　相模女子大学
申し込み　ファクスかＥメールに住所、氏名、保護者名、学校名、学年、

性別、連絡先を書いて、同プロジェクト事務局（6０４２－７４３－４７１７ 
Ｅメール hitoshoku@mail２.sagami-wu.ac.jp）へ

お問い合わせ　地域保健課　1０４２－７６９－９２４１

飼い犬の登録と狂犬病予防注射は
お済みですか

　生後９１日以上の犬の飼い主には、
市への登録と、毎年１回狂犬病予防
注射を受けさせ、鑑札と注射済票を
装着する義務があります。まだ今年
度の予防注射が済んでいない場合は
予防注射を受けさせ、注射済票の交
付手続きをしてください。
手続きに必要なもの
　動物病院が発行する狂犬病予防注射済証（証明
書）、注射済票交付手数料＝５５０円、登録手数料＝
３，０００円（登録していない場合）
※受付窓口など、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ　生活衛生課　1０４２－７６９－８３４７
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