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　市をＰＲする６代目の観光親善大使が、市内在
住の（左から）稲垣乃恵さん、西山　萌さん、山
崎彩紗さんに決定しました。また、名誉観光親善
大使は昨年に引き続き、片山右京さん（レーシン
グドライバー）が務めます。 
　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
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●●思思いい出出アアニニメメーーシショョンン
　学校の教室や校庭を舞台に数百人の小学生が
１コマ１コマを描いたアニメーションです。

●●未来下駄箱未来下駄箱
　自分の未来を想像し、
夢を込めて描いた「靴」
が並ぶ下駄箱です。

●●教教室室ののままももりり神神
　小学校５年生が作っ
た音楽室や理科室、体育館などを優しく見守る

神様です。

●●育育ててよようう心心のの花花
　「心の花」をテーマ
にした絵画を、ちぎり
絵で制作しました。

市は、新たな美術活動やアートによるまちづくりを推進するための拠点として「ア
ートラボはしもと」を４月にオープンしました。ここでは、女子美術大学・桜美林大
学・多摩美術大学・東京造形大学との事業に関する連携協定のもと、美術大学生やア
ーティスト、企業、商店街、市民団体など多くの地域の皆さんと一緒にワークショッ
プやイベントなどを実施していきます。皆さんもアートラボはしもとの事業に参加し、
体験することで日々の暮らしの中にアートを取り入れてみませんか。

暮らしに ＋アート
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　大学や若手作家の協力を得ながら、市民や美
術大学生が中心となって企画・準備した数々の
作品展示やアニメの上映、ワークショップなど
を行います。
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第５期学生企画展の作品第５期学生企画展の作品

アートラボはしもとオープンアアーートトララボボははししももととオープンオープン

暮暮ららししにに ＋＋アアーートト
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●●フラワーアートフラワーアート
＆コンサート＆コンサート

　音楽大学生の演奏に
合わせ、生花をアレン
ジします。
日にち　５月３日（祝）
時　間　午前１１時
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●●銀づつみオブジェのあやしい世界銀づつみオブジェのあやしい世界
　アルミホイルでモノを包み、光に当てると七
色に輝く不思議なオブジェを作ります。
日にち　５月３日（祝）・１９日、６月１６日の土曜日
時　間　午前１０時～正午

●●おハながらート・プロジェクトおハながらート・プロジェクト
　建物のガラス面を利用し、ステンドグラス風
の巨大な花柄の家族を作り出します。
日　時　５月３日（祝）～６日（日）・１３日・２０日・

２７日の日曜日午後１時～４時
※申し込み方法など詳しくは、アートラボはしもと（1 

０４２－７０３－４６５４）へお問い合わせください。

未来下駄箱

教室のまもり神

施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内施設案内
　アートラボはしもとが企画するワークショップのほ
か、アート活動に関する情報提供や相談なども行いま
す。詳しくはお問い合わせく
ださい。
所在地　緑区大山町１－４３
開所時間　午前８時３０分～
　　　　　午後５時１５分
休所日　水曜日
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アートラボはしもとに期待！
アートラボはしもとで活動する

第６期学生企画展のスタッフの皆さん
　ギャラリーの機能だけでなく、アートラ
ボのような美術活動の拠点となる場所が身
近にできることで、活動の可能性が広がっ
たと思います。アートを通して人と人とが
交流できる施設ができたことは嬉しいです
し、すごく楽しみです。普段美術に関わっ
ていない人にもアートラボはしもとで、気
軽にアートを体験してほしいです。

お 知 ら せ

お問い合わせ アートラボはしもと 1０４２－７０３－４６５４

第７期学生企画展参加者 募集
　平成２５年８月に開催予定の美術展を自分
たちの手で企画し、運営する長期型ワーク
ショップに参加する大学生を募集します。
１回目の活動は６月１４日（木）。以後毎週
木曜日の夜に開催します。
　説明会を６月７日（木）に行います。詳
しくは、市ホームページの 観光・文化 → 
アートラボはしもと → エキシビション・
プログラム をご覧になるか、お問い合わ
せください。

アートのまち　さがみはら
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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○R

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。

 ４月２８日（土）～５月６日（日） 

　平日に国民健康保険税の納付や納税ができない人のために、相談窓口を
開設します。電話での相談もできます。
日　時　５月２０日（日）午前９時～午後４時

お休み区　分
４月２９日（祝）、５月６日（日）粗大ごみなどの施設への持ち込み

４月２８日（土）～３０日（休）
５月３日（祝）～６日（日）

粗大ごみ戸別収集の申し込み
し尿収集の受け付け
浄化槽清掃の受け付け
（橋本・大沢地区、中央区、南区のみ）

ごごみみ収収集集ななどど 受験資格職務内容採用予定
人数試験区分

昭和５７年４月２日～平成３年４月
１日に生まれた人一般行政事務９５人

程度
行政

（大学卒業程度）

昭和５７年４月２日～平成３年４月
１日に生まれ、社会福祉主事の任
用資格〈注〉があるか、平成２５年
３月までに取得見込みの人

社会福祉業務・心
理判定等の業務

１５人
程度

社会福祉
（大学卒業程度）

昭和５２年４月２日～平成３年４月
１日に生まれた人

土木に関する専門
業務等

３０人
程度

土木
（大学卒業程度）

昭和５２年４月２日～平成３年４月
１日に生まれた人

建築に関する専門
業務等

６人
程度

建築
（大学卒業程度）

昭和５２年４月２日～平成３年４月
１日に生まれた人

給排水・空調等の
設備に関する専門
業務等

６人
程度

設備
（大学卒業程度）

昭和５２年４月２日～平成３年４月
１日に生まれた人

化学に関する専門
業務等

４人
程度

化学
（大学卒業程度）

昭和５２年４月２日以降に生まれ、
保健師免許があるか、平成２４年度
に行われる保健師国家試験により
免許取得見込みの人

保健指導・相談業
務等

５人
程度保健師

昭和５２年４月２日以降に生まれ、
獣医師免許があるか、平成２４年度
に行われる獣医師国家試験により
免許取得見込みの人

狂犬病予防、環境
衛生・食品衛生監
視、動物愛護業務
等

３人
程度獣医師

昭和５２年４月２日以降に生まれ、
薬剤師免許があるか、平成２４年度
に行われる薬剤師国家試験により
免許取得見込みの人

環境衛生・食品衛
生監視、衛生検査
業務等

３人
程度薬剤師

昭和６１年４月２日～平成３年４月
１日に生まれ、赤色・青色・黄色
の色彩の識別ができる人

消防業務２２人
程度

消防
（大学卒業程度）

昭和５７年４月２日 ～平成３年４月
１日に生まれた人

市立小・中学校に
おける学校事務

４人
程度

学校事務
（大学卒業程度）

電話番号会　場
０４２－７６９－８２３４国民健康保険課

０４２－７７５－８８０８緑市税事務所（シティ・プラザはしもと内５階）

０４２－７４９－２１６３南市税事務所（市南区合同庁舎３階）

※原則、採用は平成２４年１０月以降です。
※詳しくは、職員課、各区役所総務課・まちづくりセンターなどで配布す
る受験案内をご覧ください。市ホームページの 相模原市、職員募集。 
からもご覧になれます。

申し込み　受験案内に付いている申込書と職務経歴・実績書を、郵送で５
月３１日（消印有効）までに職員課へ

お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３

受験資格職務内容募集人数選考区分

平成２４年４月１日現在、３６～４９歳で、臨
床心理士の資格があり、児童虐待相談か
児童心理判定の実務経験が１４年４月１日
～２４年３月３１日の間に５年以上ある人

児童等の心理
判定など若干名社会福祉

（経験者）

昭和２８年４月２日以降に生まれ、看護士
か准看護士の免許があり、国民健康保険
診療所業務に必要な実務経験がある人

国民健康保険
診療所で看護
業務など

若干名
看護師・
准看護師
（経験者）

  　一般ごみ、資源、容器包装プラは通常通り収集します 　

市職員を募集（社会人経験者）市職員を募集（社会人経験者）

ゴールデンウイークゴールデンウイークのお知らせのお知らせ

国民健康保険税国民健康保険税　休休日日納納税税相相談談窓窓口口ののごご利利用用をを

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

　教育の夢を語り、教師としてのやりがいを感
じ、魅力ある授業を行う教師の養成をめざす同
塾の概要などを説明します。

日　時　５月１１日（金）午後７時～８時３０分
会　場　総合学習センター
対　象　昭和２９年４月２日以降生まれで、市内

の小・中学校の教員を希望する人
定　員　６０人（申込順）
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電話番号を

書いて、５月１０日までに同センター（1０４２－７５６－０２９０　6０４２－
７５８－８１４６　Ｅメール jyuku@sagamihara-kng.ed.jp）へ

※同塾の内容など詳しくは、同センターホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。

ささががみみ風風っっ子子教教師師塾塾 入入塾塾説説明明会会
相模原で教師になろう相模原で教師になろう

急急病病・・ケケガガでで困困っったたととききはは

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必ず受けましょう。

　　　　○受診のときは、必ず保険証、各種医療証を持参してください。
（保険証などがない場合は自費になります。）

子どもの体調のことで判断に迷ったとき
かながわ小児救急ダイヤル　1０４５－７２２－８０００

時　間日にち
午後６時～午前０時毎日

ねんざ、打撲、脱きゅうのとき
休日当番柔道整復施療所案内　　7 ０１２０－１９４１９９

時　間日にち
案内　２４時間４月２９日（祝）・３０日（休）、

５月３日（祝）～６日（日） 診療　午前９時～午後５時

歯科　休日急患歯科診療所　1０４２－７５６－１５０１
時　間日にち

午前８時４５分～１１時３０分
午後１時１５分～４時３０分

４月２９日（祝）・３０日（休）、
５月３日（祝）～６日（日）

　かかりつけ医などが休診でお困りのとき、お問い合わせください。

急病のとき
医科　相模原救急医療情報センター　1０４２－７５６－９０００
　診療可能な医療機関（メディカルセンターなど）を案内しますので、メ
モの準備をしてからお問い合わせください。
※医療相談・歯科案内はできません。

時　間日にち
午後１時～翌朝９時４月２８日（土）

午前９時～翌朝９時４月２９日（祝）・３０日（休）、
５月３日（祝）～６日（日）

午後５時～翌朝９時５月１日（火）・２日（水）

市職員を募集市職員を募集

〈注〉次の（１）～（３）のいずれかに該当すること 
（１）学校教育法に基づく大学（短期大学を含む）で、厚生労働大臣の

指定する科目（３科目以上）を履修し卒業すること
（２）厚生労働大臣の指定する養成機関か講習会の課程を修了すること
（３）社会福祉士か精神保健福祉士

※採用は、原則、平成２５年４月１日以降です。既卒者等については、２４年
１０月１日以降に採用される場合もあります。
※詳しくは受験案内をご覧ください。

受験案内・申込用紙の配布場所
　　　　人事委員会事務局、市役所本館１階受け付け、各区役所総務課・

まちづくりセンターなど。市ホームページの 相模原市、職員募集。 
からもダウンロード可 

申込受付期間
　　　（電子申請）４月２３日午前９時～５月７日午後５時
　　　（郵　　送）４月２３日～５月９日（消印有効）

お問い合わせ　人事委員会事務局　1０４２－７６９－８３２０

第１次試験　６月２４日（日）　麻布大学

模擬授業の様子
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土地や家屋の評価を見直します土地や家屋の評価を見直します

　土地と家屋の固定資産税は３年ごとに
評価を見直します。
　平成２４年度は評価替えの年にあたり、
地価や物価の変動に応じて、固定資産税
算定の基になる価格（評価額）を見直し
ます。
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　固定資産税は、毎年１月１日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に納
めていただく税金です。市税収入の約４０％を占めていて、さまざまな行政
サービスを行うための重要な財源です。また、都市計画税は、まちづくり
のための都市計画事業（下水道、公園、道路などの整備）などに充てられ
るもので、市街化区域内の土地と家屋の所有者に納めていただきます。

　平成６年度の評価替え以降、
宅地の評価は、全国一律に地価
公示価格等の７０％を目途に評価
することになりました。これに
伴う税負担の急上昇を抑えるた
め、評価額に対する前年度課税
標準額の割合（負担水準）に応
じて、なだらかに税負担を上昇
させる課税標準額の調整措置が
行われています。

宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地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税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担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調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措措置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置

国の税制改正により、住宅用地の調整措置が一部変わりました
　負担水準が８０％以上の住宅用地の税負担を据え置いていた措置が廃止にな
り、本来の負担水準（１００％）に達していない土地は税額が上昇する仕組みに
なります。ただし、平成２４年度・２５年度は経過措置として、負担水準が９０％
以上の土地の税額を据え置きます。
　この改正により、２３年度まで税額が据え置かれていた土地も、税額が上が
る場合があります。

お問い合わせ
　所有する資産がある地区の担当課（マンション等鉄骨・鉄筋コンクリー
ト構造の家屋は資産税課）にお問い合わせください。　
中央区　資産税課　土地について　1０４２－７６９－８２９８
　　　　　　　　　家屋について　1０４２－７６９－８２２４
緑区（橋本・大沢・城山地区）　緑市税事務所　1０４２－７７５－８８０７
緑区（津久井・相模湖・藤野地区）　
　　　　　　　　　緑市税事務所津久井税務班　1０４２－７８０－１４０１
南区　南市税事務所　1０４２－７４９－２１６２
※詳しくは、市ホームページや納税通知書をご覧ください。

中中小小企企業業研研究究開開発発補補助助金金
対　象　市内に事業所を持つ中小企業者等が生産

する製品で、次の全てを満たしているもの
○販売開始からおおむね５年以内
○既存の製品とは著しく異なり、優れた使用価値
がある

○市場性が見込まれる
○市の機関で使途が見込まれ、購入実績が少ない
○新製品の生産・販売や資金調達の方法などが確
実に実行できる

※食品や医薬品、医薬部外品、化粧品は対象外で
す。

※詳しくは、市ホームページの 産業・ビジネス を
ご覧になるか、お問い合わせください。

調整措置のイメージ図 
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土地（宅地） 家屋

　税負担の調整措置などを行い、評
価額から課税標準額を算出します。
※住宅用地の課税標準額は、税負担
　を軽減する特例があります。

　地価公示価格や鑑定評価価格など
の７０％を目途に評価額を決定します。
　価格調査基準日は平成２３年１月１
日ですが、その後の半年間に地価が
下落した場合は、その状況を評価額
に反映します。

　その評価額が平成２４年度の評価額
になりますが、前年度の評価額を超
える場合は、原則、前年度の評価額
に据え置かれます。
　また、課税標準額は、基本的に評
価額と同額になります。

　再びその家屋と同一のものを現時
点で建てた場合の建築費を算出し、
家屋の経過年数による減点補正など
を行い、評価額を決定します。

　税額等をお知らせする納税通知書を５月１日に納税者に発送します。

　区ごと、所有者ごとに課税標準額を合計し、税率（固定資産税＝１．４％、
都市計画税＝０．３％）をかけたものが税額になります。
※課税標準額の合計が、土地３０万円、家屋２０万円に満たないものは課税し
ません。

　住宅の固定資産税が減額されます

　新築（増築）家屋は、完成した年の翌年度から課税（変更）
されます。その税額の算出のため、身分を証明する「固定資
産評価補助員証」を携帯した市職員が間取りや仕上げ材料な
どの調査に伺いますのでご協力をお願いします。また、家屋
を取り壊した場合は連絡してください。

　用途変更があった場合はご連絡を
　土地や家屋の用途を変更すると税額が変わる場合がありますので、事務
所を住宅にするなど、用途変更があった場合は連絡してください。

新築住宅　新築された住宅が、次の要件に該当する場合は一定期間、固定
資産税の２分の１に相当する額が減額されます（居住部分の床面
積１２０㎡までの部分）。

　要　件　居住部分の床面積が５０㎡（一戸建て以外の賃貸住宅は４０㎡）以上
２８０㎡以下で、居住部分の割合が全体の床面積の２分の１以上の住宅

　減額期間

住宅改修　住宅の耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修などの工事で
一定の要件を満たす場合は、工事完了から３か月以内に申告する
と固定資産税が減額される場合があります。

　申　告　認定長期優良住宅としての減額を受ける場合は、認定を受けて
新築された住宅であることの証明を添付して、翌年の１月３１日ま
でに申告が必要です。一般の住宅は原則、申告は不要です。

　訪問調査等にご協力を

認定長期優良住宅一般の住宅
新築後７年間新築後５年間３階建て以上の中高層耐火住宅等
新築後５年間新築後３年間上記以外の住宅
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　　　最近、地価が下がっているけど、評価額はどうなるの？

　　家屋は年々古くなるから、評価額は下がるの？

　　全体的には地価はわずかに下がっていますが、周辺地
域の環境条件の変化により、評価額が上がる地域もありま
す。なお、税額については、調整措置があるため、地価が
下落していても上がる場合があります。

　　平成２４年度評価額は、再建築にかかる建築資材などの
下落により全般的に下がっていますが、建築年数や物価変
動等により据え置きになる場合があります。

トライアル発注認定制度とは
　市内中小企業の優れた新製品の販路開
拓を支援し、その一部を市が試験的に購
入して評価する制度です。
　認定された新製品は、市ホームページ
でのＰＲやカタログへの掲載、展示会へ
の出品などを行います。
　平成２３年度は、１３社１３製品を認定しま
した。
申し込み　産業・雇用政策課にある申請

書類（市ホームページからダウン
ロード可）を４月１６日～５月３１日
（必着）に同課へ

　新製品・新技術等の開発を支援します。
対　象　市内で新製品・新技術の研究開発を行う中

小企業者
補助金額　研究開発費の２分の１以内
　　　　　（上限年間２００万円）
申し込み　産業・雇用政策課にある申請書類（市ホ

ームページの 産業・ビジネス → 事業者向け
情報 → 事業主向け助成制度 からダウンロー
ド可）を４月１６日～５月１０日（必着）に同課へ

説明会
日　時　４月１６日（月）午前１０時３０分～１１時３０分
会　場　市役所会議室棟第１会議室
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　産業・雇用政策課　1０４２－７６９－９２５３
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　改訂された新しい学習指導要領が、小学校では平成２３年度から、中学校では今年４月から本
格実施されています。主な改訂内容は、子どもたちの「生きる力」をより一層はぐくむため、
思考力・判断力・表現力の育成、理数・外国語教育等の内容充実や、授業時間の増加などです。
　市は、平成２２年３月に策定した市教育振興計画の中で、人が等しく尊い存在であり、人の英
知や可能性は、幸せで豊かな生活を営む上で、かけがえのない“たから”であるとの思いを込
めた「人が財産（たから）」を基本理念に、「魅力ある学校」づくりを進めています。
　今回は、同計画による市の取り組みを紹介します。

確かな学力を育てる学校づくりを支援
　子どもが自ら考え、判断する力などを身に付けていくために、大きな役
割を果たす教師の力を効果的に発揮・向上できる体制の整備や、地域性を
生かした特色ある学校づくりなどを進めています。

教師力を発揮するための研修
　楽しくわかる授業や魅力的な学級運営を行う
ため、教育に関する豊かな経験や専門的な知識
があるさまざまな分野の講師を招き、研修を行
っています。

市教育委員会による学校訪問
　市教育委員会の指導主事が、市立の全幼稚園・
小・中学校を３年に１度のペースで訪問し、授
業改善、教育課程、児童・生徒指導などをはじ
めとする学校教育の充実に向けて、支援・指導
を行っています。

地域教育力の活用
　地域に在住する知識・経験の豊かな人などを
指導協力者として依頼し、教育活動の充実を図
るとともに、地域と学校の連携を深めています。

さまざまな役割の人材を学校へ派遣
　一人ひとりへのきめ細かな教育や、英語教育等の充実、外国文化への理
解と協調性の育成などのため、さまざまな人材を学校に派遣しています。

少人数指導等の非常勤講師
　学習や学校生活全般にわたり、きめ細やかな
指導を展開するために、小・中学校で、少人数
指導やティームティーチング指導などを行って
います。

支援教育学習指導補助員
　通常の学級に在籍し、支援を必要とする小・
中学校の児童・生徒に対応する個別指導やティ
ームティーチング指導を行っています。

外国人英語指導助手（ＡＬＴ）
　小学校では外国の言葉に慣れ親しむため、中
学校では英語の「聞く・話す」を中心とした英
語教育の充実のため、担任や教科担任の教師と
一緒に指導しています。
※小学校理科支援員、図書整理員、臨時介助員
なども派遣しています。

多様な体験活動の場をつくる
　宿泊体験活動や芸術とのふれあいなどの体験
学習を通して、個性を大切にし、豊かな人間性
や社会性などを育成する学校づくりを進めてい
ます。

相模川自然の村野外体験教室・ふるさと自然体験教室
　宿泊体験活動を通して、普段の学校生活では
得られない体験活動や同級生などとの交流によ
り、豊かな心を培っています。

中学校職場体験
　地域の商店街や官公庁、福祉施設などでの職
場体験により、働くことの喜び、厳しさを体験し
ながら、大人の知恵やたくましさを学んでいます。

学びの連続性を大切にした
教育の推進

　就学前の教育や義務教育９年間の学びの連続
性を大切にし、児童・生徒の豊かな人間性や社
会性をはぐくむとともに、不登校などの今日的
な教育課題の解決に取り組んでいます。

小・中学校連携教育の推進
　中学校区ごとに、小・中学校連携日を設け、教
員や児童・生徒が交流する機会を設けています。

幼稚園・保育園・小学校連携教育の推進
　就学前教育と小学校教育をつなげていくため
に、研究校での実践などを通して、検討を進め
ています。

「心をはぐくむ」ために家庭でできること
　子どもたちは、人とのかかわりの中から、さまざまな力を身に付けてい
きます。家庭で生活の基本ルールをつくりましょう。
○あいさつや、学校であった出来事の話をしてください。
○保護者同士のつながりをもち、子どもや学校の話をしてください。

市教育振興計画について
　詳しい内容は、各行政資料コーナーで閲覧できるほか、市ホームページ
の 教育委員会 → 教育施策の情報（主な施策・教育指針） からもご覧にな
れます。
新しい学習指導要領について
　詳しい内容は、文部科学省のホームページでご覧になれます。

「「「「「「「「「「「「「「「魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅力力力力力力力力力力力力力力力あああああああああああああああるるるるるるるるるるるるるるる学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校」」」」」」」」」」」」」」」ががががががががががががががが「「「「「「「「「「「「「「「生生生生生生生生生生生生生生生きききききききききききききききるるるるるるるるるるるるるるる力力力力力力力力力力力力力力力」」」」」」」」」」」」」」」ををををををををををををををを育育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててててるるるるるるるるるるるるるるる

　平成２５年度採用予定の市立小・中学校の教員採用候補者を決定するための選考試
験を、市単独で実施します。市では政令指定都市に移行した２２年度から県と共同で
実施していましたが、本市の採用を希望する人が募集数を超えていることや、問い
合わせ件数も大変多くなっているなど、本市独自採用への期待が高まっています。
そこで、本市の教員になりたいとの思いを強く持った優秀な教員を採用するため、
単独で採用試験を実施します。

お問い合わせ　学校教育課　1０４２－７６９－８２８４

名画鑑賞の感想を視聴覚機
器を使って発表し合う授業
（美術）▼

「魅力ある学校」とは、
「楽しくわかる授業」
「教師や子どもたちの間に

心が通い合う人間関係」
「地域資源を活用した豊かな

学びの場」があること。

外国人英語指導助手による
授業（英語）▼

▲自動車整備工場での職場
体験

▲小学生の登校時にあいさ
つ運動する中学生たち

試験の特徴
○面接を中心とした人物重視の選考を行います。
○本市小・中学校の非常勤講師経験者を特別選考の対象とします。
○第１次試験は、相模原会場と仙台会場（一般選考のみ）で行います。
○第２次試験は、受験者の負担を考慮し、「１日」で行います。
○全ての受験区分で、年齢制限を採用時６０歳未満とします。

全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全てててててててててててててててててててててててててて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子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど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にににににににににににににににににににににににににに学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学ぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶ喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜喜びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび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全ての子どもに学ぶ喜びを全ての子どもに学ぶ喜びを全ての子どもに学ぶ喜びを
「「人人がが財財産産（（たたかからら））」」がが基基本本理理念念のの

「「魅魅力力ああるる学学校校」」づづくくりり

障害者自立支援法・障害者自立支援法・
児童福祉法が改正児童福祉法が改正

　障害児・者のサービスに係る同法の改正が４月１日に
施行されました。手続きが必要な人には、個別にお知ら
せします。
※詳しくは、各障害福祉相談課・保健福祉課、児童相談
所にお問い合わせになるか、市ホームページの 暮らし
の情報 → 福祉 をご覧ください。

お問い合わせ　障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５

内　容区　分
原則、支払い能力に応じた負担にすることが法律上明確にされました。実際の上限額は今
までと変わりません（４月の報酬改定による影響を除く）。利用者負担の

見直し 障害福祉サービスなどの利用と補装具（車いすなど）の負担額を合算して上限額が設定さ
れ、負担が軽減されます。
障害児施設は「障害児通所支援」と「障害児入所支援」に再編されました。また、児童デ
イサービスは障害児通所支援のサービスに変わりました。障害児支援の

強化
「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」が創設されました。
サービス等利用計画の作成やモニタリングを行う「相談支援事業者」の利用対象者を、今
後３年間で順次拡大します。相談支援の

充実
「地域移行支援」、「地域定着支援」が創設されました。

申し込み　市ホームページの 電子申請 から申し込めます。
※東北４会場（盛岡市、弘前市、仙台市、福島市）でも行い
ます。詳しくは市ホームページの 教育委員会 → 教員採
用情報 をご覧ください。

採用試験に向けた志願者説明会
定員（申込順）相模原会場日　時

５００人 杜 のホールはしもと
もり５月２日（水）

午後７時～８時３０分

１００人ウェルネス
さがみはら

５月６日（日）
午後２時～３時３０分

募集対象・採用予定数
募集教科等・採用予定数校種等

全科　８５人程度小学校
美術　　　  ２人程度国語　６人程度

中学校
保健体育　  ５人程度社会　５人程度
技術　　　  ２人程度数学　５人程度
家庭　　　  ２人程度理科　１０人程度
英語　　　  １０人程度音楽　３人程度

小学校、中学校　５人程度養護教諭

お問い合わせ　教職員課　1０４２－７６９－８２７９

教師になって
　子どもたちがいろいろ
な活動を通して、日々成
長していく姿を身近で見
ることが、教師になって
一番の喜びです。

麻溝小学校　木原智裕

連合運動会に参加して
　目標に向かって努力し、競い合いながら

記録を伸ばす子どもたち。
その大イベントを支える教
職員。連合運動会を通して、
たくさんの人とのつながり
を感じることができました。
 横山小学校　佐々木菜摘

市内の小学校６年生市内の小学校６年生
約約６６，，３００３００人人が参加したが参加した

連合運動会連合運動会

相模川ビレッジ若あゆで相模川ビレッジ若あゆで
のウオールクライミングのウオールクライミング
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第１次試験 ７月８日（日）
会場 相模原会場 青山学院大学相模原キャンパス（中央区淵野辺）

仙台会場（一般選考のみ） 東北文化学園大学（仙台市青葉区）

受験資格
　昭和２８年４月２日以降に出生した人
（採用時６０歳未満）で、受験する校種等・
教科の教員普通免許状を取得しているか、
平成２５年３月３１日までに取得見込みの人
（ほかに要件あり）

選考区分
　一般選考と、特別選考（正規教員経験
者、臨時的任用職員・非常勤講師経験者、
社会人経験者、スポーツ・芸術実績者、
英語資格所有者、大学推薦者）がありま
す。

受験申し込み
期　間　４月９日～５月３１日
方　法　市ホームページの 電子申請

から申し込めます。
※原則、電子申請で受け付けます。

実施要項の配布場所
　教職員課、各区役所総務課・まちづくり
センターなど
※市ホームページの 教育委員会 → 教員採
用情報 からもご覧になれます。

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校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市立小・中学校の
先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先先生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生ににににににににににににににににににににににににににななななななななななななななななななななななななななりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり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せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか先生になりませんか

その思い、その力、さがみはらで！その思い、その力、さがみはらで！

市立小・中学校の市立小・中学校の
先生になりませんか先生になりませんか

輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝くくくくくくくくくくくくくくくくく先先先先先先先先先先先先先先先先先生生生生生生生生生生生生生生生生生
たたたたたたたたたたたたたたたたたちちちちちちちちちちちちちちちちち子子子子子子子子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどどどどどどどどもももももももももももももももももととととととととととととととととととととととととととと

ととととととともももももももももももももももももににににににににににににににににに

相模原市ではこのような先生を求めています

　子どもたちの願いや悩み
に真剣に向き合い、家庭・
地域・仲間と共に、その実
現・解決に努める教師

　子どもたち一人ひとりが「もっ
と学びたい」「もっと知りたい」
と感じる授業をめざし、その実現
のため自己 研  鑽 に努める教師

けん さん

　子どもと共に感動
を分かち合い、情熱
を持って夢を語れる
教師
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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○R

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。

 相模の大凧まつり Map●１ 
　江戸時代から伝わる相模の 大  凧 。今年の題字は政令指定都市相模原の未来へ向か

おお だこ

う合言葉「 潤 
じゅん

 水  都  市  さがみはら」の思いを風に乗せて、という願いが込められた
すい と し

「 潤 
じゅん

 風 」。最大一辺１４．５ｍもの大凧が相模川上空に舞い上がる姿は壮観です。
ぷう

日にち　５月４日（祝）・５日（祝）
時　間　午前１０時～午後４時
会　場　相模川新磯地区河川敷（４会場）

初夏の相模原の風物詩
お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７
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相模の大凧まつり会場のすぐ近く

相模の大凧センター  Map●５ 
（れんげの里あらいそ内）

　天保年間（江戸時代後期）から行われてきた
と伝えられている相模の大凧揚げの文化を保存
し、伝えていくことを目的に開設した施設です。
大凧をはじめ海外や日本各地の凧の展示、凧づ
くり体験などを楽しめます。

所在地　南区新戸２２６８－１
開館時間　午前９時～
　　　　　　　 午後６時
休館日　１２月２９日～
　　　　　　　 １月３日

お問い合わせ　同センター　1０４６－２５５－１３１１

ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルデデデデデデデデデデデンンンンンンンンンンンウウウウウウウウウウウィィィィィィィィィィィーーーーーーーーーーークククククククククククののののののののののの
おおおおおおおおおおすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすめめめめめめめめめめおすすめイイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトト＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆スススススススススススポポポポポポポポポポポッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトト

　

勝坂を学ぼう！

　　 相模の大凧と  Map●６ 
勝坂遺跡を巡る文化財探訪
　勝坂遺跡や磯部八幡宮などの文化財を探訪した
後、相模の大凧まつりを見学します。
日にち　５月４日（祝）
時　間　午前９時３０分～午後０時３０分
集合場所　下溝駅
定　員　５０人（申込順）
申し込み　電話で、４月

１６日～５月２日に
文化財保護課（1 

０４２－７６９－８３７１）
へ

　

みんなで歩こう！ Map●７ 
相模原の鯉のぼり〈１０㎞・１７㎞〉

日にち　４月３０日（休）※小雨決行
集　合　午前８時５０分までに橋本駅北口広場
解　散　１０㎞＝泳げ鯉のぼり相模川会場
　　　　　　 　（正午ごろ）
　　　　１７㎞＝原当麻駅前（午後２時３０分ごろ）
費　用　各５００円
※希望者は昼食と飲料水を持って、直接集合場所へ

お問い合わせ
市ウオーキング協会　1０９０－４１３４－５８０８

　

新緑を訪ねて！〈約４㎞〉

オープンガーデンめぐり Map●８ 
　相模大野から相模女子大学のフランス庭園な
どを散策します。
日にち　５月８日（火）※小雨決行
集　合　午前１０時までに相模大野駅北口改札
解　散　正午ごろ東林間駅
定　員　２０人（申込順）　　費　用　３００円
申し込み　電話で市みどりの協会（1０４２－７７７

－２８６０）へ

史跡勝坂遺跡公園の
笹 葺 住居（復元）

ぶき

　

講演会

当麻谷原古墳群について  Map●９  
　同時期の集落も確認されている希少な当麻谷原
古墳群についてお話しします。
日　時　４月２８日（土）午後２時～４時
会　場　旧石器ハテナ館
講　師　加藤　修さん（女子美術大学名誉教授）
定　員　１００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

約2万年前の相模原へタイムスリップ

旧石器ハテナ館
　平成１１年に国の史跡指定を受けた田名向原遺跡
を中心に、旧石器時代をテーマにした全国でも珍
しい施設です。出土品などの展示や体験教室を通
して歴史や文化財について学べます。
所在地　中央区田名塩田３－２３－１１
開館時間　午前９時～午後６時
　　　　　（１１月～３月は午後５時まで）
休館日　１２月２９日～１月３日

　

視聴覚ライブラリー

月例子ども映画会  Map●１０ 
日にち　５月１２日（土）
時　間　午後２時～３時３０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
定　員　１５０人（先着順）
上映作品
　○くまのおいしゃさん
　　～すてきなコンサート
　○まけるなチッチ
　○咲ちゃんのおふろ屋さん
※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

○Ｃ 北星株式会社

源泉かけ流しの天然温泉

青根緑の休暇村  いやしの湯  Map●１３ 
お問い合わせ　1０４２－７８７－２２８８

　

相模川ふれあい科学館

水族館の人気もの水槽  Map●１１ 
　危険を感じると墨を吐いた
り、周囲の環境に合わせて体
の色を変えたりするなど不思
議な生態を持つマダコの展示
と解説をします。
期　間　５月１３日（日）まで
展示生物　マダコ

　

ふれあい動物広場
　　  フェスティバル  Map●１２  
　人気の子ども引き馬や、ふれあい動物コー
ナーなどに加え、親子２人乗り引き馬、紙芝
居などを行ういつもと一味違う一日です。
日にち　４月２２日（日）
時　間　午前９時３０分～午後４時３０分
会　場　相模原麻溝公園ふれあい動物広場

お問い合わせ
同広場　1０４２－７７８－３９００

マ
ダ
コ

　山の緑を堪能できる露天風呂のほか、心地よい木の香りが
漂う 檜 風呂、天然石を組み合わせた岩風呂などが楽しめます。

ひのき

所在地　緑区青根８４４　　休館日　火曜日
※「平丸」バス停留所から午後０時４０分に無料送迎車あり

（土・日曜日、祝日を除く）
※無料駐車場１５０台

地元の野菜や山菜を使った食事
も人気。　写真：ざるそば天ぷ
ら・小鉢付き７５０円　

山々を見渡せる絶景のパノラマ露天風呂

藤野やまなみ温泉  Map●１４ 
お問い合わせ　1042－686－8073

　源泉かけ流しの風呂と露天風呂のほかに、ドライサウナや
ウエットサウナなども完備しています。

所在地　緑区牧野４２２５－１
休館日　水曜日
※無料駐車場１００台

小高い丘の上にあり、温泉につ
かりながら四季折々の山の景色
も堪能できます。

日
頃
の
疲
れ
を

新
緑
の
か
お
り
で
癒
す

さ
が
み
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ら
の
日
帰
り
温
泉
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開
館
時
間　

午
前　

時
〜
午
後
９
時

１０

相模川ふれあい科学館
1０４２－７６２－２１１０

４月２８日（土）～５月６日（日）は
午後５時まで開館し、休まず営業します。

開館時間　午前９時３０分～午後４時３０分
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）
入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の

人１５０円）

 泳げ鯉のぼり相模川 Map●４ 
　相模川の初夏の空に、約１，２００匹の鯉のぼりが泳ぐ絶景が広がります。
期　間　４月２９日（祝）～５月５日（祝）　　
会　場　相模川高田橋上流
※４月２９日午後１時３０分から、開会式や鼓笛・ロックバンド演奏、祭りばやしな
どの披露があります。
※５月３日・４日に会場内で、鮎の稚魚の放流体験などが楽しめる「内水面まつ
り」を開催します。

 相模湖やまなみ祭  Map●３ 
　ステージでの音楽祭やフリーマーケットの開催のほ
か、肥料として使える流木チップを無料で配布します。
日　時　４月２９日（祝）午前１０時～午後３時
会　場　県立相模湖公園ほか
※雨天時は、県立相模湖交流センターでステージの部
のみ行います。

 こいこいまつり Map●２ 
　　　～和田の里交流祭～

　若葉が 萌 える和田の里に 鯉 のぼりが舞う景色を楽し
も こい

めます。地元で採れた山菜などの販売や、手もみ茶作
りの体験もできます。
日　時　５月３日（祝）～５日（祝）午前１０時～午後５時
会　場　県立陣馬自然公園センター周辺

お問い合わせ
旧石器ハテナ館

1０４２－７７７－６３７１
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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～

相模原麻溝公園競技場の教室
費　用定　員対　象時　間日にち教室名

６,０００円２０人
（抽選）

小学校
１・２年生

午後４時～５時
（７月２５日～８月
２２日は午前８時
～９時）

５月９日～９
月２６日の毎週
水曜日（８月
１５日を除く）

★低学年
クラス

〈全２０回〉

キ
ッ
ズ
ス
ポ
ー
ツ

１回
３００円

２０人
（申込順）

小学校
３・４年生

午後５時１５分
　～６時１５分

５月９日～
７月１１日の
毎週水曜日

中学年
クラス
〈全１０回〉

３,０００円各４０人
（申込順）

１８歳以上
の人

午前９時４５分
　～１０時４５分

５月８日～
６月２６日の
毎週火曜日

いきいき
ウオーキング
〈全８回〉

午前１１時～　  
午後０時１５分

はつらつ
ジョギング
〈全８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８回〉

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、電話番号、教室名を書いて、★は４月３０日（必着）までに、
同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール　asa 
mizo-stadium@dream.jp）へ

銀河アリーナの教室
費　用定　員対　象時　間日にち教室名

４,５００円１５組
（申込順）

３歳以上の
未就学児と
その保護者

午後３時３０分
　～４時３０分

５月１１日～
６月８日の
毎週金曜日

①親子ふれあい
　リトミック
〈全５回〉

５,０００円
各２０人
（抽選）

１８歳以上
の人

午前１０時
　～１１時

５月１８日～
７月２０日の
毎週金曜日

②ヨガ〈全１０回〉

２,５００円午前１０時３０分
　～１１時３０分

５月１９日～
６月１６日の
毎週土曜日

③骨盤矯正体操
〈全５回〉

申し込み　①直接か電話で②③往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、教室名を書いて、４月２９日（必着）までに同所
（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６　1０４２－７７６－５３１１）へ

ねんりんピック選手選考会
（健康マージャン競技）

日　時　５月２１日（月）午前１０時
会　場　日本健康麻将協会相模原支部（中央区氷川町１７－９）
対　象　市内在住の昭和２８年４月１日以前に生まれた人　
費　用　１，０００円
申し込み　電話で５月１４日までに同支部（1０４２－７０７－７８９６）へ

北総合体育館の教室
時　間日にち教室名〈全７回〉

午前１０時～１１時３０分５月１６日～６月２７日
の毎週水曜日　　　★カラダ元気アップ体操

午後８時～９時５月１８日～６月２９日
の毎週金曜日　　　

夏目前！カラダ引き締め
エクササイズ

★１歳６か月以上の未就学児の保育あり〈定員５人程度（抽選）、費用
３,５００円〉
対　象　１５歳以上の人（中学生を除く）＝各３０人（抽選）
費　用　各３，０００円
申し込み　往復はがき（１教室１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、

教室名、★は保育希望の有無を書いて、４月３０日（必着）までに同
館（〒２５２－０１３４　緑区下九沢２３６８－１　1０４２－７６３－７７１１）へ

市体育協会からのお知らせ
市民選手権大会　※種別等は同協会へお問い合わせください。
①ソフトテニス（一般の部）
日　時　５月６日（日）午前９時　　会　場　横山公園テニスコート
②ターゲット・バードゴルフ
日　時　５月１３日（日）午前９時
会　場　相模原麻溝公園暫定スポーツ広場
③バウンドテニス
日　時　５月２０日（日）午前９時　　会　場　北総合体育館
④バドミントン

◇　　　◇
対　象　市内在住か在勤・在学の人
申し込み　①③④電話で②はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、種別

を書いて、①②４月２８日③④５月２日（必着）までに市体育協会へ
さがみはらグリーンプール創立記念記録会兼

ねんりんピック選手選考会
日　時　５月２０日（日）午前９時～午後３時　
会　場　さがみはらグリーンプール　　費　用　１種目７００円
※申し込み方法など詳しくは、市水泳協会ホームページをご覧ください。
○Ａ 水芭蕉に会いに尾瀬ヶ原ハイキング
日にち　６月１日（金）～３日（日）〈集合＝１日午後１０時に相模原駅〉
定　員　３９人（抽選）　　費　用　２万８，０００円
○Ｂ 春のハイキング　箱根　金時山
日にち　５月２０日（日）〈集合＝午前７時に相模原駅〉
定　員　４５人（抽選）　　費　用　４，０００円
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人

◇　　　◇
申し込み　往復はがき（１組４人まで）に住所、氏名、生年月日、性別、

電話番号、○Ａ は「尾瀬ヶ原」、○Ｂ は「金時山」と書いて、４月○Ａ 
３０日○Ｂ ２５日（必着）までに市体育協会へ

３世代交流ニュースポーツ講習会（クッブ）
日　時　５月１３日（日）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　市体育館（市役所前）　　費　用　５００円　※希望者は直接会場へ
あじさいカップテニストーナメント（中学生シングルス）
日　時　６月１０日（日）・１７日（日）
会　場　横山公園テニスコートほか　　費　用　１，０００円
※申し込み方法など詳しくは、市テニス協会ホームページをご覧ください。
市民初心者ダンス講習会〈全７回〉
日　時　５月１８日～６月２９日の毎週金曜日午後６時～１０時
会　場　市体育館（市役所前）　　　
対　象　市内在住か在勤の人　　費　用　８００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号、「ダンス講習会」と書

いて、５月１日（必着）までに市体育協会へ
シニア男子研修会（ソフトテニス）
日　時　４月１８日～平成２５年３月２０日の毎月第３水曜日
時　間　午後０時３０分～４時３０分　　会　場　大野台南テニスコート
対　象　市内在住か在勤の４５歳以上の人＝各３０人（先着順）
費　用　３，０００円（市ソフトテニス協会員は２，０００円）
※希望者は、テニス用具一式を持って直接会場へ
ねんりんピック選手選考会（ソフトテニス）
日　時　５月６日（日）正午　　会　場　横山公園テニスコート　　
種　別　男子ダブルス・女子ダブルス（①６０歳以上の人）
　　　　混合ダブルス（②男子７０歳以上の人、③女子６０歳以上の人）
対　象　市内在住の昭和①③２８年②１８年４月１日以前に生まれた人
費　用　１組２，０００円
申し込み　はがきに住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、「ソフト

テニス選考会」と書いて、４月２９日（必着）までに市体育協会か、
Ｅメールで市ソフトテニス協会（Ｅメール sagamiharasi.soft. 
tennis@jcom.home.ne.jp）へ

親子ラグビー教室

対　象　市内在住の３歳～中学生とその保護者（保護者が市内在勤でも可）
費　用　１人１００円　　※希望者は直接会場へ

会　場日にち種　別

総合体育館５月２０日（日）一般・小学生・高校生シングルス

北総合体育館６月９日（土）中学生シングルス・ダブルス

総合体育館６月２４日（日）一般・高校生ダブルス

会　場時　間日にち
相模原麻溝公園スポーツ広場Ｄ面

午前９時～正午
４月２１日（土）

与瀬グラウンド　　２９日（日）

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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太極拳教室（初級クラス）〈全８回〉
日　時　５月９日～６月２７日の毎週水曜日午前１０時～１１時３０分
会　場　サーティーフォー相模原球場会議室
対　象　１８歳以上の人（高校生を除く）＝３０人（申込順）
費　用　３，０００円
申し込み　直接か電話で、４月３０日までに同球場（1０４２－７５３－６９３０）へ

スポーツ大会出場奨励金
対　象　アマチュアスポーツ大会の全国大会等に出場する市内在住の個

人、団体（年度内１人１回）
※大会開催の１４日前までに申請が必要。申請方法や金額など、詳しくは
お問い合せください。

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

絵手紙体験教室
日　時　５月１８日（金）午前１０時～正午
会　場　さがみはらグリーンプール
対　象　１８歳以上の人＝２０人（申込順）
申し込み　直接か電話で、同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

総合体育館の教室
費　用定　員

（抽選）対　象時　間日にち教室名

１回３００円
（６５歳
以上の人
１５０円）

各４０人

１５歳以上の
人（中学生
を除く）午後１時３０分

　～３時

５月１０日～
６月２８日の
毎週木曜日

ヨガ
〈全８回〉

２０歳以上
の人５月１５日～

７月３日の
毎週火曜日

健康リズム体操
〈全８回〉

１５歳以上の
人（中学生
を除く）

午前１０時
　～正午

中国体操
（練功十八法）
〈全８回〉

６０人午前９時３０分
　～１１時３０分

５月１８日～７月
１３日の毎週金曜
日（６月２９日を
除く）

初級
バドミントン
〈全８回〉

３，０００円４０人午後１時３０分
　～３時

５月１４日～７月
９日の毎週月曜
日（６月４日、７
月２日を除く）

★シェイプアッ
プエクササイ
ズ〈全７回〉

★保育あり（費用３，５００円、申込時に要予約）
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、教

室名、★で保育希望の人は子どもの氏名（ふりがな）・年齢・性
別を書いて、４月３０日（必着）までに同館（〒２５２－０３２８　南区麻
溝台２２８４－１　1０４２－７４８－１７８１）へ

ソレイユさがみの催し
セルフケア　フィットネス　～月経前のストレスを軽くするヒント～
日　時　５月１２日（土）午前１０時３０分～正午
対　象　女性＝２０人（申込順）

であいのサロン
日　時　５月１４日（月）午前１０時～正午　　定　員　３０人（申込順）

子育ておしゃべりサロン
日　時　５月２１日（月）午前１０時３０分～正午
対　象　１歳未満の初めての子とその保護者＝１０組（申込順）

申し込み　直接か電話、ファクスに氏名、電話番号、催し名を書いて、
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

※未就学児（２歳以上）の保育あり（申込時に要予約）

市民講座「学びのらいぶ塾」研修講座
　運営も講師も市民自らが行う市民講座「学びのらいぶ塾」の講師やコー
ディネーターを養成する研修講座です。趣味や特技を生かして、講師や企
画・運営をしてみませんか（政治・宗教・営利目的を除く）。
日にち　研修編　５月１６日～７月２５日の毎週水曜日ほか数回
　　　　実践編　８月２９日（水）、１０月１日（月）～１９日（金）で数回、 

１０月３１日（水）
時　間　原則午前１０時～正午　　会　場　総合学習センター
対　象　初めて講師をしてみたい人か、講座運営をコーディネートしてみ

たい人＝２５人程度（抽選）　　費　用　１，５００円
説明会　※受講希望者は必ず参加してください。
日　時　５月９日（水）午前１０時～正午
※講座の内容など詳しくは、同センターのホームページか、各公民館・図
書館にあるチラシをご覧ください。

申し込み　直接か電話で、４月１６日～２７日に同センター（1０４２－７５６－
３４４３）へ

相相模模女女子子大大学学 競技かるた入門講座
　競技かるたの基礎知識やルールを学びます。
　講座終了後、希望者は全国かるたさがみ野大会を見学します。
日　時　５月４日（祝）午前１０時～正午
対　象　小学生以上の未経験者＝３０人（抽選）
申し込み　ファクスかＥメールに住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番

号、「競技かるた入門講座」と書いて、４月２７日までに同大学（1０４２
－７４７－９５６３　6０４２－７１３－５０２２　Ｅメール　sagami-info@mail２. 
sagami-wu.ac.jp）へ

相相模模女女子子大大学学 春季さがみアカデミー
定　員
（申込順）時　間日にち講座名

各３０人午前１０時３０分
～正午　

５月１０日～２４日の
毎週木曜日

①シニア世代への運動の
勧め〈全３回〉

５月１２日～２６日の
毎週土曜日

② Let's Review Your 
 English〈全３回〉
（ネイティブの講師に
よる英語のみを使用す
る英会話講座）

各２０人

午後１時３０分
　～３時

講義・演習〈全１０回〉５月
１９日～７月２８日の毎週土曜
日（７月２１日を除く）

③墨絵入門 
～北宋山水の模写～　
〈全１６回〉 午後１時３０分

　～４時
制作〈全６回〉９月８日～
１０月１３日の毎週土曜日

午前１０時３０分
～正午　

６月１３日～２７日の
毎週水曜日

④着物着付け三楽体験
〈全３回〉

※③は受講料２万５，０００円（教材費を含む）が必要
申し込み　ファクスかＥメールに住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番

号、Ｅメールアドレス、講座名を書いて、①５月２日②７日③１２日
④６月６日までに同大学（1０４２－７４７－９５６３　6０４２－７１３－５０２２
Ｅメール　sagami-info@mail２.sagami-wu.ac.jp）へ

廖
修
平（Liao,S

hiou
P
ing

      
    
‐    
）

《
結
（
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三
）
》

国立台湾芸術大学・女子美術大学交流展
　学術交流協定を締結している国立台湾芸術大学と女子美術大学の教員・
学生の版画作品を中心に展示します。
期　間　５月１３日（日）まで（火曜日休館）
時　間　午前１０時～午後５時（入館は４時３０分まで）
会　場　女子美アートミュージアム
関連イベント

時　間日にち内　容
午後１時３０分

４月１９日（木）
講話会

午後３時４０分ギャラリートーク

お問い合わせ　同ミュージアム　1０４２－７７８－６８０１

犬・猫の不妊去勢手術費用を一部助成
助成額　犬＝メス４，０００円、オス３，０００円

猫＝メス４，０００円、オス２，８００円
対　象　生後３か月以上の犬（登録済みで狂犬病予防注射を受けているこ

と）や猫を飼っている市内在住の人（営利目的を除く）
申し込み　手術前に、生活衛生課・同課津久井班、指定動物病院にある申

請書（市ホームページの　暮らしの情報　→　健康・衛生・医療　→　生
活衛生・ペット　→　ペット・動物愛護　→　犬猫不妊去勢手術助成金
制度　からダウンロード可）を担当課へ

※助成金交付決定前の手術は助成できません。
※予算額に達した時点で受け付けを終了します。

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

子犬・子猫の譲渡会と飼い方の相談
日にち　５月６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５００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

●飼い方の相談
時　間　午後１時３０分～２時　　※当日、愛犬・愛猫は同伴不可
対　象　当日、譲渡会で子犬・子猫を譲り受けた人
お問い合わせ　市獣医師会譲渡会事務局（カイ動物病院内）　1０４２－７５５－４８７７
 生活衛生課　1０４２－７６９－８３４７
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情報 あ ら かると・ ・

広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは広聴広報課（1０４２－７６９－８２００）へ。掲載した広告のお問い合わせは各広告主へ。

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○R

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。

市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）

９９月に市営峰山霊園月に市営峰山霊園

（（合葬式墓所）の公募を実施合葬式墓所）の公募を実施

　墓所の承継に不安のある人など
向けに、一つの施設の中に多数の
お骨を一緒に埋蔵する合葬式墓所
の公募を実施
所在地　南区磯部４５７３－２
募集数　３５０体
費 １体９万円（年間管理料は不要）
公募期間　９月３日～２８日
申し込み資格　平成２３年９月３日
以前に市に住民登録し、以後も引
き続き市内在住であること　など
※申し込み方法など詳しくは、８
月１５日以降、本紙や市ホームペー
ジでお知らせします。
問 公園課

「広報さがみはら」「広報さがみはら」

「さがみはら市議会だより」「さがみはら市議会だより」

録音版・点字版のご利用を録音版・点字版のご利用を

　視覚に障害のある人などを対象
に送付
申 電話（４月１６日から）か、Ｅメ
ールに住所、氏名、電話番号を書
いて、広聴広報課（1０４２－７６９－
８２００　Ｅ koho@city.sagamiha 
ra.kanagawa.jp）か政策調査課
（1０４２－７６９－９８０３　Ｅ seisaku 
chousa@city.sagamihara.ka 
nagawa.jp）へ

小児慢性特定疾患小児慢性特定疾患

医療給付の継続申請医療給付の継続申請

対 ７月以降も継続を希望する人
※対象者には３月に通知を発送し
ました。届かない人は健康企画課
（1０４２－７６９－８３４５）へ

小規模修繕業者名簿登載の申請小規模修繕業者名簿登載の申請

　同名簿は小規模修繕（土木、建
築、電気、管などの簡易な修繕）
の発注のときに、見積もり依頼の
参考にします。
対 市内に本店があり、１年以上そ
の業務を営み、国・地方税を完納
している業者
申 市ホームページの　産業・ビジネ
ス　→　競争入札参加資格認定申請
等　にある申請書を、４月１６日から
契約課（1０４２－７６９－８２１７）へ

市営住宅入居者募集のしおり配布市営住宅入居者募集のしおり配布

日 ５月１日（火）～２３日（水）
配布場所　住宅課、各区役所・ま
ちづくりセンター・出張所・連絡
所など
入居申し込み　郵送で５月１日～
２３日（消印有効）
※募集する住宅など詳しくは、本
紙５月１日号でお知らせします。
問 コールセンター（1０４２－７７０－
７７７７）

さがみはら市民活動サポートさがみはら市民活動サポート

センターのＮＰＯ無料相談会センターのＮＰＯ無料相談会

　ＮＰＯ法人の設立、会計など
日 ４月２４日（火）、５月１１日（金）・
２６日（土）、６月９日（土）・２２日（金）
時 午後２時・３時３０分・５時３０分
対 市内で活動する人か団体
申 電話か、ファクス、 Ｅメールに
住所、氏名、希望日時、「ＮＰＯ
無料相談会」と書いて、同センタ
ー（16０４２－７５５－５７９０　Ｅ saga 
mi.saposen@iris.ocn.ne.jp）へ

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（市ホ
ームページの　暮らしの情報　→　住 
まい・まちなみ　→　建物の地震対
策がしたい　からダウンロード可）
と修了証、建築士免許証の写しな
どを、５月１日～１６日に同課（1 

０４２－７６９－８２５２）へ

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 ５月１９日（土）
時 午前９時３０分～正午
会 おださがプラザ
対 市内のマンション管理組合役員
と居住者＝１０組（申込順）
申 電話か、ファクス、Ｅメールに
住所、氏名を書いて、首都圏マン
ション管理士会相模原部会事務局
（1０４２－７６５－０２２１　6０４２－７０５ 
－３１４２　Ｅ t-nakamura@a-tem 
po.co.jp）へ

障害等により配慮が必要な障害等により配慮が必要な

お子さんの就学説明会お子さんの就学説明会

　平成２５年度に小学校へ入学予定
で、障害等により教育的配慮が必
要なお子さんの就学説明会

※希望者は直接会場へ
問 学校教育課

国民生活基礎調査の実施国民生活基礎調査の実施

　厚生労働行政の施策立案の資料
にするため、厚生労働省で無作為
抽出した地域の約４００世帯を対象
に、世帯員の状況などの調査を実
施します。該当世帯には、４月下
旬から調査員が訪問しますのでご
協力をお願いします。
問 地域保健課

３３万人健康ウオーク実行委員万人健康ウオーク実行委員

　同イベントの企画・運営
任期　５月～１２月（月１・２回程
度）
申 電話で４月１６日～５月２日に津
久井保健福祉課（1０４２－７８０－
１４１４）へ

長崎で平和の取材「親子記者」長崎で平和の取材「親子記者」

　平和祈念式典への参加や被爆遺
構などの取材
日 ８月８日（水）～１１日（土）〈３
泊４日〉
対 全国の非核宣言自治体に在住の
小学校４年生以上の親子
定 ９組１８人（抽選）
申 はがきに住所、氏名、学校名、
学年、性別、保護者名・性別、電
話番号、平和を願う一言メッセー
ジを書いて押印し、５月７日まで
に日本非核宣言自治体協議会（長
崎市平和推進課内　〒８５２－８１１７
長崎市平野町７－８　1０９５－８４４
－９９２３）へ
※同協議会ホームページ（ ＨＰ http: 
//www.nucfreejapan.com/）か
らも申し込みできます。

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時で、指定する６時間
勤務地　大野北まちづくりセンター
報酬　月額１４万９，９００円
対 国民年金制度に理解がある人
定 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、
４月１６日～２５日に同課（1０４２－
７６９－８２２８）へ

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２５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　中央障害福祉相談課
報酬　日額１万５００円
対 保健師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１６日～２３日に精神保健福
祉課（〒２５２－５２７７　中央区中央２
－１１－１５　1０４２－７６９－９８１３）へ
※後日、面接あり

健康企画課の非常勤栄養士健康企画課の非常勤栄養士

　特定保健指導や栄養改善業務
勤務　６月から１年程度の月～金
曜日で、午前８時３０分～午後５時１５
分のうち５時間３０分か７時間４５分
賃金　時給１，２７０円
対 管理栄養士の資格がありパソコ
ン操作ができる人＝１人
申 履歴書（写真貼付）を直接か郵
送で、４月１６日～２６日に健康企画
課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－
１１－１５　1０４２－７６９－８３２２）へ

福祉①ポスター②標語③作文福祉①ポスター②標語③作文

テーマ　福祉に関すること
規格　①四つ切り白画用紙（５４㎝
×３８㎝）②指定の応募用紙③４００字
詰め原稿用紙５枚以内
対 市内在住か在学の①小・中学生
②小学生③中学生
申 地域福祉課、市内小・中学校に
ある応募用紙と作品を４月１６日～
５月３１日に各学校か同課（1０４２－
７６９－９２２２）へ

お知らせ 

募　　集 

会　場時　間日にち
津久井保健
センター午後２時

　～３時３０分

５月９日
（水）

南保健福祉
センター

５月１０日
（木）

ウェルネス
さがみはら

午前１０時
　～１１時３０分

５月１１日
（金）
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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
　

（敬称略）読者のひろば

広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは広聴広報課（1０４２－７６９－８２００）へ。掲載した広告のお問い合わせは広告主へ。

津久井日帰り観光体験ツアー津久井日帰り観光体験ツアー

　酒まんじゅうなどの製造体験、
地元特産品の買い物、尾崎咢堂記
念館などの見学
日 ①６月２日（土）
　 ②７月７日（土）
時 午前１０時～午後４時
集合場所　伊勢丹相模大野店前、
市役所、橋本駅南口のいずれか
定 各２８人（申込順）
費 各４，２００円（昼食代等を含む）
申 電話で①５月１７日②６月２１日ま
でに津久井湖観光センター（1０４２
－７８４－６４７３）へ

県立相模原公園県立相模原公園

サカタのタネグリーンハウスの催しサカタのタネグリーンハウスの催し

ＳＨＯＪＩ植物画教室合同展
　水彩画によるボタニカルアート
の作品展示
日 ４月１７日（火）～５月６日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
エビネ展
日 ４月２８日（土）～５月６日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
ハワイアンライブ＆フラ
　ハワイアンバンドの演奏とフラ
ダンス
日 ４月３０日（休）
時 午後１時～３時３０分
植物の寄せ植え教室
「多肉植物を水耕栽培で楽しむ」
日 ５月１２日（土）・１３（日）
時 午後１時～３時
対 小学生以上の人＝各３０人（申込順）
費 各１，８００円
申 電話で同公園へ

◇　　　◇
問 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

市民吹奏楽団グリーンコンサート市民吹奏楽団グリーンコンサート

　曲目は「交響的詩曲　地獄変」
ほか
日時 ５月２７日（日）午後２時
会 市民会館
※座席指定の引換券が必要です。
入手方法は同団ホームページ（http: 
//www.geocities.jp/cbsgm_
web/）をご覧になるか、お問い合
わせください。
問 同団事務局（1０９０－２１５９－４９６３）

レクリエーションダンスレクリエーションダンス〈〈全全５５回回〉〉

日時 ５月９日～６月６日の毎週水曜
日午前１０時～正午
会 老人福祉センター渓松園
対 ６０歳以上の人＝２０人（申込順）
費 ２，０００円
申 直接か電話で同園（1０４２－７６１
－９２９１）へ

家族で楽しむ家族で楽しむ

心ぽっかぽかコンサート心ぽっかぽかコンサート

　ピアノやパーカッションの演奏
日時 ５月２７日（日）午後１時３０分～３時
会 あじさい会館
定 ３００人（先着順）　費 ５００円
※チケットは同館、同館南分室で
販売
問 同館（1０４２－７５９－３９６３）

市民健康文化センターの教室市民健康文化センターの教室

生け花〈全３回〉
日 ５月８日～２２日の毎週火曜日
対 １８歳以上の人＝１２人（抽選）
費 ４，５００円
申 直接か電話で、４月２４日までに
同センターへ
バルーンアート
日５月２０日（日）
定 ５０人（先着順）
※未就学児は保護者同伴
費 ５００円　※希望者は直接会場へ
万華鏡作り
日５月２６日（土）
定 ３０人（先着順）
※未就学児は保護者同伴
費 １，０００円　※希望者は直接会場へ

◇　　　◇
時 午後１時３０分～３時３０分
問 同センター（1０４２－７４７－３７７６）

手話奉仕員入門課程〈手話奉仕員入門課程〈全２６回全２６回〉〉

日時 ６月４日（月）～平成２５年２月
２３日（土）午前１０時～正午
会 障害者支援センター松が丘園
対 市内在住か在勤・在学の１８歳以
上で手話未経験者＝３０人
費 １，５００円程度
申 同園かけやき体育館にある申込
書（市社会福祉事業団ホームペー
ジからダウンロード可）を４月３０日
までに同園（1０４２－７５８－２１２１）へ

けやき体育館の講座けやき体育館の講座

①障害者ふれあい文化講座「トー
ルペイント」〈全２回〉
日 ５月２６日、６月２日の土曜日
時 午後２時～４時　費 ５００円
②障害者スポーツ講座「フライン
グディスク」〈全３回〉
日 ６月１日～１５日の毎週金曜日
時 午後６時３０分～８時３０分

◇　　　◇
対 市内在住か在勤・在学の①知的
障害児・者②身体障害児・者
定 ①１５人②２０人、ボランティア①
５人②多数（申込順）
申 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、
５月①１９日②２５日までに同館（1 

０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－
１２００）へ

プリザーブドフラワー教室プリザーブドフラワー教室

〈全〈全２２回〉回〉

日 ５月１３日・２０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 ７，０００円（材料費を含む）
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「プリザーブドフラワー教
室」と書いて、４月２５日までに同
所（〒２５２－０１３１　緑区西橋本５－
４－２０　1０４２－７７５－５６６５）へ

神奈川国際学生会館・淵野辺の神奈川国際学生会館・淵野辺の

①韓国語②中国語講座①韓国語②中国語講座〈〈全１２回全１２回〉〉

日 ５月１２日～７月２９日の毎週①土
曜日②日曜日　
時 入門＝午前１０時～１１時３０分
　初級＝午後１時～２時３０分
　中級＝午後３時～４時３０分
※時間は変更になる場合あり
定 各１５人（申込順）　費 各７， ５６０円
申 電話で同館（1０４２－７６８－０２１１）へ

パソコン研修パソコン研修５５月コース月コース

　パソコン入門、ワード・エクセ
ルなど２０講座（ほかに無料体験講
座あり）
会 産業会館
定 各１０～１５人（申込順）
費 ３時間コース４，０００円から
申 電話かインターネットで同館
（1０４２－７５３－８１３３　ＨＰ http:// 
www.sankai０６.jp/）へ

　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。
▼中国語広場　中国語での会話や
ミニゲームなど　４月２８日、５月
１９日、６月９日・２３日、７月７日の
土曜日午後１時～４時、桜美林大学
プラネット淵野辺キャンパス　�問 同
大学孔子学院事務局（1０４２－７０４－
７０２０）
▼桜美林中学・高校吹奏楽部定期
演奏会～骨髄バンク支援チャリテ
ィ～　５月４日（祝）午後５時３０分
～８時３０分、オリンパスホール八王
子（八王子市）　�問  生 野   （1０４２－７９７

しょう の

－２６６７）
▼草芸展（春の山野草）　５月５日
（祝）午前１１時～午後５時、６日（日）
午前９時～午後４時、あじさい会館。
６日は午後１時から実技あり　�問 小
林（1０４２－７７１－４００３）
▼民話の語り「むかしむかしな」
　演目は「ばんばあ石」ほか　５月
５日（祝）午後２時～４時、 杜 のホ

もり

ールはしもと多目的室。定員２００人
（先着順）。費用５００円（高校生以下
は無料）　�問 木名瀬（1０４２－７７１－
６３７１）
　　　　　　　会費などは個別にお問い
　　　　　　　合わせください。
▼将棋　月３回日曜日午前９時、上
溝公民館。初心者歓迎　�問 長野（1 

０４２－７５８－８１４２）
▼楊名寺太極拳　毎週水曜日午後８
時、大野台公民館。初心者歓迎　�問 
青佐（1０８０－３３８７－６５７８）
▼ヨガ　月４回土曜日午前９時３０
分、市体育館（市役所前）。初心者
歓迎　�問 日吉（1０４２－７１２－１９５６）
▼バレーボール　毎週水曜日午後８
時＝小山小学校、毎週日曜日午後７
時３０分＝小山中学校。対象はバレー
ボール経験のある２０歳以上の女性
�問  鞆  屋 （1０９０－１８２８－８９１５）

とも や

▼ヨガ　毎月第１・第３火曜日午後
６時３０分、あじさい会館　�問 吉田
（1０４２－７５９－０７０６）
▼バドミントン　毎週月曜日午後４
時３０分、南大野小学校。見学可　�問 
 鳥 生   （1０４２－７４４－８７９１）
とり う

▼中国語　毎週土曜日午後６時、大
野北公民館。対象は初・中級者。見
学可　�問 芦澤（1０４２－８５６－００４３）
▼ストレッチ＆ダンス　毎週水曜日
午前９時、１０時３０分、星が丘公民館
�問 飯野（1０９０－５２００－６９２８）

仲 間

講演・講座 

イベント 

掲載の申込方法は
毎月１日号でお知らせします

催 し
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● 毎月１５日発行 ●

２０１２年 平成２４年 区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 

人　口 人 １７６，９７６

７１，５８１世帯 

平成２４年３月１日現在 （　）は前月との増減 
 

男 ８９，４７５ ／ 女 ８７，５０１ 

（１１８減） 

（５減） 

〒２５２－５１７７　相模原市緑区橋本６－２－１ 
　　　　　　 シティ・プラザはしもと内 

発行／相模原市　　編集／緑区役所総務課 

1０４２－７７５－８８０２ 

地域と生徒をつなぐ懸け橋に

　ゆとり教育の導入で休日になった土曜日などに、
生徒が地域の行事に参加して、伝統などを肌で感じ
られるよう、内郷中学校のＰＴＡや教員、地域の有
志が平成１３年に結成した「内中ふれあいホリデー実
行委員会」。会長の沼崎哲也さん（緑区寸沢嵐在住）
は「地域との交流のきっかけになれば」と話します。
　生徒たちが１０店以上も店を出すサマーフェスティ
バルでは、生徒たちが企画を考え、実行委員会がサ
ポート。毎年出場する市民レガッタ相模湖カップで
は入賞経験もあります。
　「みんな１年で驚くほど変わります」と、生徒たちの成長をうれし
そうに話す沼崎さんは、地域と生徒をつなぐ架け橋となるため活動を
続けています。

破顔一笑 破顔一笑 破顔一笑 

生き生きと表現し、伝え合う「相小万博」

相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校
　相原小学校の自慢は、秋に開催する「相小万博」です。
　午前は各教科や総合学習、外国語活動などの学習
発表。歌や劇、パネル、ワークショップ形式など、
学年や学級ごとに趣向を凝らして発表します。児童
は２グループに分かれ、発表したり自由に見に行っ
たりして交流します。
　午後はステージ発表。全校児童が体育館に集まり、
ダンスクラブや和太鼓クラブの発表を見ます。保護
者や地域の人にも公開され、お祭りのようなにぎや
かさで大好評です。

学びや行進曲 学びや行進曲 学びや行進曲 

緑区区民会議の委員を募集
　緑区のまちづくりの方向性を定めた「緑区区ビジョン」の実現に向けた取り組みや、区
民と行政の協働によるまちづくりの方策などについて話し合います。
期　間　委嘱の日から２年間（会議は８月から年５回程度を予定）
対　象　緑区在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会などの委員、職員、議員を除く）
定　員　３人（選考）
申し込み　緑区役所地域政策課、区内の各行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張

所・公民館にある応募用紙（市ホームページの 緑区 からダウンロード可）を直接か
郵送、ファクス、Ｅメールで５月１４日（必着）までに、緑区役所地域政策課（〒２５２
－５１７７　緑区橋本６－２－１　シティ・プラザはしもと内　1０４２－７７５－８８０１　6 

０４２－７００－７００２　Ｅメール g-chiikiseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ
※土・日曜日、祝日の応募用紙の配布は、公民館のみです。
※４月２３日（月）は休館日のため、公民館での配布は行いません。

「絶景」 「絶景」 「絶景」 
「桜道」 「桜道」 「桜道」 

　点在する巨大な奇岩に巨樹、富士山も見ることができる絶景の眺め。手
軽なハイキングコースとして人気の相模湖地区の石老山に、新たなコース
「桜道」が整備されました。相模湖地区まちづくり会議をはじめ地元自
治会や観光協会、商工会など、地域の協力により、手作業で
造りました。山の中腹に位置する顕鏡寺から100ｍ程登った
ところから分岐して既存コースに戻る道で、市内が一望できる
桜山展望台や、爽やかな風が包む雑木林、桜などが楽しめます。 
　「ハイキング・ウオーキングのまち相模湖」の自慢
のハイキングコースへ、訪れてみませんか。 

　四季折々の景色を楽しめる
「桜道」は、相模湖地区の魅
力アップをめざして、地域ぐ
るみで取り組んだコースで
す。登山の初心者でも安心し
て歩けるので、気軽にお越し
ください。 

まちづくり会議 
観光専門部会長 
永井直義さん 

へと続く へと続く 
地域で築いた 地域で築いた 

石老山入口バス停 

桜道 桜道 

相模湖 

石老山山頂 石老山山頂 

412

（６９４ｍ） 

プレジャー 
フォレスト前バス停 
プレジャー 
フォレスト前バス停 

大明神 
展望台 

顕
鏡
寺 

至橋本 
至相模湖駅 

交通 相模湖駅からバス「三ヶ木」行き「石老山入口」下車、
または、橋本駅からバス「三ヶ木」行き終点にて「相模
湖駅」行きに乗り換え、「石老山入口」下車�

顕鏡寺の岩窟 

お問い合わせ  相模湖まちづくりセンター  1０４２－６８４－３２１３ 

※相模湖観光協会ホームページから、まちづくり会議が作った 
　ハイキングマップをご覧になれます。 

保護者もクイズに参加する
学習発表会

力強い和太鼓に合わせて
ソーラン踊り

桜山展望台からの風景

沼崎哲也さん
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２０１２年 平成２４年 

No.００２５ 

区の人口・世帯 

4 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 ２６７，０３７ 
男 １３５，３３０ ／ 女 １３１，７０７ 

（２６９減） 

１１３，４３２ 世帯数 世帯 （１０７減） 
平成２４年３月１日現在 （　）は前月との増減 
 

　身近なところで皆さんがつながり、共に支え合うことは、地域の大

きな力となります。その地域のつながりの要が自治会です。

　自治会では、地域福祉や環境美化、防災などの、さまざまな活動に

取り組んでいます。

　今回は、その中から防災や防犯など、安全で安心なまちづくりの活

動を紹介します。

宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙ををををををををををイイイイイイイイイイメメメメメメメメメメーーーーーーーーーージジジジジジジジジジししししししししししたたたたたたたたたた
案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内標標標標標標標標標標識識識識識識識識識識をををををををををを設設設設設設設設設設置置置置置置置置置置
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）
の協力のもと、淵野辺駅周辺の５か
所に、案内標識を設置しました。
　駅周辺の公共施設などの案内に加
え、小惑星探査機「はやぶさ」をは
じめとしたＪＡＸＡ相模原キャンパ
スゆかりの科学衛星をイラストや説
明文で紹介しています。この案内標
識に沿って歩くことで、宇宙をより
身近に感じてください。

お問い合わせ
中央区役所地域政策課
1０４２－７６９－９８０１

中中央央区区区区民民会会議議のの公公募募委委員員
　中央区区民会議では、区民と行政の協働によるまちづくりや、
地域活動の活性化などの方策について話し合います。

任　期　委嘱の日（７月末予定）から２年間（会議は年６回程度）
対　象　中央区在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会など

の委員、職員、議員を除く）＝３人（選考）
申し込み　中央区役所地域政策課、市役所行政資料コーナー、

区内各まちづくりセンター・公民館にある応募用紙（中
央区ホームページからダウンロード可）を直接か郵送、
ファクス、Ｅメールで５月１４日（必着）までに、中央
区役所地域政策課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－
１５　1０４２－７６９－９８０１　6０４２－７５７－２９４１　Ｅメール
c-chiikiseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

※土・日曜日、祝日の応募用紙の配布は、公民館のみです。
※４月２３日（月）は休館日のため、公民館での配布は行いません。

地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域ののののののののののののの中中中中中中中中中中中中中でででででででででででででののののののののののののの
つつつつつつつつつつつつつななななななななななななながががががががががががががりりりりりりりりりりりりりををををををををををををを大大大大大大大大大大大大大切切切切切切切切切切切切切ににににににににににににに！！！！！！！！！！！！！

安全・安心なまちづくりに取り組ん
でいる自治会に加入しましょう！

　昨年３月の東日本大震災で家族や近隣同士の「絆」や「助け合い」の大切さ
を強く感じた人も多いのではないでしょうか。
　災害時は、住民一人ひとりが自分で自分の身を守る自助、地域や近隣の人が
互いに協力し合う共助、行政などによる公助が必要です。そして、これらが連
携することにより、被害を最小限にとどめることができます。
　自治会は、地域で協力し合う体制や活動を通じて、共助の中心的な役割を担
っています。

地地域域のの防防災災力力をを高高めめるる活活動動
　日々の暮らしの中には、空き巣やひっ
たくり、振り込め詐欺、交通事故などの
さまざまな危険が潜んでいます。こうし
た犯罪や事故から身を守るためには、近
隣とのつながりを大切にし、地域ぐるみ
で取り組んでいくことが必要です。
　そこで自治会では、防犯パトロールや、
交通安全キャンペーンなどの活動をして
います。また、夜道を明るく照らす防犯
灯の維持管理など、地域の安全で安心な
まちづくりを進めています。

地地域域のの防防犯犯・・交交通通安安全全のの活活動動

　田名地区防犯協会と連携し、青色回転灯装備車両（青
パト）による防犯パトロールを毎日実施しています。年
間の走行距離は８， ０００㎞以上にもなります。乗務資格者の
養成にも積極的に取り組み、現在の有資格者は１０９人とな
っています。

青パト防犯パトロール（田名地区）

　県警では、１月に実施した右図の区間での社会実験の
結果、この区間での歩道の自転車一方通行規制が交通事
故防止等に有効であると判断し、５月１４日から本格的に
規制を実施することになりました。ご協力お願いします。

規制内容　歩道の自転車一方通行（進行方向左側の歩道
のみ通行可。歩道上では車道寄りを通行）

規制時間帯　午前７時３０分～９時（土・日曜日、祝日除く）

お問い合わせ
県警本部交通部交通規制課　1０４５－２１１－１２１２

「「「「「「「「「「「自自自自自自自自自自自転転転転転転転転転転転車車車車車車車車車車車一一一一一一一一一一一方方方方方方方方方方方通通通通通通通通通通通行行行行行行行行行行行規規規規規規規規規規規制制制制制制制制制制制」」」」」」」」」」」本本本本本本本本本本本格格格格格格格格格格格実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施 中央一丁目 

中央五丁目 

市役所 郵便局 

相模原警察署 

至八王子 至横浜 

消防署 

５月１４日（月）
から

「「中中央央区区区区ビビジジョョンン」」答答申申
　平成２２年７月に中央区区民会議に諮問した「中央区区ビジョン」
が、３月２８日に市長へ答申されました。
　区ビジョンは、中央区のめざす将
来像やまちづくりの方向性を示すも
ので、区民会議での審議を経て、広
く区民の皆さんの意見を伺い、とり
まとめられました。
　市ではこの答申を基に、市の計画
として策定し、区民と行政の協働に
よるまちづくりの指針にします。

お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

左：加山市長
右：中央区区民会議 飯島会長

　自治会で組織された自主防災隊によ
り、各地区で工夫を凝らした訓練が実
施されています。自主防災隊は、市の
現地対策班や避難所運営協議会と連携
して、防災対策に取り組んでいます。

各地区で防災訓練実施

　避難所生活を想定して、プライバシ
ーを守るため、ダンボールで間仕切り
を作る工夫などをしています。

避難所宿泊訓練（横山地区）

　地区内には高い建物が多い相模原駅前エ
リアがあるため、はしご車によるデモンス
トレーションが行われています。

　災害は、いつ起こるかわからないた
め、視界の悪い夜に避難誘導などの訓
練を実施しています。

夜間防災訓練（星が丘地区）

募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集

～人と人とがつながり、それが力になる地域コミュニティ～

自治会の力は 地域の力自治会の力は 地域の力

平日午前７時３０分～９時
歩道を通行する自転車は、
矢印方向への一方通行と
なります

地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業地域活性化事業交付金事業地域活性化事業交付金事業
の報告会を開催

　中央区内では、地域活性化事業交付金
を活用して、区民が主体となってまちづ
くりが進められています。
　この活動を広く皆さんに知っていただ
き、より多くの団体に交付金を活用して
効果的に地域活性化に取り組んでいただ
くため、平成２３年度に実施された事業の
報告会を開催します。
日　時　４月２２日（日）午後１時３０分～４時
会　場　けやき会館
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
中央区役所地域政策課
1０４２－７６９－９８０１

は
し
ご
車
も
登
場
す
る
防
災
訓
練

（
小
山
地
区
）

　相模原交通安全協会上溝支部、上溝地
区交通安全母の会と連携し、道行く人に
声を掛け、交通安全を訴えています。

交通安全キャンペーン（上溝地区）

自治会加入のお問い合わせは　相模原市自治会連合会　1０４２－７５３－３４１９
ホームページ　http://www.sagamihara-jichiren.jp/
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２０１２年 平成２４年 

No.００２５

区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 4 15
人　口 人 ２７４,９４０

１２１,７０８世帯 

男 １３６，５７５ ／ 女 １３８，３６５ 
（１５０減） 

（１３９減） 
平成２４年３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 
　　　　　　 市南区合同庁舎内 

発行／相模原市　　編集／南区役所総務課 

1０４２－７４９－２１３４ 

　南区では、地域で活動するボランティア団体や公益的な
活動団体を支援するとともに、皆さんの「活動の場」となる
施設の情報を提供していますので、ぜひ利用してください。

　南区下溝の道保川沿い約１㎞（交
差点「上中丸」から「フイッシング
パーク下」まで）、八重桜の並木が
続きます。見頃は５月上旬頃まで。

お問い合わせ
市観光協会（商業観光課内）

1０４２－７６９－８２３６

南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区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桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③③ 下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原やややややややややややややややややややややややややややややややややややややややえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら南南区区のの桜桜③③下原やえざくら下原やえざくら� 南南南南南南南南南南南南南南南南区区区区区区区区区区区区区区区区のののののののののののののののの魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅力力力力力力力力力力力力力力力力をををををををををををををををを発発発発発発発発発発発発発発発発信信信信信信信信信信信信信信信信！！！！！！！！！！！！！！！！南区の魅力を発信！
クククククククククククククククククレレレレレレレレレレレレレレレレレマママママママママママママママママチチチチチチチチチチチチチチチチチスススススススススススススススススフフフフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェェアアアアアアアアアアアアアアアアア’’’’’’’’’’’’’’’’’１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２
ににににににににににににににににに南南南南南南南南南南南南南南南南南区区区区区区区区区区区区区区区区区役役役役役役役役役役役役役役役役役所所所所所所所所所所所所所所所所所ががががががががががががががががが参参参参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加加加加加加しししししししししししししししししままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすす

日にち　５月１３日（日）
時　間　午前９時～午後３時３０分
会　場　相模原麻溝公園

　同フェア会場内
の「南区ゾーン」
で、南区の魅力（イ
ベントやステージ
等）を発信します。

※クレマチスフェア’１２について、詳しく
は本紙５月１日号でお知らせします

お問い合わせ
（南区ゾーンについて）　南区役所地域政策課

1０４２－７４９－２１３５

第第第第第第第第第２２２２２２２２２期期期期期期期期期南南南南南南南南南区区区区区区区区区区区区区区区区区区民民民民民民民民民会会会会会会会会会議議議議議議議議議ののののののののの委委委委委委委委委員員員員員員員員員ををををををををを募募募募募募募募募集集集集集集集集集
　まちづくりの方向性を定めた「南区区ビジョン」の実現や、
区民と行政の協働によるまちづくりの方策などについて話し合
います。
任　期　委嘱の日から２年間（委嘱は

７月末頃を予定。会議は年６回
程度）

対　象　南区在住の２０歳以上の人（本
市の他の審議会などの委員、職
員、議員を除く）＝３人（選考）

申し込み　南区役所地域政策課・行政
資料コーナー、南区内各まちづくりセンター・公民館に
ある応募用紙（市ホームページの 南区 からダウンロー
ド可）を５月１４日（必着）までに、直接か郵送、ファクス、
Ｅメールで同課（〒２５２－０３７７南区相模大野５－３１－１ 
1０４２－７４９－２１３５　6０４２－７４９－２１１６　Ｅメール m-chi 
ikiseisaku２@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

みんなの活動・交流施設みみんんななのの活活動動・・交交流流施施設設

▲交流ロビーの 
キッズコーナー
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田
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町
田
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国道１６号 

相武台前駅 

小
田
急
線
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線 
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田
急
線 

小田急 
相模原駅 
小田急 
相模原駅 

東林間駅 東林間駅 

相模大野駅 相模大野駅 

古淵駅 古淵駅 

下溝駅 下溝駅 

相武台下駅 相武台下駅 

南区役所 
大野南公民館 
南区役所 
大野南公民館 

大野台公民館 大野台公民館 

大沼公民館 大沼公民館 

上鶴間公民館 上鶴間公民館 

東林公民館 
（まちづくり 
センター） 

相武台公民館 
（まちづくり 
センター） 新磯公民館 

（まちづくり 
センター） 

麻溝公民館 
（まちづくり 
センター） 

麻溝公民館 
（まちづくり 
センター） 

大野中公民館 
（まちづくりセンター） 
大野中公民館 
（まちづくりセンター） 

相模台公民館 
（まちづくりセンター） 

１ 

２ ３ ４ 

５ 

６ 

７ 

８ ９ 

◇施設の利用例◇
〇定期的な会議や打ち合わせ
〇講座や座談会など小規模なイベント
〇サークル活動　〇情報交換ができるフリースペース

　隣接する林間公園や緑道利用者からも、気軽に立ち
寄れると好評です。特に交流ロビーは、育児中の親子
連れや小学生などの利用も多く、施設が幅広く利用さ
れています。

▲

多
目
的
室
を
３
室

連
結
し
た
ソ
シ
ア

ル
ダ
ン
ス
の
練
習

会議室等が利用できる施設（市民活動応援施設の一部）
お問い合わせ会議室等施設名称

市民健康文化センター 1０４２－７４７－３７７６多目的会議室１・２など●１ 市民健康文化センター
相模原麻溝公園競技場 1０４２－７７７－６０８８会議室１～９●２ 相模原麻溝公園競技場
総合体育館 1０４２－７４８－１７８１大・小会議室など●３ 総合体育館
南ボランティアセンター 1０４２－７６５－７０８５情報交換ルームなど●４ 南保健福祉センター
東林ふれあいセンター 1０４２－７４５－７６６０多目的ルーム１～３など●５ 東林ふれあいセンター

東林間自治会 1０４２－７４２－８２９７活動室１・２●６ くぬぎ台地域活動施設
　（南区上鶴間５－７－１）

おださがプラザ 1０４２－７４１－７４９７多目的・ミーティングルームなど●７ おださがプラザ

れんげの里あらいそ 1０４６－２５５－１３１１
多目的ホールなど●８ 新磯ふれあいセンター
工作室●９ 相模の大凧センター

各公民館会議室など●９ 公民館

※利用時間・料金等は施設により異なります。詳しくは各施設にお問い合わせください。
※市民活動応援施設一覧は、南区内各まちづくりセンター・公民館等で配布しています。ま
た、市ホームページの 南区 からもダウンロードできます。

※各公民館の会議室などは、さがみはらネットワークシステム（事前に公民館等での利用者
登録が必要）で予約できます。

　平成２３年１０月にリニューアルオープン。子どもたち
に大人気のウオータースライダープールをはじめオー
プンカフェや交流コーナーなど、さまざまな世代に利
用され、サークル活動も盛んです。

▲施設内には陶芸
窯もあります

▲

ヨ
ガ
サ
ー
ク
ル
の
活
動

会議室を利用できる
スポーツ施設

▲

相
模
原
麻
溝
公
園
競

技
場
の
会
議
室
１

れんげの里あらいそれんげの里あらいそ

●１市民健康文化センター●１ 市民健康文化センター

●５東林ふれあいセンター●５ 東林ふれあいセンター

●２総合体育館

●２相模原麻溝公園競技場

●３ 総合体育館

●２ 相模原麻溝公園競技場
●２相模原麻溝公園競技場相模原麻溝公園競技場●２ 相模原麻溝公園競技場相模原麻溝公園競技場

●４南保健福祉センター南保健福祉センター●４ 南保健福祉センター南保健福祉センター

●７おださがプラザおださがプラザ●７ おださがプラザおださがプラザ

●８ 新磯ふれあいセンター新磯ふれあいセンター
●８ 相模の大凧センター相模の大凧センター
●８ 新磯ふれあいセンター新磯ふれあいセンター
●９ 相模の大凧センター相模の大凧センター



●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）
※○城○津○湖○藤は来庁相談のみ
お問い合わせ　○8 ○9 ○１０ 

○橋
○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

　心の病についての相談
（アルコール相談含む）
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
　　　　　○橋＝緑障害福祉相談課
　　　　　　　1０４２－７７５－８８１１

○南
午後１時
　～２時

５月８日（火）

精神
保健相談
（精神科医）

５月２４日（木）

○ウ
５月９日（水）

５月２２日（火）

○橋午前１１時
　～正午５月１５日（火）

○１０ 

　生活習慣病予防のための体
脂肪率の測定や個別相談
定員　各５人（申込順）

○南午前９時
　　９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分

５月１４日（月）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士） 

○9 ○ウ５月２２日（火）

○8 ○橋
午前９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分
　　１１時

５月２５日（金）

○１２ ○津
午後１時３０分
　　１時４５分
　　２時
　　２時３０分

５月３０日（水）

○１０ 
　食事の相談
持ち物　母子手帳か、健康手帳

（持っている人）

○南午前９時
　～１１時３０分

５月８日（火）

栄養相談
（栄養士）

○8 ○橋５月９日（水）

○9 ○ウ午後１時
　～３時３０分５月１４日（月）

○5 
　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

４月１７日（火）
４月２４日（火） 
５月８日（火）エイズ等の

検査・相談
○橋午後２時

　～４時４月２１日（土）

○6 

　診察、基本検査（身体測定、
尿・血液検査、胸部Ｘ線、心
電図）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５月１６日（水）

健康チェック
～１９歳から３９歳
のあなたへ～

　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
午後１時～４時

月～金曜日
（祝日を除く）

電話歯科相談
（歯科医）

○7 
　ブラッシング方法など歯のお
手入れについての相談や、すぐ
に測れるお口の元気度チェック

○ウ午前９時
　～１１時３０分５月２５日（金）歯科相談

（歯科衛生士）

○7 対象　障害のある人（児）○ウ午後１時３０分
　～２時３０分５月２８日（月）特別歯科相談

（歯科医）
※○南 ○橋○津 でも実施。日程はお問い合わせください。

［発 行］相模原市　 〒２５２-５２７７　相模原市中央区中央 ２丁目１１番１５号　　ホームページ　http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/　［編 集］総務局渉外部広聴広報課　1042-769-8200

別冊　保健・介護予防事業案内 （平成24年） 

●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

　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２０週以降の初めて出産する人とそ

の家族
申し込み　４月３０日までにコールセンター（1 

０４２－７７０－７７７７）へ

○ウ
６月８日（金）
　　１５日（金）
　　２２日（金）

ハロー
マザークラス
〈全３回〉

　むし歯予防の秘けつや歯みがきの裏技実演
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　平成２３年３月～７月生まれの乳幼児と

その家族
定員　○ウ○南＝各２０組、○橋＝３０組（申込順）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２－
　　　７７０－７７７７）へ

○ウ５月１１日（金）
　　２９日（火）

親子で 歯 っぴぃ
は

ちゃれんじ
大作戦！

○南５月８日（火）
　２１日（月）

○橋５月２３日（水）

○9 

　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か月の子どもとその母

親＝２０組（申込順）
※保育なし

○ウ５月１６日（水）産後ママの
エクササイズ

○１０ 
　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サロン
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５月１１日（金）
ぴよぴよ
サロン

○9 ○ウ５月１８日（金）

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
※□印は、歯科衛生士によ
る歯科相談もあり
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　○8 ○9 ○１０ 

向陽○こ 、大野南○こ ５月１日（火）

ふれあい
親子サロン
※○こ ＝こども
　　センター

大野台○こ ５月２日（水）

□○藤 、清新○こ ５月８日（火）

新磯○こ 、相模台○こ 、
△大沼○こ ５月１０日（木）

大島○こ 、橋本○こ 、
△上溝南○こ 、
星が丘○こ 

５月１１日（金）

△二本松○こ 、
△陽光台○こ 、田名○こ ５月１５日（火）

●高齢者のための事業案内●
申込内　容会場時　間日にち事業名

○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）

○橋午後１時
　～３時４月１８日（水）

高齢者
認知症相談 ○3 ○ウ午前１０時

　～正午

４月２４日（火）

５月８日（火）

○4 ○南５月２４日（木）

●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しています。（原則１回）
申し込み・お問い合わせ　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

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

申し込み・お問い合わせ（４月１６日から）

1０４２－７７５－８８１６緑保健センター○8 1０４２－７６９－９２４９介護予防推進課（介護予防班）○1 
1０４２－７６９－８２３３中央保健センター○9 1０４２－７７５－８８１２介護予防推進課（緑班）○2 
1０４２－７０１－７７０８南保健センター○１０ 1０４２－７６９－８３４９介護予防推進課（中央班）○3 
1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課○１１ 1０４２－７０１－７７０４介護予防推進課（南班）○4 
1０４２－７８０－１４１４津久井保健福祉課○１２ 1０４２－７６９－８２６０疾病対策課○5 
1０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課○１３ 1０４２－７６９－８３２２健康企画課（成人）○6 
1０４２－６８７－５５１５藤野保健福祉課○１４ 1０４２－７６９－８３４５健康企画課（母子）○7 
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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○R

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。

「介護マーク」を配布しています

このマークを見かけたら、温かく見守ってください
　高齢者等の介護はほかの人から介護していること
が分かりにくく、誤解や偏見を持たれやすいため、
「介護マーク」を配布しています。
" こんなとき "に使います
　○介護していることを周囲に知ってもらいたい 
　○駅などでトイレに付き添う 
　○男性の介護者が女性用の下着を購入する　など

配布場所　介護予防推進課各班、各保健福祉課・地域包括支援センター

お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７０７－７０４２

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　7０１２０－１９４１９９
　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

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１９日（木）
　　２６日（木）

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）

所要時間　４０分程度
※２００ml献血を行わない場合があります。
※本人確認を行っています。

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

申込内容・対象など会場時　間日にち教室名

○１０ 
　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　○南＝各１５人、○ウ＝３０人

（申込順）

○南午後２時
　～４時

５月１９日（土）ボクササイズ

５月２５日（金）チェアー
エクササイズ

○9 ○ウ午前１０時
　～正午５月２３日（水）ダンベル体操

○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歳以上で肥満か、コ

レステロール値等が高
く、運動が必要な人（６
か月以内に受診した健
診結果が必要）

費用　１，０００円

○ウ

午前９時
　～正午５月２０日（日）

運動
プログラム
作成コース 午後１時１５分

　～４時１５分５月３１日（木）

※受講後、運動習慣定着コース（１０日間）に続けて参加できます。

　会場・申込先は表面の「主な実施会場」「申し込み・お問い合わせ」を
ご覧ください。

献血キャラクター
けんけつちゃん

高齢者よい歯のコンクール
　「一生自分の歯で食べる」ことをめざす運動の一環としてコンクールを行
います。
日にち　６月１０日（日）
会　場　ウェルネスさがみはら
応募資格　市内在住の平成２４年４月１日現在７０歳以上で、２０本以上自分の歯

がある人
※応募者は市歯科医師会会員診療所に連絡し、５月２日までに審査を受けて
ください。

お問い合わせ　市歯科医師会　1０４２－７５６－１５０１

●もっと健康になるための教室●

脳を鍛える！ 脳活道場〈全１３回〉
　ウオーキングや調理などのグループワークを通して、脳の活性化を図ります。

時　間　午前１０時～正午
対　象　６５歳以上で介護認定を受けていない、物忘れ等が気になる人
定　員　各１４人（選考）　　費　用　無料（調理実習は実費）
申し込み　電話で４月１６日～２５日に各申込先へ

申　込会　場日にち
介護予防推進課中央班
1０４２－７６９－８３４９ウェルネスさがみはら５月９日～８月１日の

毎週水曜日
介護予防推進課南班
1０４２－７０１－７７０４南保健福祉センター５月１７日～８月９日の

原則毎週木曜日

シニアのための歯っぴー健口セミナー〈全５回〉
　一人ひとりに合った、歯や口の機能の維持・向上をさせるためのプログラ
ムを作成し、口の体操や清掃などの方法を学びます。

時　間　午前９時４５分～１１時４５分
対　象　６５歳以上（介護保険要介護・要支援者を除く）で、次のいずれかに

該当する人＝各若干名（選考）
　　　○６か月前に比べ、硬いものが食べにくくなった
　　　○お茶や汁物を飲んだとき、むせることがある
　　　○口の渇きが気になる
申し込み　電話で４月１６日～２７日に各申込先へ

申　込会　場日にち

介護予防推進課南班
1０４２－７０１－７７０４南保健福祉センター５月１１日・２５日、６月８日・２２日、

７月１３日の金曜日

介護予防推進課中央班
1０４２－７６９－８３４９ウェルネスさがみはら５月２１日、６月４日・１８日、７月

２日、８月６日の月曜日

こころの電話相談
　心の健康や社会復帰・生活上の問題など、精神保健に関する相談ができます。

精神保健福祉センター　1０４２－７６９－９８１９
相談日　月～土曜日（１２月２９日～１月３日を除く）
時　間　午後５時～１０時

さがみはらわかち合いの会
（自死遺族の集い）

　同じ体験を持つ人同士が語り合う場です。
日　時　５月１０日（木）午後２時～４時
会　場　 杜 のホールはしもとセミナールーム２

もり

対　象　家族など大切な人を自殺で亡くした人＝２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　精神保健福祉センター　1０４２－７６９－９８１８

グッバイ脂肪！ウェルカム美貌♪〈全２回〉

　やせやすい体づくり、リバウンドしにくい生活習慣を実践するため、血管・
体年齢や運動量の測定、バランス栄養食について学びます。
日にち　５月３１日、６月７日の木曜日
時　間　午後１時３０分～３時３０分
会　場　シティ・プラザはしもと
対　象　市内在住の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で４月１６日から緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）へ

生活習慣病
予防教室

がんによる不安や悩みを、がん体験者に相談しませんか？

がんピアサポート事業が始まります
　がん体験者が自らの体験をもとに、がん患者やその家族の不安や悩みを軽
減、解消させるため、相談（ピアサポート※）に応じます。
※同じような立場の人によるサポート

日にち　５月１３日～平成２５年３月２４日の毎月①第２日曜日、②第４日曜日
時　間　午前1０時～午後３時（１人１時間以内）
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　市内在住のがん患者やその家族＝各４人（申込順）
申し込み　電話で４月１６日から健康企画課（1０４２－７６９－８３２２）へ

体験！発見！すぐ実践！
明日を変えるプロジェクト〈全２回〉

　血管・カラダ年齢や運動量の測定、生活習慣病予防について学びます。
日にち　５月２２日・２９日の火曜日
時　間　午後１時３０分～３時３０分
会　場　南保健福祉センター
対　象　市内在住の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で４月１６日から南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

生活習慣病
予防教室
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