
 今号の主な内容 L I N E U P

復興支援のコインアートが行われました

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

市営住宅  入居者募集�4
知っていますか？消費生活センター 

　４月７日・８日に開催した市民桜まつりの会場
で、相模原青年会議所が中心となり「ＯＭＯＩＹＡＲＩ
コインアート」が行われました。これは、硬貨で文
字などをデザインするコインアートを通して東日
本大震災の被災地への支援金を募るイベントで、 
「ＯＭＯＩＹＡＲＩ」などの言葉が作られました。集
まった支援金は、全額「いわての学び希望基金」
へ送られ、震災孤児の支援などに役立てられます。 

お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－８２３６

完
成
し
た
コ
イ
ン
ア
ー
ト
（
８
日
） 
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「潤水都市 さがみはら」は、政令指定都市・ 
相模原の、未来へ向かう合言葉です。 

じゅん すい と し 

市の人口・世帯

人 口  718,695人　（258減）　
男  361,092人/女  357,603人

世 帯  307,300世帯　（579増）
4月1日現在（　）は前月との増減
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〒252－5277
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　市では、多様化する保育のニーズに対応するため「病児・病後児保育」を２か所で
行っています。
　これは、軽症な病気またはけがをしている子ども、その回復期の子どもが通常の保
育所に通えないときに保護者が仕事などの理由で保育ができない場合、一時的に預か
る事業です。これまで、子どもが病気になった場合、仕事を休んだり退職したりする
しかない、などと悩んでいた人は、ぜひ利用してみてください。

～病児・病後児保育～

子 ど もが 病気にな っ た と き
頼れる保育があります

お問い合わせ
保育課　1０４２－７６９－８３４０

開園６５周年を迎える保育のプロが対応

ふちのべほいくえん
病後児保育センター
「ぽっかぽか」

　常駐の保育士と看護師チームで保育看護に
あたっています。体調はもちろん発達段階に合
わせた保育を受けられ、渕野辺保育園本園で調

理する、体調に
応じた食事を提
供しています。

所 在 地　中央区淵野辺３－７－２０
電話番号　０４２－７０４－１３００
保育曜日　月～土曜日
保育時間　午前７時３０分～午後６時３０分
定　　員　８人

▼

一人ひとりに個別的
な配慮を大切にした
ケアを行っています

病院内施設ならではの安心感

北里キッズケアルーム
「ひまわり」

　薬を飲むのを嫌がる子どもにも、看護師と
保育士の知識と経験で対応。落ち着いて座っ

て遊べる工作など、
スタッフが工夫した
手作りの材料での遊
びも好評です。
※利用には、窓口で
の登録（無料）が
必要です。

所 在 地　 南区北里１－１５－１ 北里大学病院内
電話番号　０４２－７７８－７８１５
保育曜日　月～金曜日
保育時間　午前８時～午後５時３０分
定　　員　６人

▲スタッフの看護師（左）と
保育士の皆さん

●症状
　風邪で熱があるときなど、
入院や専門治療の必要がな
い軽症の病気・けが、また
はその回復期。感染症は、
治癒証明書が発行されれば
利用できます。
　詳しくは保育課へお問い
合わせください。

●年齢
　市内在住か市内の保育所
（認可・認可外）へ通う、
６か月～小学校３年生

　最大のメリットは、看護師
と保育士が対応するので、安
心して子どもを預けて仕事が
できること。家庭内での感染
予防にもつながります。

どんな流れで利用するの？
　　　　子どもが病気になった！けがをした！
　　　　（１日で回復するのは厳しそうな症状）

d

①保育施設へ受け入れ状況を確認（利用連絡票を準備） 
※利用連絡票は、市のホームページからダウンロードできます。

d

②かかりつけ医での受診（利用連絡票を持参）
d

③利用当日、施設に利用連絡票と利用申込書を提出

１日の料金
日　額 ２，０００円
給食費 ３５０円
利用連絡票発行手数料★

（かかりつけ医手数料）
１，６００円

計　３，９５０円

★に市からの助成がある場合
（市内在住の人のみ） －７００円

合　計　３，２５０円

病後児
保育

病児
病後児
保育

家庭で
保育する場合との

違いは？

費用は
いくらぐらい
かかるの？

対象になる
年齢や症状は？

　病児・病後児保育利用リピーター　
磯　和輝さん（お子さん ２歳 男の子）

　うちの子は２～３か月に１回ぐら
い風邪をひくので、これまでに７～
８回利用しています。熱があっても
預かってもらえるのは、本当に助か
ります。普通の保育園みたいな雰囲
気だから、連れて行くときも嫌がり
ません。こういう施設がもっといろんな場所にでき
ると嬉しいですね。

　詳しくは、各保育所（認可・認可外）・こどもセンター
に掲示してあるポスターか、市ホームページの 暮らしの
情報 → 子育て → 保育園 をご覧ください。
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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。

市民・事業者・行政がそれぞれの立場や役割を理解し、
積極的な参加により目標達成をめざします。

市民の皆さんの参加をお待ちしています市民の皆さんの参加をお待ちしています
委委員員をを募募集集

地地球球温温暖暖化化対対策策実実行行計計画画（（区区域域施施策策編編））をを策策定定

暮暮ららししとと放放射射線線

　平日や日中に、市税（国民健康保険税を除く）の納付相談や納税ができ
ない人のために窓口を開設します。また、電話相談もできます。

　放射線の基礎知識などについてお話しします。放射線とはどういうもの
か、あらためて学んでみませんか。
日　時　５月２６日（土）午後７時～８時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと

もり

講　師　山内正剛さん（放射線医学総合研究所上席研究員）
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝５００人（申込順）
申し込み　電話（１人１回４人まで）で５月１５日までにコールセンター

（1０４２－７７０－７７７７）へ

　身体に障害のある人などには軽自動車の減免制度があります。４月１日
から軽自動車税の減免適用にかかる障害者手帳などの等級の要件を拡大し
ました。４月１日までに障害者手帳などを取得した人で、要件に該当する
場合は軽自動車税が減免されますので、申請してください。
申請期間　５月１４日（月）～３１日（木）
申請場所　市民税課、緑市税事務所、同津久井税務班、南市税事務所、城

山・相模湖・藤野まちづくりセンター
※すでに申請をしている人は、手帳の等級や車などの変更がなければ、申
請の必要はありません。
※対象者や申請に必要な持ち物などは、５月中旬に届く「平成２４年度軽自
動車税納税通知書」に同封されているお知らせをご覧になるか、お問い
合わせください。市ホームページの　暮らしの情報　→　税金　→　軽自動車税
からもご覧になれます。

お問い合わせ　市民税課　1０４２－７６９－８２９７

身身体体にに障障害害ががああるる人人へへ
軽自動車税の減免要件を拡大軽自動車税の減免要件を拡大

※午後６時以降に市役所へ来庁する場合は、市役所本館裏玄関の守衛室に
申し出てください。

　市では、さらなる温暖化対策を推進するために、「相模原市地球温暖化
対策実行計画（区域施策編）」を策定しました。地球温暖化対策は、一人
ひとりがその目的や必要性を理解して、取り組みを積み重ねていくことが
大切なことから、市民・事業者・行政などさまざまな主体が温暖化防止に
向けて自ら積極的に取り組んでいくことが求められます。こうしたことか
ら、市ではあらゆる主体の連携・協働により、市域の温室効果ガス排出削
減に向けて、取り組んでいきます。

放放射射線線のの健健康康影影響響にに
関関すするる講講演演会会

　市障害児者福祉団体災害対策合同委員会では、災害時における障害者支
援のために、障害者向けと市民向けの２種類
の啓発パンフレットを作成しました。
障害者向け（黄色地）
　普段から準備しておくことや災害時の留意
事項、救護所一覧を掲載。本人情報が記入で
きます。
市民向け（白地）
　災害時に障害者が共通して困ること、市民の皆さんへお願いする支援の
仕方などを掲載しています。
配布方法　障害者向けは障害児者団体や小・中学校の特別支援学級などを

通じて、市民向けは民生委員や自治会役員などに配布するほか、各
区役所・まちづくりセンターなどでも配布します。

お問い合わせ　市障害児者福祉団体連絡協議会　1０４２－７５５－５２８２

障障害害者者のの災災害害支支援援パパンンフフレレッットトががででききままししたた

平成３１年度の市域における二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を
１８年度（約４３８万トン）と比較して１５％（約７０万トン）削減削減目標

取り組みの柱
太陽光発電設備や太陽熱利用設備など、再生可能エネル
ギーの導入を進めます。

①再生可能エネルギ
ーの利用促進

省エネナビによる電力使用量の「見える化」や、エコラ
イフスタイル・エコビジネススタイルへの転換を促すた
めの積極的な取り組みを進めます。

②省エネルギー活動
の促進

次世代クリーンエネルギー自動車の普及促進や、ヒート
アイランド対策にも資する都市緑化を推進します。

③環境共生型まちづ
くりの推進

ごみの減量化・資源化に向けた普及啓発活動や地域団体
の活動等に対する支援を進めます。④循環型社会の形成

健全な森林の保全・育成を図るため、市民や事業者との
連携・協働による森林づくりに取り組みます。

⑤いきいきとした森
林の再生

※同計画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 暮ら
しの情報 → 環境 → 計画と施策 からもご覧になれます。

お問い合わせ　環境政策課　1０４２－７６９－８２４０

電話番号会　場
日　時

夜　間休　日

０４２－７６９－８３００納税課※（市役所第２別館２階）
５月１４日（月）
　　２１日（月）
午後５時３０分
～７時　

５月１３日（日）
　　２０日（日）
午前９時～
午後４時　

０４２－７４９－２１６３南市税事務所
（市南区合同庁舎３階）

０４２－７７５－８８０８

緑市税事務所
（シティ・プラザはしもと内５階）

緑市税事務所津久井税務班
（津久井総合事務所１階）

　２３年９月まで本市で子ども手当を受給していた人が、１０月～２４年３月分
の手当を受給するには３月末までに申請が必要でしたが、その申請期限が
９月末まで延長になりました。まだ手続きが済んでいない人は速やかに申
請してください。
※子ども手当は、２４年４月から児童手当に変わりました。
※４月中旬に「児童手当に関するお知らせ」が届いた人は、すでに申請が
済んでいます。

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－８２３２

人権施策推進協議会委員
　人権施策や人権啓発などについて協議します。
任　期　委嘱の日～平成２６年３月（会議は年３回程度）
定　員　２人（選考）
担当課　地域福祉課　1０４２－７６９－９２２２　6０４２－７５９－４３９５
　　　　Ｅメール chiikifukushi-２@city.sagamihara.kanagawa.jp
地域福祉計画推進会議委員
　第２期市地域福祉計画の実施状況などについて協議します。
任　期　委嘱の日～平成２６年３月（会議は年２回程度）
定　員　２人（選考）
担当課　地域福祉課　1０４２－７６９－９２２２　6０４２－７５９－４３９５
　　　　Ｅメール chiikifukushi-２@city.sagamihara.kanagawa.jp
食育推進委員会委員
　食育の総合的・計画的な推進について協議します。
任　期　委嘱の日～平成２６年３月（会議は年３回程度）
定　員　３人（選考）
担当課　地域保健課　1０４２－７６９－９２４１　6０４２－７５０－３０６６
　　　　Ｅメール chiikihoken@city.sagamihara.kanagawa.jp

子子どどもも手手当当（（平平成成２２４４年年３３月月ままでで））のの
申申請請はは済済んんででいいまますすかか

　市議会３月定例会が、２月２２日～３月２６日に開かれました。
　この定例会では、平成２４年度相模原市一般会計予算や、条例など６２議案
が審議され、可決・同意・承認されました。
　主な審議の内容や結果については、５月１日発行の「さがみはら市議会
だより」をご覧ください。

市市議議会会３３月月定定例例会会 ～～６２６２議案を可決・同意・承認議案を可決・同意・承認～～

対　象　市内在住の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）
申し込み　各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張所・

公民館（青根・沢井公民館を除く）にある応募用紙（市ホームペ
ージの 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報 からダウンロー
ド可）を直接か郵送、ファクス、Ｅメールで５月１８日（必着）ま
でに各担当課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）へ

事事業業所所税税「「貸貸付付申申告告書書」」のの提提出出をを
　事業所税は、人口３０万人以上の都市等で、一定規模（事業所等床面積が
１，０００㎡か従業者数が１００人）を超える事業を行っている法人・個人が納め
る税金です。これらの事業所等は、道路・公園・上下水道などの都市施設
の主な受益者という立場から、都市環境の整備に要する経費の一部として
負担していただくものです。
　事業所税は、事業用家屋の所有者ではなく使用者に課税されます。店舗
や事務所、工場などの事業用家屋を所有していて他の人に貸している場合
は、貸付申告書（市ホームページの 申請書ダウンロード → 税金 からダ
ウンロード可）を提出してください。

お問い合わせ　市民税課　1０４２－７６９－８２９７

休休日日・・夜夜間間納納税税相相談談窓窓口口ののごご利利用用をを

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定

子ども手当（平成２４年３月まで）の
申請は済んでいますか
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　道路に面した危険なブロック塀な
どの撤去や、高さを低くし安全性を
高めるための費用の一部を補助しま
す。
対　象　ブロック塀などの所有者、

管理者
※補助額など、詳しくはお問い合わ
せください。
申し込み　直接、６月１日から建築

指導課にある申込書（同日か
ら市ホームページでダウンロ
ード可）を、建築指導課（1 

０４２－７６９－８２５２）へ

お問い合わせ
建築審査課　1０４２－７６９－８２５４

介護保険サービス単価を改定
　介護保険サービス単価が４月利用分から改定されたため、自己負担額が
３月分と異なる場合があります。具体的な自己負担額は利用している事業
所にお問い合わせください。

危危険険ななブブロロッックク塀塀等等のの
撤撤去去、、安安全全化化をを

～～費費用用のの一一部部補補助助制制度度をを開開始始～～

お問い合わせ　介護保険課　1０４２－７６９－８３２１

　男女共同参画に関する調査や研究活動
を行う市内のグループへ、活動経費の２
分の１を助成します。（上限３万円、審
査あり）
対　象　過半数が市内在住か在勤・在学

の３人以上のグループ
※応募資格など詳しくは、男女共同参画
課、ソレイユさがみにある募集要領を
ご覧ください。市ホームページの 作
品・スタッフ募集 からもご覧になれま
す。

申し込み　募集要領に付いている申込用
紙を、５月３１日（必着）までに同
課へ

お問い合わせ
男女共同参画課　1０４２－７６９－８２０５

　団体力をつけるための講義のほか、市民活動団体の活動の現場
を訪問するなど、さまざまな手法を事例とともに学びます。

介介護護保保険険ののおお知知ららせせ
～６5歳～６5歳以上の人の介護保険料が変わります～以上の人の介護保険料が変わります～

　６５歳以上の人の介護保険料は、３年を１期とする介護保険事業計画期間
の介護保険給付費等見込額や第１号被保険者数の推計等を基に１人当たり
の保険料額（基準額）を算出し、負担能力に応じて所得段階別に定めるこ
とになっています。
　第５期介護保険事業計画期間（平成２４年度～２６年度）は、さらなる高齢
化の進展や高齢者が安心して介護サービスなどを受けるための介護基盤の
整備を促進するなどの要因により、給付費の総額が大幅な上昇となります
が、県財政安定化基金と市給付費等支払準備基金を取り崩し、保険料上昇
の軽減を図るとともに、よりきめ細やかな保険料段階とするため、従来の
１０段階に２つの段階を追加し、１２段階としました。
　基準額（第６段階の保険料額）＝年額５万９，４００円（月額換算４，９５０円）　

負担限度額認定の申請について
　特別養護老人ホームなど介護保険施設に入所している人やショートステ
イを利用している人で、次の対象に該当する人は、居住費（滞在費）と食
費が軽減されますので、負担限度額認定の申請（更新）をしてください。
対　象　市民税非課税世帯・生活保護等の世帯の人
申し込み　更新の人は、５月中旬に郵送する更新申請書類を６月１日まで

に、介護保険課、介護予防推進課の各班、各保健福祉課へ
※新規の人の申し込みは、随時受け付けています。

　資源の直接持ち込みを受け入れていた環境情報センターの資源リサイク
ルステーションを、３月３１日で廃止しました。
　一度に多量に出た資源の持ち込みは、橋本台リサイクルスクエアか新磯
野リサイクルスクエア、津久井クリーンセンターをご利用ください。

お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８３３４

環環境境情情報報セセンンタターーのの 資資源源リリササイイククルルスステテーーシショョンンをを廃廃止止

対　象　団体の立ち上げを考えている人と団体を設立して１～３
年が経過した人＝２０人（申込順）

参加費　２，０００円（市民活動団体訪問の交通費は別途必要）
申し込み　電話かファクス、Ｅメールに住所、氏名、団体名、電

話番号、Ｅメールアドレスを書いて、５月１５日までに、さ
がみはら市民活動サポートセンター（16０４２－７５５－５７９０ 
Ｅメール sagami.saposen@iris.ocn.ne.jp）へ　

会　場時　間日にち

けやき会館午後１時３０分～４時３０分
６月６日（水）
　　１３日（水）

団体訪問
午後０時４５分～３時３０分　　１７日（日）
午後２時～４時　　２７日（水）
午前１０時～正午７月１日（日）

けやき会館午後１時３０分～４時３０分　　１１日（水）

年額保険料負担割合要　件段階

２万３，８００円基準額×０．４０生活保護等の受給者
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税１

２万９，７００円基準額×０．５０課税年金収入額＋合計所得金額が
８０万円以下世帯に市

民税課税
者がいな
い

本
人
が
市
民
税
非
課
税

２

３万５，６００円基準額×０．６０課税年金収入額＋合計所得金額が
８０万円超１２０万円以下３

４万１，６００円基準額×０．７０課税年金収入額＋合計所得金額が
１２０万円超４

４万７，５００円基準額×０．８０課税年金収入額＋合計所得金額が
８０万円以下世帯に市

民税課税
者がいる

５

５万９，４００円基準額課税年金収入額＋合計所得金額が
８０万円超６

６万６，５００円基準額×１．１２本人の合計所得金額が１２５万円以下

本
人
が
市
民
税
課
税

７

７万３，１００円基準額×１．２３本人の合計所得金額が１２５万円超２００万円未満８

８万９，７００円基準額×１．５１本人の合計所得金額が２００万円以上３００万円未満９

１０万１，０００円基準額×１．７０本人の合計所得金額が３００万円以上５００万円未満１０

１１万５，８００円基準額×１．９５本人の合計所得金額が５００万円以上１，０００万円未満１１

１３万３，６００円基準額×２．２５本人の合計所得金額が１，０００万円以上１２ 　ボランティア活動をしている皆さんの万一の事故に備えた補償制度で
す。市がボランティア活動者を対象に一括して保険会社と保険契約を締結
していますので、原則、個人での保険料負担や登録手続きは必要ありません。
主な対象者（必ず活動者名簿を備えてください）
　市内に活動の拠点を置き、無償（実費弁償程度の場合を含む）で自発的・
継続的・計画的に公益性のあるボランティア活動を行っている活動者や、
その活動者がやむを得ない事情により活動に同行させる未就学児など
※未就学児は、各ボランティア団体に名簿登録の上、市への登録手続きが
必要です。

対象となるボランティア活動
　社会福祉活動、社会奉仕活動、社
会教育活動、青少年育成活動、地域
活動など（事業計画・活動記録を備
えてください）
対象となる事故
　活動中の損害賠償責任事故・傷害
事故
※傷害事故で特定の疾病を原因とす
る場合、補償金額が異なりますの
で、お問い合わせください。

事故が発生したら
　市民協働推進課か市の関係課へ速やかに連絡してください。事故報告書
などが必要になります。
※詳しくは、市ホームページの　市政情報　→　市政への参加・連携　→　市民
協働　をご覧ください。

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－９２２５

主な支払補償金額
補償金額区　分

最高
１人　１億円
１事故５億円

身体賠償
損害賠償
責任事故

最高
１事故１，０００万円財物賠償

５００万円死亡

傷害事故
日額３，０００円
（１８０日限度）入院

日額２，０００円
（９０日限度）通院

市市民民活活動動ササポポーートト補補償償制制度度
～ボランティア活動中の事故などに対応～～ボランティア活動中の事故などに対応～

生生ごごみみのの減減量量化化ににチチャャレレンンジジししよようう

ＮＮＰＰＯＯママネネジジメメンントト連連続続講講座座〈〈全全６６回回〉〉

人人をを活活かかしし、、人人がが活活ききるる組組織織づづくくりりののススススメメ
男男女女共共同同参参画画にに関関すするる
調調査査・・研研究究活活動動をを応応援援

お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８２４５

生ごみ処理容器購入費助成制度
　家庭から出る生ごみのおよそ８０パーセントは水分で、燃やすためには余
分なエネルギーが必要です。このため市では、台所から出る生ごみを堆肥
化・減量化する容器を購入する人に、購入費の一部を助成しています。
対　象　市内在住で５年以内に同購入助成を受けていない人
対象容器　家庭用の２，０００円を超える生ごみ処理容器
　○生ごみ処理容器（コンポスト、密閉式）＝１世帯２台まで
　○電動式生ごみ処理機＝１世帯１台まで
※橋本台・新磯野リサイクルスクエアに容器の見本があります。
助成額　購入金額の２分の１（１００円未満切り捨て、上限は３万円）
※申請方法など詳しくは、市ホームページの　暮らしの情報　→　リサイクル
とごみ　→　家庭ごみ（一般ごみ、資源、粗大ごみ、その他）　をご覧になる
か、お問い合わせください。

ダンボールコンポスト講習会〈全２回〉
　ピートモス（園芸用土）を使ったダンボールコンポスト
で、野菜くずなどの生ごみから堆肥を作る方法を２日間で
学びます。
日にち
　５月１４日（月）段ボールを使った堆肥づくりの講習会
　６月１８日（月）アドバイザーによる堆肥の検証と相談会
時　間　午後２時～４時　　会　場　環境情報センター
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で資源循環推進課へ

ごみ ＤＥ  ７  １ 大作戦
デ ナ イ

キャラクター
レモンちゃん
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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。

　これから地域活動を始めてみたい人を対象に、はじめの一歩を踏み出すためのノウハウなどを学びます。

申込資格
次の全てに該当する人
○成人である
○夫婦か親子を主体とした家族である
　（単身者向けを除く）
　○市内に住民登録をして１年以上住んで

いる
○収入基準に当てはまる
○住宅に困っている理由がある
○住宅などを所有していない
○申込者と同居の親族が暴力団員でない
○市民税などの滞納がない
　（分割納付中も滞納とみなします）

入入居居者者募募集集
【募集のしおり】を配布しています（５月２３日まで）

配布場所　住宅課、緑区役所総合案内、中央区役所区民課窓口サービスコーナー、市南区合同庁舎１階ロビー、
各まちづくりセンター・出張所・連絡所、指定管理者〈ウイッツコミュニティ（中央区相模原４－７－
１０）、相模ダイワ（中央区矢部１－１４－１）、�橋石材店（緑区三ケ木４２７－３）〉

※土・日曜日、祝日は市役所本館守衛室、緑区役所休日窓口サービスコーナー、市南区合同庁舎１階ロビー、
各総合事務所守衛室、大野中まちづくりセンター、指定管理者（�橋石材店を除く）

詳しくは、『募集のしおり』をご覧ください。

お問い合わせ
コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

募集する住宅

 公営住宅 〈月額所得が１５万８，０００円（高齢者世帯等は２１万４，０００円）以下の世帯〉

　各講座の内容など、詳しくは津久井生涯学習センター、総合学習センター、各公民館にある募集案内か津久井生涯学習センターのホームページをご覧ください。

申し込み　『募集のしおり』に付
いている申込書を、郵送で
５月２３日（消印有効）まで
か、相談日に直接会場へ

一般世帯向け住宅
所在地募集戸数間取り住宅名

緑区青根１１１０２２ＬＤＫ青根第２団地
緑区大島１１３３ＤＫ大島団地

緑区二本松４－１６
３２ＤＫ

二本松団地
１３ＤＫ

緑区上九沢４
１２ＤＫ

上九沢団地
１３ＤＫ

緑区若柳１２３７－１
３２ＤＫ

内郷住宅
１３ＤＫ

緑区佐野川２４８０－３１２ＤＫ佐野川住宅
緑区向原１－６１２Ｋ中原団地
中央区富士見５－６７３ＤＫ富士見団地

中央区相生２－７～９
１２ＤＫ

東団地 ２２ＬＤＫ
５３ＤＫ

中央区上溝３８７６
１２ＬＤＫ

石橋団地
１

３ＤＫ
中央区淵野辺２－３２－１１淵野辺団地
中央区すすきの町１９－１１２ＤＫすすきの住宅
中央区清新５－３－１１３ＤＫ清新住宅

中央区星が丘４－９－１４
１２ＤＫ

星が丘住宅
１３ＤＫ

中央区田名塩田３－３
１２ＤＫ

田名塩田団地
２

３ＤＫ
南区文京２－１５・１６２文京団地

一般単身者向け住宅
所在地募集戸数間取り住宅名

緑区上九沢４

各１１ＤＫ

上九沢団地
中央区横山６－５－１横山住宅
中央区並木３－１並木団地
南区大野台６－１９－１大野台住宅

費　用対象（抽選）時　間日にちコース講座名

各２，０００円小学校２年生以上
の人＝各２０人

午前９時３０分～１１時３０分５月２６日（土）
※荒天時５月２７日（日）

Ａ

津久井のアウトドア講座
「カヌーｉｎ相模湖」①

午後１時３０分～３時３０分Ｂ
午前９時３０分～１１時３０分６月３０日（土）

※荒天時７月１日（日）
Ｃ

午後１時３０分～３時３０分Ｄ

各５，０００円
各１５人

午後５時３０分～６時２０分
５月２９日～７月３１日の毎週火曜日

小学校１～３年生ジュニア講座
「楽しく英会話」〈全１０回〉②

午後６時２５分～７時１５分小学校４～６年生

　１，０００円午後１時３０分～３時３０分６月２０日、７月１１日、８月８日、
９月１２日、１０月１０日の水曜日文学講座「書」〈全５回〉③

申込期限対象（申込順）会　場時　間日にち講座名

５月２４日市内在住のおおむね５０歳以上の人＝５０人市民会館午後２時～４時５月２６日（土）地域参加をはじめてみよう　入門編

６月６日市内在住のおおむね５０歳以上の人＝３０人
プロミティ
ふちのべ

（中央区鹿沼台）

午後２時～４時
（７月３０日は４時
３０分まで）

６月１１日～７月３０日
（７月１６日を除く）
の毎週月曜日

シニアのための地域活動実践講座
〈全７回〉実践編

申し込み　電話で各申込期限までに高齢者福祉課（1０４２－７６９－９２３１）へ

申し込み　直接か電話、はがきに住所、氏名、年齢（小学生は学年）、電話番号、
①②は希望コースを書いて、５月１５日（必着）までに津久井生涯学習セン
ター（〒２５２－０１５９　緑区三ケ木４１４　1０４２－７８４－２４００）へ

受講者募集受講者募集

グリーンカレッジつくい前期講座グリーンカレッジつくい前期講座

高齢者世帯向け住宅（申込者が６５歳以上）
所在地募集戸数間取り住宅名

緑区大島９４５－１１

２ＤＫ

あじさい住宅大島
中央区田名塩田３－３２田名塩田団地
中央区陽光台５－３－３５１あじさい住宅陽光台

南区相南１－２４－５１あじさい住宅コンフォ
ールさがみ南

高齢者単身者向け住宅（申込者が６５歳以上）
所在地募集戸数間取り住宅名

緑区二本松２－４－５１

１ＤＫ

あじさい住宅二本松
緑区大島９４５－１２あじさい住宅大島
中央区田名塩田３－３１田名塩田団地
中央区陽光台５－３－３５４あじさい住宅陽光台
中央区富士見５－５－１０２あじさい住宅富士見
中央区上溝６－２５－４３１あじさい住宅上溝
南区南台４－１２１南台団地
南区古淵４－１１－１０２あじさい住宅古淵
南区下溝２１０３－２８２あじさい住宅下溝

 特定公共賃貸住宅  〈月額所得が１５万８，００１円～４８万７，０００円の世帯〉

所在地募集戸数間取り住宅名
緑区上九沢４２２ＬＤＫ上九沢団地

老人世帯向け住宅（申込者が６０歳以上）
所在地募集戸数間取り住宅名

南区古淵４－２４－１１２ＤＫ古淵住宅

多人数世帯向け住宅（５人以上の世帯）
所在地募集戸数間取り住宅名

中央区すすきの町１９－１１４ＤＫすすきの住宅

市営住宅

相談日時・会場
会　場時　間日にち

市役所会議室棟　午前９時～正午
午後１時～４時

５月１５日（火）、１６日（水）、２１日（月）、
　　２２日（火）、２３日（水）

津久井総合事務所午後１時～４時５月１７日（木）

市南区合同庁舎　午前９時～正午
午後１時～４時５月１８日（金）

入入居居者者募募集集

地域活動への参加を応援！地域活動への参加を応援！ シニアのための地域活動入門講座・実践講座シニアのための地域活動入門講座・実践講座
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ダミー

学びなおし塾新規入塾生を募集学びなおし塾新規入塾生を募集
　各自のニーズ・目標に合わせた個別学習のほか、
就職のために必要な資格やコミュニケーション能力
向上などを支援します。
日　時　５月７日～平成２５年３月２２日の月・水・金

曜日午前９時３０分～正午
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本５－

４－２０）
対　象　１５～３９歳（中学生を除く）の人
定　員　１５人（選考）
費　用　月１，０００円
※さがみはら若者サポートステーションでの登録が
必要

申し込み　電話で同所（1０４２－７０３－３８６１）へ

コンピュータコンピュータ
実務教育講座実務教育講座〈全１５回〈全１５回〉〉

　ワードやエクセル、パワーポイントなど実
務で使える技術を学びます。
日にち　６月４日～２６日の月～金曜日（７日・

８日を除く）
時　間　午前９時～正午
会　場　デジタルコンテンツ研究会（南区南

台３－１２－１２）
対　象　市内在住でパソコンの入力操作がで

きる求職活動中の人＝１５人（選考）
費　用　１，６４４円
※５月２４日（木）・２５日（金）に面接あり
申し込み　直接か電話で５月２２日まで（土・

日曜日、祝日を除く）に同会（1０４２－
７４８－０４７１）へ

創業・起業ビジネス創業・起業ビジネス
相談会（前期）相談会（前期）

　自ら起業した実務経験や、相談実績の豊富な中小
企業診断士が相談に応じます。
日　時　５月～９月の月４日午後２時、３時３０分、

５時、６時３０分（各１時間）
※土曜日は午前１１時、午後１時、２時３０分、４時（各
１時間）

会　場　橋本図書館
対　象　創業を考えているか、創業して間もない人
申し込み　電話で市産業振興財団（1０４２－７５９－

５６００）へ
※日程など詳しくは、同財団のホームページをご覧
ください。

就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職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活活活活活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動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動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支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援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ままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

 身身身身身身身身身身身身身身身身近近近近近近近近近近近近近近近近なななななななななななななななな相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口口口口口口口 消消消消消消消消消消消消消消消消費費費費費費費費費費費費費費費費生生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活活セセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーー身近な相談窓口　消費生活センター
　同センターは消費生活専門相談員などの資格を持った相談員が商品やサービスな
ど、消費生活に関する苦情や相談に応じます。相談内容により問題解決のための助
言や各種情報の提供、必要に応じてあっせん等を行っています。

ダミー

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

消費生活に関する出前講座　消費生活に関する出前講座
　自治会や老人クラブなどを対象に消費生活相談員が訪問販売やしつこい勧誘の
撃退法、悪質商法の手口などを１～２時間の講座で紹介します。
講座内容　あなたを狙う悪質商法
　　　暮らしの中の契約～トラブルに巻き込まれないために～　など
対　象　１０人以上の団体
申し込み　電話で北消費生活センター（1０４２－７７５－１７７９）へ

市民あんしん家計相談を開始　　　  市民あんしん家計相談を開始
　県ファイナンシャルプランナーズ協同組合との協働事業により、
家計管理の専門家に相談できる窓口を開設します。現在の家計状
況でのローン問題や、老後のための貯金など、金銭的な不安を抱い
ている人のための健全な家計管理の実現を応援します。
日にち　６月～平成２５年３月の第４金曜日（１１月、１２月は第３金

曜日）
時　間　午後１時３０分、２時３０分、３時３０分（各５０分）
会　場　北消費生活センター（シティ・プラザはしもと内）
相談内容　毎月の家計や各種ローン、教育資金やライフプランな

ど、家計全般に関すること（資産運用に関する相談を除く）
申し込み　相談日の１週間前までに電話で北消費生活センター

（1０４２－７７５－１７７９）へ

お問い合わせ
県ファイナンシャルプランナーズ協同組合　1０４５－３１５－０１２１

（午前９時～午後２時、土・日曜日、祝日を除く）

６月から

　悪質な電話勧誘や訪問販売などによる被害が増えて

います。市では、これらの相談に応じる消費生活セン

ターを３か所設置しています。困ったときは早めに相

談してください。

５月は
消費者月間

知っていますか？
消費生活センター

知っていますか？知っていますか？
消費生活センター消費生活センター

こんなときは相談を

利用してください

　毎年５月を消費者月間とし、消費者・事業者・行政が一体となって消費者問題
に取り組んでいます。２４年度は、暮らしの視点から経済をわかりやすくお話しす
る講演を行いますので、この機会に消費生活について考えてみませんか。
日　時　５月２６日（土）午後１時３０分～３時３０分
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）　　
講　師　 山  家 悠紀夫さん（暮らしと経済研究室主宰）　　定　員　１５０人（申込順）

やん べ

申し込み　電話で生活安全課（1０４２－７６９－８２２９）へ

身に覚えのない
料金の請求メー
ルが届いた

子どもが
おもちゃ
でけがを
した

年に１０％の配当が付くという社債や
未公開株の購入を電話で勧められた

クリーニングの
トラブルがうま
く解決しない

悪質な訪問販売で商品を
購入してしまった

パソコンや携帯電話を利用したインターネッ
トに関するトラブルの相談が多発

　利用した覚えのないサイト料を請求される
架空請求など、見知らぬ相手からのメールな
どに軽い気持ちでアクセスするのは危険です。連絡先やメー
ルを保存し、覚えのない請求は無視するなど、十分な対応が
必要です。

ファンド型投資商品や未公開株など投
資に関する相談が多くなっています

　複数の業者のふりをしたり、過去に
支払った投資商品の被害回復をうたっ
てさらにお金を請求したりするなど、
複雑な手口でお金をだまし取ろうとするものが増えています。
「必ずもうかる」「高値で買い取る」といった話を簡単に信
用しないようにしましょう。

相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口口口口口口口相談窓口
北消費生活センター　　　1０４２－７７５－１７７０
相模原消費生活センター　1０４２－７７６－２５１１
南消費生活センター　　　1０４２－７４９－２１７５
（月～金曜日、午前９時～正午、午後１時～４時）
※北消費生活センターは土・日曜日、祝日も相談できます。

電電電電電電電電電電話話話話話話話話話話ををををををををををすすすすすすすすすするるるるるるるるるる前前前前前前前前前前にににににににににに 電話をする前に
　商品やサービスに関する苦情や事業者とのトラ
ブルに関する相談をするときは、購入時の状況（訪
問販売、電話による販売など）、契約日、商品名、
金額、購入先、契約書などを控えておくと相談が
スムーズに進みます。

絶対もうかり 
ますよ 

どうなる！？あなたの暮らしどうなる！？あなたの暮らし
雇雇用用・・年年金金・・介介護護・・エエネネルルギギーー……

消費者月間
記念講演

７０歳以上の高齢者で増加 

各年代ともトップ 
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名前やメー
ルアドレス
などを登録 

STEP２ STEP２ STEP３ STEP３ 

STEP４ STEP４ STEP５ STEP５ 

STEP１ STEP１ 

Facebookを利
用している友達
や知り合いなど
を検索・登録　

発信したお互
いの近況が見
られるように
なります　

コメントや「いいね！」
をしてコミュニケーシ
ョンを取り合ったり、
あなたの情報を友達と
共有したりしてみまし
ょう。 

Facebookでできる、こんなこと 

さらに、お気に入
りの企業・団体を
「いいね！」する
と、旬の情報が手
元に届くようにな
ります。 

手に入れた情報をさらに友達に教えることも 

ミウル 相模原市シティセールス 

情報が 手元に 

例えば 

○○したよ 
友 

よかったね いいね！ 

スマートフォンで スマートフォンで スマートフォンで 

相模原の メニュー 相模原の メニュー 相模原の メニュー 情報発信 情報発信 情報発信 

携帯電話で 携帯電話で 携帯電話で パソコンで パソコンで パソコンで 

チェック!!チェック!!チェック!!

　市では、広報さがみはらをはじめ、ホームページやテレビ、ラジオなどさま

ざまな媒体を活用して、市の情報を発信しています。昨年行った市政モニター

アンケートでは、広報紙などに次いで、インターネットを活用した情報発信の

充実を求める意見が多くありました。

　こうした意見を参考に、４月に開設したシティセールスポータルサイト「さ

がみはらシティセールス」をはじめ、新たにフェイスブックやツイッター、フ

ォトギャラリー、動画などを活用することで情報発信力の強化を図り、市民の

皆さんが知りたい情報や、知ってほしい情報などを効果的に伝えていきます。

　皆さんもパソコンやスマートフォン、携帯電話などを使って利用してみませ

んか。

　相模原の魅力をＰＲしている
シティセールスサポーターズの
メンバーがつづるブログです。

http://ameblo.jp/sagamiha 
ra-scss/

相模原のおすすめ情報を仲間と共有できる

　Facebook は、利用者が世界で約８億人、日本でも
今年３月に１，０００万人を超えた、世界最大の交流サイト
（ＳＮＳ）です。
　Facebook ページ「相模原市シティセールス」では、
イベント情報や相模原の旬な話題をはじめ、協賛企業・団
体によるプレゼントキャンペーンなどを発信しています。

　Facebookの話題でよく聞く「いいね！」という言葉。
これは、Facebook上で見かけた「自分が気に入ったも
の」や「他の人にもおすすめしたいもの」を簡単に周り
に教えてあげるシステムです。友達の書き込みや、気に
なる情報を見つけたら、「いいね！」してみましょう。
また、企業や団体のページ自体を「いいね！」すると、
そのページの情報が自動で手元に届くようになります。
　「相模原市シティセールス」を「いいね！」して、市
の情報をチェック・共有してみてください。

してみよういいね！ 

Facebook ページ「相模原市シティセールス」
http://www.facebook.com/sagamihara.pr

Facebook を使ってみるには？　

ツイッター

相模原の旬な情報をリアルタイムに入手

　ツイッターは１件１４０字以内の簡単な情報を投稿（ツイート）して、
情報を共有するサービスです。
　市では、イベント情報やおすすめの話題などをお知らせしています。

フェイスブック

Facebook

お問い合わせ　シティセールス推進課　1０４２－７０７－７０４５

ツイッターアカウント
「相模原市シティセールス推進課」

@Sagamihara_PR
※ツイッターの利用登録は、Twitter ホームページ（http://twitter.com/）からできます。

イベントやキャンペーンなど楽しい情報がいっぱい♪

相模原の昔も今も、映像で紹介

動画サイト「相模原チャンネル」
　懐かしい相模原を見ることができる「相模原・動画ライブラリ
ー」や、市のイベント、施策、見どころなどを紹介する「広報番
組　潤水都市さがみはら（Ｊ：ＣＯＭ）」など、７つのチャンネ
ルで相模原のさまざまな魅力を発信しています。

「相模原チャンネル」を見るには

市ホームページの から

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

今後も動画を随時追加していきますので、お楽しみに！

緑区でフェイスブックとツイッターを始めました
　緑区のイベント情報や地域の話題、季節の話題などを、緑区の
イメージキャラクター「ミウル」が紹介しています。

お問い合わせ
フェイスブックについて　緑区役所総務課　1０４２－７７５－８８０２
ツイッターについて　　　同地域政策課　　1０４２－７７５－８８０１

緑区イメージ
キャラクター「ミウル」

市ホームページの 
緑区 からリンクし
ているよ

　市の催しや旬の話題など、相模原の魅力にかかわるさまざまな情報を総合
的に発信しています。
　また、フェイスブックやツイッター、フォトギャラリーなどへの“出発地点”
として便利に活用できますので、ぜひご覧ください。

http://pr.city.sagamihara.kanagawa.jp/

シティセールスポータルサイト
「さがみはらシティセールス」
シシテティィセセーールルススポポーータタルルササイイトト
「「ささががみみははららシシテティィセセーールルスス」」

エフエムさがみ（周波数８３．９MHz）をインターネットで配信
　暮らしに役立つ市からのお知らせを放送する「相模原インフォメーション」、市政の動きや展望を市長自ら
が語る「市長と話そう～もっと知りたい相模原～」など、エフエムさがみで放送している番組をパソコンやス
マートフォンからも聴くことができます。聴取方法などは、エフエムさがみのホームページ（http://www.fm 
sagami.co.jp/）で確認してください。

相模原インフォメーション（５分番組）
日曜日土曜日月～金曜日

午前８時５４分午前７時５４分
午前１１時５４分午前９時５４分

午後４時２４分午後４時５４分午後５時５４分

市長と話そう～もっと知りたい相模原～
　　　　　　　　　　　　　（３０分番組）
原則毎月第２金曜日午後１時３０分から
（再放送は翌土曜日午前１０時３０分から）

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００　（サイマルラジオについては　情報政策課　1０４２－７６９－８２１２）

いつでも見られる相模原の写真集

フォトギャラリー 「サガフォト。」
　市のイベントや見どころ、季節のおすすめ、まちなみ
など、８つのジャンルでさまざまな相模原を写真で紹介
しています。
　あなたのお気に入りの１枚がきっと見つかります。

シティセールスサポーターズブログ

※これから利用する人もこちらから登録できます。　※利用規約などをよくご覧になって利用してください。

いろんな相模原が盛りだくさん♪
今後も写真を随時追加していきます
ので、お楽しみに！
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たてしな自然の村バスツアー たてしな自然の村バスツアー〈１泊２日〈１泊２日〉〉

　安曇野の観光や、諏訪湖の間欠泉の見学、水陸両用バスの乗車など、新
緑の信州を満喫します。
日にち　５月２８日（月）～２９日（火）
集　合　午前７時１５分に相模原駅前
解　散　午後６時ごろに同駅前
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　４０人（抽選）
費　用　１万５，０００円（４食付き）
申し込み　往復はがきかファクスに、全員の住所・氏名（代表者に○）・

年齢・電話番号、「たてしな自然の村バスツアー」と書いて、５月
１５日（必着）までに、たてしな自然の村（〒３８４－２３０９　長野県北
佐久郡立科町芦田八ヶ野赤沼平９９５　1０２６７－５５－６７７６　6０２６７－
５５－７１８８）へ

旅行企画　信州リゾートサービス　　実　施　近畿日本ツーリスト神奈川

相模大野図書館相模大野図書館
おはなし地球儀　～絵本は世界のパスポート～
　ロシアの本の読み聞かせと、子どもたちの様子や文化などを紹介します。
日　時　５月１２日（土）午後２時～３時　　対　象　小学生＝３０人（先着順）
※保護者同伴可。希望者は直接会場へ

図書館活用講座　イクメンのすすめ ～お父さんの出番です！ Part２～
　外遊びについてのお話と、お父さんと楽しめる絵本を紹介します。
日　時　５月１９日（土）午前１０時～１１時３０分　
対　象　未就学児とその父親＝１５組（申込順）※家族一緒の参加も可
申し込み　直接か電話で同館へ

　　　　　　お問い合わせ　相模大野図書館　1０４２－７４９－２２４４　　　　　　

橋本図書館橋本図書館

市立図書館（中央区鹿沼台）市立図書館（中央区鹿沼台）
ほっこり座のかみしばい
　毎月第１日曜日に紙芝居会を開催します。
日にち　５月６日～平成２５年３月３日の毎月第１日曜日
時　間　午前１１時～１１時３０分
※内容は４歳～小学生向け（観覧はどなたでも）　※観覧希望者は直接会場へ

　　　　  お問い合わせ　ほっこり座の本多さん　1０４２－７５１－６４１４  　　　　

時　間
日にち

②おはなし会①展　示

午後２時午後１時～４時３０分５月１２日（土）

午前１１時
午後２時午前１０時～午後４時　　１３日（日）

会　場　①同館
　　　　②ミウィ橋本５階コミュニティルーム
※希望者は直接会場へ

大人のためのおはなし会
日　時　６月２日（土）午前１０時～１１時３０分
会　場　 杜 のホールはしもとセミナールーム２

もり

対　象　中学生以上の人
定　員　３０人（申込順）
申し込み　直接か電話で同館へ

　お問い合わせ　橋本図書館　1０４２－７７０－６６００　

布えほん展
　手作りの布絵本や布おもちゃの展示と、おはなし会を
行います。

図 書 館 は 情 報 玉 手 箱 ！図 書 館 は 情 報 玉 手 箱 ！

スポーツやレクリエーションを楽しもうスポーツやレクリエーションを楽しもう

県障害者スポーツ大会
対　象会　場日にち競技会名

平成２４年４月１日現在、１３歳以上の障害者
（①は 膀  胱 か直腸機能障害以外の内部障害

ぼう こう

を、②は内部障害を除く）

海老名市役所西側催事広場６月２４日（日）①フライングディスク

さがみはらグリーンプール７月１日（日）②水泳

申し込み　直接か電話、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、催し名を書いて、５月①２３日②３０日（必
着）までに障害福祉課（1０４２－７６９－８３５５　6０４２－７５９－４３９５　Ｅメール shougai-fukushi@city.saga 
mihara.kanagawa.jp）へ

水
陸
両
用
バ
ス

こども動物クラブ参加者募集こども動物クラブ参加者募集

　約１年間、動物の餌作りや清掃作業などの活動の
ほか、野外での体験活動やレクリエーションを行い
ます。
日にち　６月１３日（水）～平成２５年３月２０日（祝）
※６月１０日（日）午後３時３０分から説明会あり
会　場　相模原麻溝公園ふれあい動物広場
対　象　保護者が送迎できる小学校３年生～中学生
定　員　３０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、

学年、性別、保護者名、電話番号、「動物クラ
ブ参加希望」と書いて、５月２５日（必着）までに
同広場（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２３１７－１　1０４２－７７８－３９００）へ

羊の毛刈り

障害者スポーツ・文化講座
費　用対　象（抽選）会　場時　間日にち催し名

無料
市内在住か在勤・在学の
知的障害児・者＝２０人、
ボランティア＝多数

さがみはら
グリーンプール

午前１１時３０分
～午後１時３０分

６月９日・１６日・
３０日、７月７日
の土曜日

水泳〈全４回〉

１組６，１２０円
（昼食代、入場料）

市内在住か在勤・在学の
障害児・者とその付き添
い＝２０組４０人

山梨県
集合場所
けやき体育館

午前８時
　～午後６時６月１７日（日）バスレクリエーション

「さくらんぼ狩り」

申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、催し名を書いて、５月１５日（必着）までにけやき
体育館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

障害のある人障害のある人 身体障害者身体障害者　大平山登山大平山登山

　山中湖畔の大平山を登山します。
日にち　５月２０日（日）
集　合　午前７時１０分にＪＲ小田原駅
対　象　①車いすを使用②車いすを使

用しない、内臓・心臓疾患がな
い身体障害者

定　員　①２０人②２５人、③ボランティ
ア＝１６５人（申込順）

費　用　①②無料③５，０００円（大学・高
校生２，５００円、中学生１，５００円、
小学生１，０００円）

申し込み　電話か、ファクスに住所、
氏名、生年月日、血液型、電話
番号を書いて、５月１３日までに
山岳集団ベルククラブ（1０４６５
－２３－０４１６　6０４６５－２３－６２９０） 
へ

藤野やまなみ温泉と藤野やまなみ温泉と
さがみはらさがみはらオープンガーデンめぐりオープンガーデンめぐり

　毛利邸のガーデニングを見学した後、藤野やまなみ温泉で入浴を楽しみ
ます。
日にち　６月７日（木）
集　合　午前８時に相模原麻溝公園か、午前８時３０分にけやき会館
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の人（高校生を除く）
定　員　４５人（抽選）　　費　用　１，５００円（昼食代、入浴料を含む）
申し込み　往復はがき（１枚２人まで）に全員の住所・氏名・年齢・性別・

電話番号、「日帰りバスツアー」と書いて、５月１５日（必着）まで
に市都市整備公社（〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　1０４２－ 
７５１－６６２３）へ

街コンさがみはら 開催街コンさがみはら　開催
　参加者が加盟飲食店を回り、各店のオリジナル料理やお酒を楽しみなが
ら、新たな出会いやまちの活性化を目的としたイベントです。
日　時　５月２７日（日）午後１時～５時
会　場　相模原駅周辺の加盟飲食店
対　象　２０歳以上で独身の男女
定　員　各２５０人程度（同性２人１組、申込順）
参加費（１人）　男性６，５００円　女性４，０００円
申し込み　街コンさがみはらのホームページ（http://machicom-sagami 

hara.jp/）から申し込んでください。
※詳しくは同ホームページをご覧ください。
お問い合わせ　街コンさがみはら実行委員会　1０４２－８５１－４２９７

（午前９時～正午、土・日曜日、祝日を除く）

日帰りバスツアー日帰りバスツアー
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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～

市民選手権大会
①ハンドボール
日　時　５月２６日（土）～６月１７日（日）午前９時
会　場　北総合体育館
②サッカー（一般男子・シニア）
日　時　６月３日（日）～８月１９日（日）午前９時
会　場　相模原麻溝公園競技場ほか
③陸上競技（高校生、小学校５･６年生）
日　時　６月１６日（土）午前８時
会　場　相模原麻溝公園競技場
④バレーボール（一般）
日　時　６月１７日（日）午前９時
会　場　総合体育館
⑤剣道（一般・小学生）
日　時　７月１日（日）午前９時
会　場　総合体育館
種　別　男女別・学年別（小学校１・２年生は

男女別のみ、一般男子は段別）
◇　　　◇

対　象　市内在住か在勤・在学の人
申し込み　①市ハンドボール協会ホームページ

から５月１２日まで、②～⑤市体育協会に
ある申込用紙を５月②１５日③２５日④１７日
⑤２９日までに市体育協会へ

わくわくきっずエコハイキング　高尾山
日にち　６月１０日（日）
〈集合＝相模原駅午前６時４５分、橋本駅６時５０分〉
対　象　市内在住の小学校３年生～中学生
定　員　１５人（抽選）
費　用　７００円　　※交通費が別途必要
申し込み　往復はがきに全員の住所・氏名（ふ

りがな）・年齢・性別・電話番号、「わく
わくきっず」と書いて、５月１５日（必着）
までに市体育協会へ

少林寺拳法教室〈全３回〉
日にち　６月３日、９月２日、１２月９日の日曜日
時　間　午前８時３０分～１１時５０分
会　場　北総合体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　２０人（申込順）
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、性別、

電話番号を書いて、５月２０日（必着）まで
に市少林寺拳法協会の越前嘉彦さん（〒
２５２－０２４３　中央区上溝２４９４－１３）へ

市体操祭
日　時　１１月２４日（土）午前１０時～午後３時３０分
会　場　総合体育館　　申込期限　９月１日

※対象や申し込み方法など詳しくは、市体操協
会ホームページをご覧になるか、お問い合わ
せください。

フォーク・レクダンス特別講習会
日　時　５月１９日（土）午後１時３０分～４時
会　場　市体育館（市役所前）
費　用　１，０００円（市レクリエーション協会員

は５００円）
※希望者は直接会場へ

居合道・杖道無料体験教室
日　時　５月２０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（中学生は除く）
※希望者は直接会場へ

ねんりんピック　サッカー練習会・説明会
日　時　５月２７日（日）午前１０時
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
対　象　昭和２８年４月１日以前に生まれた市内

在住の人
申し込み　はがきかファクスに住所、氏名、年

齢、電話番号、「サッカー練習会・説明
会」と書いて、５月２０日（必着）までに
市体育協会へ

市体育協会からのお知らせ 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　6０４２－７５１－５５４５　HP http://www.jade.dti.ne.jp/̃     taikyo/

都市整備公社　設立５０周年記念事業

ウオールクライミング教室
日　時　５月２０日（日）午前９時～正午
会　場　名倉グラウンド
対　象　小学生以上の人＝２０人（申込順）※中学生以下は保護者同伴
費　用　５００円（保険料含む）
申し込み　直接か電話で５月１５日までに相模湖林間公園（1０４２－６８５－

１３３０）へ

総合体育館・北総合体育館の無料開放
　バドミントン、卓球、バレーボールで使えるほか、トレーニング室を
利用できます。
時　間　午前９時～午後１０時
※バレーボールは、総合体育館の夜間（午後６時から）のみ
対　象　小・中学生　※午後５時以降は保護者同伴

スポーツ無料体験イベント
定　員対　象時　間教室名

各３０組
（申込順）

３～５歳の子ど
もとその保護者

午前９時３０分～
　１１時３０分親子体操

（トランポリン、マット運
動、リズム体操）

① 小学校１～３年
生とその保護者午後１時～３時

小・中学生午前９時～正午、
午後１時～３時

スポーツ体験コーナー
（フットサル、バスケット
ボール、ソフトバレーボー
ルなど）

②

会　場　総合体育館
申し込み　①直接か電話で同館へ　②希望者は直接会場へ

総合体育館

３Ｂ親子体操教室〈全８回〉☆
　ボールなどを使い、音楽に合わせて体を動かします。
日　時　５月３０日～７月１８日の毎週水曜日午前１０時～正午
対　象　１～３歳の子どもとその保護者＝３０組（抽選）
費　用　１組１回３００円

いきいき骨盤矯正体操教室〈全７回〉
日　時　６月１日～７月１３日の毎週金曜日午前１０時～１１時３０分
対　象　１５歳以上の人（中学生を除く）＝４０人（抽選）
費　用　３，０００円　　※保育あり（要予約、費用３，５００円）

◇　　　◇
申し込み　往復はがき（１人・組１枚）に住所、全員の氏名、電話番号、

☆は子どもの年齢、教室名を書いて、５月１５日（必着）までに同
館へ

北総合体育館
エアロビックトレーニング「レスミルズボディコンバット」
　格闘技の動きを基にしたエクササイズです。
日にち　５月２１日（月）から毎週月曜日（第２月曜日を除く）
※５月７日（月）に無料体験あり
時　間　午後７時～７時４０分、午後８時２０分～９時
対　象　１８歳以上の人（高校生を除く）＝各３０人（先着順）
費　用　各５００円　　※希望者は直接会場へ

３Ｂ親子体操教室〈全６回〉
　ボールなどを使い、音楽に合わせて体を動かします。
日にち　５月２２日～６月２６日の毎週火曜日
時　間　午前９時３０分～１１時
対　象　２歳～４歳の子どもとその保護者＝２０組（抽選）
費　用　１組１回２００円
申し込み　往復はがき（１組１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、

「３Ｂ親子体操教室」と書いて、５月１５日（必着）までに同館へ

総合体育館　　〒２５２－０３２８　南区麻溝台２２８４－１　1０４２－７４８－１７８１
北総合体育館　〒２５２－０１３４　緑区下九沢２３６８－１　1０４２－７６３－７７１１

さがみはらグリーンプールの催し
費　用対　象時　間日にち講座・教室名

４００円１８歳以上の人午前１１時３０分～
午後０時３０分５月１９日（土）おためし

平泳ぎ

各２００円
６０歳以上の人午前１１時

　～正午
５月２１日（月）★健康

エクササイズ
３０歳以上の人５月２５日（金）健康栄養

４００円１８歳以上の人午前１１時３０分～
午後０時３０分５月２６日（土）おためし

バタフライ

２，０００円
バタ足で２５ｍ
以上泳げる
小・中学生

午後５時３０分
　～６時３０分

６月４日（月）～
８日（金）・１２日
（火）～１４日（木）

クロール集中
水泳〈全８回〉

定　員　各３０人、★は２０人（申込順）
申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

ここここここここここここここここここここここここここここここここ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もももももも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日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日はははははははははははははははははははははははははははははははは体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育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でででででででででででででででででででででででででででででででで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ううううううこどもの日は体育館で楽しもう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！５月５日
（祝） 持ち物など詳しくは、お問い合わせください。
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

建物の耐震巡回相談建物の耐震巡回相談

日 ５月９日（水）
時 午後１時３０分～４時３０分
会 田名公民館
※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

５月は赤十字運動月間です５月は赤十字運動月間です

　赤十字思想の普及を図り、赤十
字社員の加入促進運動を実施して
います。温かいご支援とご協力を
お願いします。
問 日赤相模原市地区本部（地域福
祉課内）

相模川ビレッジ若あゆ相模川ビレッジ若あゆ

ふじの体験の森やませみふじの体験の森やませみ

８月分の利用申し込み８月分の利用申し込み

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

※○印は、２泊３日、１泊２日の
どちらも利用可
申 申込期間に直接、各所へ
※利用者登録カードを持っている
人は、市ホームページやさがみは
らネットワークシステムからも申
し込みできます。
問 相模川ビレッジ若あゆ（1０４２－
７６０－５４４５）、ふじの体験の森やま
せみ（1０４２－６８６－６０２５）

はかりの定期検査はかりの定期検査

　取り引きや証明に使用するはか
りは定期的な検査が必要です。６
月から県計量協会が店舗などに伺
います。
費 はかりの種類によって１台５００
円～５万１，２００円
※新たにはかりを使うようになっ
た人、使わなくなった人、変更し
た人は生活安全課（1０４２－７６９－
８２２９）へ
※対象地区など詳しくは、市ホー
ムページの 暮らしの情報 → 暮ら
しの安全 → 消費生活 → さがみは
らの計量 をご覧になるか、お問
い合わせください。
問 生活安全課

光化学スモッグに注意を光化学スモッグに注意を

　これからの時期、晴れて気温が
高く、風が弱い日には光化学スモ
ッグが発生しやすくなります。
　市では光化学スモッグ注意報発
令などの情報をひばり放送やメー
ルマガジンでお知らせしています。
県テレホンサービス（1０４６３－２４
－３３２２）もご利用ください。
　注意報発令時は屋外での激しい
運動は控え、帰宅後は目を洗い、
うがいをしましょう。
問 環境保全課

宿泊利用①相模川清流の里宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村②たてしな自然の村

　７月まで平日に空きあり
申 随時受け付け
８月分の抽選申し込み　さがみは
らネットワークシステムか商業観
光課、各まちづくりセンター・出
張所・公民館にある申込書を５月
１０日までに各施設へ。抽選後の空
き室の申し込みは５月２１日から電
話で①7０１２０－９８８－５４７②1０２６７
－５５－６７７６へ
※いずれも８月は無休
②日～金曜日は特別料金で宿泊で
き、地域の特産品をプレゼント

マンション管理 無料相談会マンション管理　無料相談会

日時 ５月１３日（日）午後１時～５時
会 市民会館
対 市内のマンション管理組合役員
と居住者＝１０組（申込順）
申 電話で県マンション管理士会相
模原市支部（1０４６－２５６－２６８３）へ

日商簿記検定試験日商簿記検定試験

日 ６月１０日（日）
会 桜美林大学プラネット淵野辺キ
ャンパス、総合電子専門学校
費 １級７，５００円、２級４，５００円、３
級２，５００円
申 直接（５月７日～１１日）かインタ
ーネット（５月１０日まで）で、相模
原商工会議所（1０４２－７５３－８１３４
ＨＰ http：//www．ssp２１．or．jp/）へ

珠算能力検定試験珠算能力検定試験

日 ６月２４日（日）
会 産業会館
費 １級２，０４０円、２級１，５３０円、３
級１，３３０円
申 直接、５月７日～１１日に相模原
商工会議所（1０４２－７５３－８１３４）へ

フリーマーケットの出店者フリーマーケットの出店者

日 ６月１７日（日）〈雨天中止〉
時 午前９時～午後０時３０分
会 橋本台リサイクルスクエア
出店区画サイズ　約２．５ｍ×５ｍ
対 市内在住で説明会（６月９日）
に出席できる人＝３８区画（抽選）
※業者の出店、飲食物（缶詰など
含む）・生き物・電化製品・手作
り品・大型家具の販売不可
費 １，０００円
申 往復はがき（１世帯１枚）に住
所、氏名（ふりがな）、電話番号、
販売品名、「フリーマーケット出
店希望」と書いて、５月１５日まで
に資源循環推進課（〒２５２－５２７７
中央区中央２－１１－１５　1０４２－
７６９－８３３４）へ

市民合同演奏会 モーツアルト市民合同演奏会　モーツアルト

「レクイエム」の合唱団員「レクイエム」の合唱団員

　１２月１６日（日）にグリーンホー
ル相模大野で行う同演奏会の合唱
団員
練習　７月１８日から原則毎週水曜
日午後７時～９時、総合学習セン
ターほか
定 １５０人（抽選）
費 ８，０００円、大学生以下４，０００円（楽
譜代、チケットは別途）
申 往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、パート、楽譜購入の有
無を書いて、５月２５日までに同実
行委員会（〒２５２－０１９９　緑区西橋
本５－２－１　相模原郵便局橋本
支店止稲垣厚子宛　1０９０－８４３３
－４０４４）へ

①児童育成指導員①児童育成指導員

②児童育成補助員②児童育成補助員

③児童館補助員③児童館補助員

　児童への遊びや生活面を指導
※募集施設など詳しくはお問い合
わせください。市ホームページで
もご覧になれます。
勤務　①週４日程度②週３日程度
③週２・３日
賃金　①日額４時間勤務＝４，０００
円、５時間勤務＝５，０００円、６時間
勤務＝６，０００円②③時給８８５円
採用試験　体力測定と面接
申 こども施設課、各こどもセンタ
ー・児童クラブ・児童館・公民館
などにある申込書（市ホームペー
ジからもダウンロード可）を５月
２３日までにこども施設課（1０４２
－７６９－９２２７）へ

相模原口腔保健センターの相模原口腔保健センターの

非常勤歯科衛生士非常勤歯科衛生士

　障害児・者の 口  腔 衛生指導と歯
こう くう

科診療の補助
勤務　６月から火・木曜日（祝日
を除く）で午後０時３０分～５時３０
分
賃金　日額９，０００円
対 歯科衛生士の資格がある人＝１人
申 直接か郵送で、履歴書（写真貼
付）を５月１０日までに市歯科医師
会（〒２５２－０２３６　中央区富士見６
－１－１　1０４２－７５６－１５０１）へ

ｅｅ－－モニターモニター（（市政モニター市政モニター））再募集再募集

　市が実施するアンケートに回答
対 市内在住の１６歳以上の人など
定 ５２人
申し込み期限　５月１１日
※詳しくは、各まちづくりセンタ
ーなどにある再募集案内をご覧に
なるか、お問い合わせください。
問 広聴広報課（1０４２－７６９－８２９９）

中央地域包括支援センターの中央地域包括支援センターの

常勤職員常勤職員

勤務　原則、月～金曜日（土曜日
出勤あり）で午前８時３０分～午後
５時
対主任介護支援専門員の資格があ
る人＝若干名
申 電話連絡の上、履歴書（写真貼
付）と免許・資格証を相模原中央
病院総務課（1０４２－７５１－５０６１）へ

市社会福祉事業団の職員市社会福祉事業団の職員

　福祉事業業務・一般事務
勤務　原則、週３８時間４５分
対 大学卒業程度で、社会福祉主事
の任用資格などと普通自動車運転
免許があるか、採用時までに取得
見込みの人＝若干名
申 必要書類を５月２５日（消印有効）
までに郵送で同事業団（〒２５２－
０２２３　中央区松が丘１－２３－１ 
1０４２－７５０－１９０５）へ
※応募条件や必要書類などは、同
事業団ホームページをご覧になる
か、お問い合わせください。

リサイクルスクエア ５月の催しリサイクルスクエア　５月の催し

リサイクル家具の展示・提供
会 橋本台・新磯野リサイクルスク
エア
対 市内在住の中学生以上の人（１
人１点限り）
申 直接、５月２０日までに、各会場へ
※抽選発表は５月２１日（月）午後１時
おもちゃの病院
日時５月６日（日）午前１０時～正午
※受け付けは１１時３０分まで
会 橋本台リサイクルスクエア
費 無料（１人２点まで。部品代は有料）
※希望者は直接会場へ
問 資源循環推進課

端午の節句は端午の節句は

「「菖 菖 
しょう

蒲湯」に入ろう 蒲 湯」に入ろう
ぶ

日 ５月５日（祝）
時 午前１０時３０分～午後４時（④⑤
は午後３時まで）
会 ①新磯ふれあいセンター
　②市民健康文化センター
　③さがみはら北の丘センター
　④老人福祉センター渓松園
　⑤老人福祉センター若竹園
※④⑤は、市内か町田市在住の６０
歳以上の人が対象
費 ２００円（６５歳以上・中学生以下の
人１００円、障害者手帳を持っている
人は無料）④⑤無料
問 各センター（①1０４６－２５５－１３１１
②1０４２－７４７－３７７６　③1０４２－
７７３－５５７０　④1０４２－７６１－９２９１
⑤1０４２－７４６－４６２２）

イベント 

お知らせ 

８月１日（水）～２日（木）
○３日（金）～５日（日）
６日（月）～７日（火）
１１日（土）～１２日（日）
１３日（月）～１４日（火）
１５日（水）～１６日（木）
１７日（金）～１８日（土）
２０日（月）～２１日（火）
２２日（水）～２３日（木）
○２４日（金）～２６日（日）
○２７日（月）～２９日（水）
　３０日（木）～３１日（金）

相
模
川
ビ
レ
ッ
ジ
若
あ
ゆ

宿
泊
利
用
日（
日
帰
り
利
用
も
可
）

８月１日（水）～２日（木）
○６日（月）～８日（水）
９日（木）～１０日（金）
１３日（月）～１４日（火）
１５日（水）～１６日（木）
○１７日（金）～１９日（日）
２２日（水）～２３日（木）

　○２４日（金）～２６日（日）
２７日（月）～２８日（火）

ふ
じ
の
体
験
の
森
や
ま
せ
み

宿泊利用（抽選）
５月１０日まで

宿泊利用空き室（申込順）
５月２１日から

日帰り利用（申込順）
５月１日から

申
込
期
間

募　　集 

施設のお休み

市民健康文化センター
日 ５月１４日（月）
問 同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日 ５月２２日（火）～６月２日（土）
問 同所（1０４２－７７３－５５７０）
銀河アリーナ
日 ５月２１日（月）
※アイススケート場は５月６日
（日）で終了します。７日（月）～
６月９日（土）は、トレーニング
室、会議室のみ利用できます。
問 同所（1０４２－７７６－５３１１）
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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
　

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。

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

土曜コンサート土曜コンサート

「ハーモニカ演奏」「ハーモニカ演奏」

日時 ５月１９日（土）午後５時３０分
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定 ２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 同所（1０４２－７７５－５６６５）

ソレイユさがみの催しソレイユさがみの催し

出前講座「消しゴムはんこでオリ
ジナルものづくり」
日 ５月１３日（日）
時 午後２時～４時
会 光が丘公民館
対 中学生以上の人＝２０人（申込順）
費 ５００円（材料費）
女性のための個別キャリアカウン
セリング
日 ５月２５日（金）
時 午前９時・１０時３０分
定 各１人（申込順）
女性のための心とからだの健康相談
日 ５月２６日（土）
時 午後１時３０分・２時３０分
定 各１人（申込順）

◇　　　◇
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（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（要予約）

発見しよう！発見しよう！

まちの中の小さな自然 まちの中の小さな自然

日 ５月１５日（火）〈荒天中止〉
時 午前９時３０分～１１時３０分
会 環境情報センター周辺
※希望者は飲み物と帽子、ルーペ
など観察に必要な道具（貸し出し
あり）を持って、直接同センターへ
問 同センター（1０４２－７６９－９２４８）

県立相模原公園の催し県立相模原公園の催し

自然観察会
日時 ５月１２日（土）午後１時～３時
定 ４０人（申込順）
費 ３００円（小学生以下無料）
ツリークライミング体験会
日 ５月２７日（日）
時 午前１０時～午後３時１０分
対 小学生以上の人＝４０人（申込順）
費 １，０００円（中学生以下５００円）
サカタのタネグリーンハウスの催し
ゴールデンウイークコンサート

時 午後１時３０分、２時３０分
「彩りの丘の会」押し花展
日 ５月８日（火）～２０日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
押し花のしおり作り体験会
日時 ５月１３日（日）午前１１時
定 ５０人（先着順）

◇　　　◇
申 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

かながわ看護フェスティバルかながわ看護フェスティバル

　血管年齢・脳年齢測定や健康相
談など
日 ５月１２日（土）

時 午前１１時～午後４時３０分
会 クイーンズスクエア横浜１階ク
イーンズサークル（横浜市西区）
問 県看護協会（1０４５－２６３－２９０１）

創立創立５０５０周年記念 市写真連盟展周年記念　市写真連盟展

期間　５月１０日（木）～１５日（火）
時 午前１０時～午後６時（１０日は午
後１時から、１５日は午後４時まで）
会 相模原市民ギャラリー
問 同連盟（1０４２－７６１－０２１４）

不登校を考えるつどい不登校を考えるつどい

　同じ悩みを持つ人と話し合い、
これからのことを考えます。
日時 ５月２２日（火）午後２時～４時
会 青少年相談センター
対 不登校や登校しぶりのある児
童・生徒の保護者＝３０人（申込順）
申 電話で同センター（1０４２－７６９
－８２８５）へ

子育て広場たんと子育て広場たんと

「トイレトレーニングセミナー」「トイレトレーニングセミナー」

日 ５月１９日（土）
時 午前１１時～正午、午後２時～３時
会 伊勢丹相模原店（南区相模大野）
定 各１０組（申込順）
申 電話でこども青少年課（1０４２－
７６９－９８１１）へ

旧石器ハテナ館の催し旧石器ハテナ館の催し

当麻の寺社を歩こう！〈約２．３㎞〉
　無量光寺、市場天満宮など、寺
社を中心に田名向原遺跡まで探訪
日 ５月１３日（日）
集合　午前９時３０分に原当麻駅
解散　旧石器ハテナ館
定 ５０人（申込順）
体験教室「土器作り」
日時 ５月２０日（日）午後２時～４時
対 小学生以上の人＝３０人（申込順）
費 ２５０円（材料費）

◇　　　◇
申 電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

書道教室〈全５回〉書道教室〈全５回〉

日 ６月７日～７月５日の毎週木曜日
時 午後１時３０分～３時３０分
会 市民健康文化センター
対 １８歳以上の人
定 ２０人（抽選）　費 ３，５００円
申 直接か電話で５月２４日までに、
同センター（1０４２－７４７－３７７６）へ

講習会講習会

より良い広報誌作成のためにより良い広報誌作成のために

　編集等についての講話と実務研
修
日時 ５月１９日（土）午前１０時～午後
０時３０分、午後１時３０分～４時
会 市民会館
対 小・中学校ＰＴＡや公民館など
で広報誌を作成している人
定 各１５０人（申込順）
申 ファクスかＥメール（１件６人
まで）に団体名、代表者の氏名・
電話番号・ファクス番号、参加人
数を書いて、市印刷広告協同組合
（1０４２－７７６－６１００　6０４２－７７６
－５６５６　Ｅ kouhoushi＠soin．or． 
jp）へ

季節にあわせた七宝焼き季節にあわせた七宝焼き

　ハナミズキのアクセサリーを作
製
日 ５月８日（火）
時 午前９時３０分～正午
　午後１時～３時３０分
会 老人福祉センター若竹園
対 市内在住の６０歳以上の人
定 各１６人
費 １，０００円
申 直接か電話で同園（1０４２－７４６
－４６２２）へ

つるし雛教室〈全２回〉つるし雛教室〈全２回〉

　正絹を使ってつるし 雛 を作製
びな

日 ５月１８日・２５日の金曜日
時 午前９時３０分～午後３時３０分
会 相模の大凧センター
対 市内在住か在勤・在学の人
定 ２０人（申込順）　費 ２，５００円
申 直接か電話で同センター（1０４６
－２５５－１３１１）へ

骨でわかる・食でつくる、骨でわかる・食でつくる、

高校生からの親子の健康高校生からの親子の健康〈全３回〉〈全３回〉

　講義や体力測定、調理実習など
を通して、親子で骨の健康を学ぶ

会 相模女子大学
対 女子高校生とその保護者
※保護者１人と姉妹での参加も可
定 ３０組６０人程度（申込順）
費 １家族１，０００円
申 ファクスかＥメールに住所、氏
名、年齢、電話番号、「骨２申し
込み」と書いて、５月１２日までに
同大学栄養科学部（6０４２－７４３－
４７１７　Ｅ hitoshoku＠mail２．
sagami-wu．ac．jp）へ
問 地域保健課

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼新谷祥子マリンバコンサート　５
月１９日（土）午後２時～３時３０分、
城山公民館。費用１，０００円（小・中学
生５００円）�問 若月（1０４２－７８２－９１８２）
▼初心者の短歌教室〈全８回〉　６
月８日～９月２８日の毎月第２・第４
金曜日午前１０時～正午、けやき会館。
費用各回５００円　�申 電話で文化協会
の江藤（1０４２－７５４－０２４２）へ
　　　　　　　会費などは個別にお問い

合わせください。
▼楊名時気功太極拳　毎週木曜日午
前１０時、城山保健福祉センター　�問 
乙川（1０４２－７８３－１８４０）
▼社交ダンス　毎週木曜日午前９
時、大野北公民館ほか。多少経験の
ある人歓迎　�問 福山（1０４２－７５５－
７６９１）
▼フラダンス　月３回金曜日午後１
時、 杜 のホールはしもと。初心者歓

もり

迎　�問 川手（1０４２－７７３－７４９２）
▼創作ダンス　毎月第１～第３月曜
日午前１０時か午後１時、相模台公民
館。初心者歓迎　�問 大岩（1０４２－
７４５－２９３３）
▼スポーツダンス　毎週火曜日午後
７時３０分、弥栄中学校体育館。初心
者歓迎　�問 金井（1０９０－４０２２－８００３）
▼硬式テニス　毎週木曜日午前８時
３０分、横山公園テニス場。体験あり 
�問 佐藤（1０４２－７５０－６４７０）
▼混声合唱　月３・４回木曜日午後
７時３０分、城山公民館　�問 大西（1 

０４２－７８２－８６５６）
▼マクラメ結び　手でひもを結んで
ベルトなどを作ります　月１回月曜
日か火曜日午後１時、ソレイユさが
み。初心者歓迎　�問 佐々木（1０４２－
６８７－２８９４）
▼俳句　毎月第２土曜日・第４木曜
日午後１時、大野南公民館　�問 志村
（1０４２－７４５－０２９８）
▼英会話　毎月第１～第３木曜日午
後６時４５分、市民会館。対象は簡単
な英会話ができる人　�問 井本（1０４２
－７３３－０４７１）

催 し

（敬称略）読者のひろば
催 し

講演・講座 仲 間仲 間

日にち内　容
５月４日（祝）サックス

５日（祝）オカリナ

時　間日にち
午後１時～
　　４時３０分５月１９日（土）

午前１０時～
午後２時３０分７月２１日（土）

未　定１０月１３日（土）

５月は自転車
マナーアップ運動月間

○並進走行、車道の右側通行禁止
○夜はライトを点灯

自転車の
　ルールを
もう一度
確認しよう
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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。

相模川ふれあい科学館の催し
ふれあい科学館の春祭り ～シーズンフェア春～
期　間　５月３日（祝）～６日（日）
内　容　○ペンギンのお散歩タイム

（午前１１時、午後１時・３時〈各１５分〉）
○模擬店出店　　○ミニＳＬ乗車会

マンスリー水槽
　今年度のテーマは『飼育係は、この生きも
のが好き！！』。５月は『ウミウシ』の仲間を紹介します。
期　間　５月３１日（木）まで
展示生物　アメフラシなど

相模川ふれあい科学館　1０４２－７６２－２１１０
開館時間　午前９時３０分～午後４時３０分
※５月６日までは午後５時まで
入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）
５月の休館日　月曜日

※希望者は
直接会場へ青少年学習センターの催し

子ども会交歓　スポーツレクリエーションフェスティバル
　風船ダーツやジャンボ迷路など、楽しい催しが盛りだくさんです。
日にち　５月１９日（土）〈 雨天の場合は２０日（日）〉
時　間　午前９時～午後３時　　会　場　淵野辺公園
対　象　市内在住か在学の小学生

あそびの学校「ドッヂビー」
　軟らかい素材のフリスビーを使ったドッジボールです。
日　時　５月２７日（日）午後２時～４時　　会　場　同センター
対　象　市内在住か在学の小学生＝３０人（先着順）

お問い合わせ　青少年学習センター　1０４２－７５１－００９１

星空観望会
　プラネタリウムで星空解説後、４０㎝大型望遠鏡で観望します。
日　時　５月４日（祝）・１９日（土）午後７時～８時３０分
定　員　各１２０人（先着順）　※中学生以下は保護者同伴
※希望者は当日午後６時３０分～７時に直接会場へ

　  市立博物館の催し
５月２１日金環日食 ６月６日金星の太陽面通過

江戸時代の暦づくりと天文学
～日食はいつ起きるのか？渋川春海など天文学者たちの苦闘～
　江戸時代の天文学者たちが、日食の予想に取り組んだ苦闘を解説します。
日　時　５月１２日（土）午後２時～４時
講　師　中村　 士 さん（帝京平成大学教授）

つこう

定　員　１７０人（先着順）　※希望者は直接会場へ

相模原市の遺跡２０１２

「田名塩田遺跡群とその時代」
「さがみはら発掘最新情報」の展示解説
　展示を担当した学芸員が企画展の解説をします。
日　時　５月６日（日）午後２時～２時４０分　※希望者は直接会場へ

春季企画展

花の観察と植物画〈全２回〉
　植物を正確に描いて花や葉の構造を知り、自
然の造形の美しさを学びます。
日　時　６月１６日（土）・１７日（日）午前１０時～午後４時
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上の人
定　員　２０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、勤

務先、学校名を書いて５月１５日（必着）までに同館へ

植物学教室

お問い合わせ　市立博物館　〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５
1０４２－７５０－８０３０　５月の休館日　月曜日、１日（火）

クレマチス講習会〈全３回〉
～庭・ベランダを彩る花  はじめてのクレマチスの育て方～
日にち　５月２０日、７月１５日、１０月２８日の日曜日
時　間　午後１時～３時
会　場　相模原麻溝公園
定　員　３０人（申込順）
費　用　２，０００円
申し込み　電話で５月２日から同協会へ

市みどりの協会の催し

お問い合わせ　市みどりの協会　1０４２－７７７－２８６０

樹木の探偵団と公園の樹木めぐりをしませんか
　この時期見頃を迎える樹木の特徴、見分け方などを解説します。

日にち　５月１３日（日）＝相模原北公園
　　２７日（日）＝相模原麻溝公園

時　間　午後１時～３時３０分
対　象　中学生以上の人
定　員　各３０人（申込順）
費　用　各３００円
申し込み　電話で５月２日から同協会へ

クレマチスフェア ’１２
絆が広がる　みんな一緒に　ずっと笑顔で…　
　相模原麻溝公園には、約２３０種類８，０００株の
クレマチスが植えられていて、大輪系が見頃
を迎えます。苗木などの販売や景品付きのス
タンプラリーなどのイベントを行います。
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

あなたの菊を
咲かせてみませんか　　　　　菊づくり講習会

　ビデオやテキストを使って、初めての人に
も分かりやすく菊づくりの方法を紹介します。
受講した人は、秋の「市菊花競技会」一般切
花の部へ出品できます。
日　時　５月２０日（日）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　市民会館　定　員　７０人（申込順）
申し込み　電話で５月１８日までに商業観光課（1０４２－７６９－８２３６）へ

講演会
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別冊　保健・介護予防事業案内 （平成24年） 

主な実施会場
中央区富士見

６－１－１ウェルネスさがみはら○ウ
緑区橋本

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

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 

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

申込内容・時間・対象など会場日にち教室名

　離乳食の講習、簡単な実習と試食
時間　午後１時～２時１５分、２時４５分～４時
対象　開催日に、生後５～６か月になる初め

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

７７０－７７７７）へ

○南６月１８日（月）

赤ちゃん
セミナー

○ウ６月２９日（金）

○１０ 　子どもの食事の情報交換と簡単な調理
実習
時間　午前９時３０分～正午
対象　１歳６か月～３歳未満の子どもの

保護者＝各１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○南６月６日（水）
　　２０日（水）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２回〉

○9 ○ウ６月１８日（月）
７月２日（月）

○8 ○津６月２９日（金）
７月１３日（金）

○7 

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

○ウ５月９日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

●特定相談・精神科セカンドオピニオン外来●
内容・対象など時　間日にち相談名

　専門医などが、お酒の量を減らしたい、家
族の飲み方が心配等の相談に応じます。
対象　アルコールに関する問題を持つ人とそ

の家族
定員　２人（申込順。調整あり）

午後１時３０分
　～３時３０分

５月１５日
（火）

みんなの
アルコール
相談

　専門医などが助言・指導します。
対象　思春期相談　１３～１７歳のメンタルな問

題を抱える人とその家族等
　　　ひきこもり相談　１８歳以上でひきこも

りの状態にある人とその家族等
定員　各２人（申込順。調整あり）午後２時

　～４時

５月１７日
（木）

思春期・
ひきこもり
特定相談

　専門医が意見提供します。
対象　精神科治療中で、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人
※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。
定員　３人（抽選）　費用　２，０００円

５月２１日
（月）

精神科
セカンド
オピニオン
外来

会　場　けやき会館
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

　ひきこもり問題を抱える家族の
グループ相談会
対象　市内在住か在勤の人
申し込み　電話で精神保健福祉セ

ンター（1０４２－７６９－９８１８）へ

○ウ午後２時
　～４時５月１６日（水）ひきこもり

相談会

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

○ウ午後１時３０分
　～３時　　５月１７日（木）くすりの

相談

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 

□○津 、横山○こ 、
△相武台○こ 

５月１６日（水）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

△城山○こ 、大野北○こ 、
△鹿島台○こ 、上鶴間○こ ５月１７日（木）

富士見○こ 、鶴園中和田○こ ５月２２日（火）

△並木○こ ５月２３日（水）

△○湖 、麻溝○こ ５月２４日（木）

●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

○１３ 

　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１７年

４月２日～平成５年
４月１日生まれ）の人

定員　各１５人（申込順）
費用　各７００円

○湖

午後１時３０分
　～２時３０分

６月４日（月）

骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー 午後２時

　～３時

○9 

　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

○ウ午後１時１５分
　～４時１５分６月１４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（１０日間）に続けて参加できます。

シニアのための歯っぴー健口セミナー〈全５回〉
　歯や口の機能を維持・向上させるため一人ひとりに合ったプログラムを作
成して、口の体操や 口  腔 清掃などの方法を学びます。

こう くう

日にち　６月５日・１９日、７月３日・１７日・３１日の火曜日
時　間　午前９時４５分～１１時４５分　　会　場　シティ・プラザはしもと
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＝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５月２４日までに介護予防推進課緑班（1０４２－７７５－８８１２）へ

５月３１日は「世界禁煙デー」　禁煙にチャレンジしよう
○禁煙チャレンジコース
　尿中のニコチン濃度測定検査等を実施後、保健師が禁煙へ向けたアドバイ
スを個別に行います。
○禁煙サポート講座
　年３回、各保健センターで実施しています（次回は５月２６日に南保健福祉
センター）。ニコチン依存度のチェック等もできます。
※詳しくはお問い合わせください。

申し込み・お問い合わせ　緑保健センター　　1０４２－７７５－８８１６
　　　　　　　　　　　　中央保健センター　1０４２－７６９－８２３３
　　　　　　　　　　　　南保健センター　　1０４２－７０１－７７０８
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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。

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

アルコール・薬物家族教室
　アルコール・薬物問題を理解し、その対応について学びます。
日　時　５月２３日（水）午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住か在勤のアルコール・薬物問題がある人の家族
定　員　１０組（申込順）
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

●健康診査・検診● ７０歳以上の人は無料

がん検診
検診種目・費用・受付時間など会　場日にち

胃２，９００円、大腸５００円
子宮（ 頸 部のみ）１，７００円

けい

　　（頸部＋体部）２，２００円
乳（視触診のみ）７００円
　（視触診＋マンモグラフィ）２，０００円
肺（Ｘ線のみ）８００円
　（Ｘ線＋ 喀  痰 ）１，７００円

かく たん

※子宮（頸部＋体部）は、医師の判断
により実施します。

市内協力
医療機関随　時

施　

設

胃９００円、大腸５００円
子宮（頸部のみ）６００円
乳（視触診のみ）４００円
　（視触診＋マンモグラフィ）２，０００円
肺（Ｘ線のみ）２００円
　（Ｘ線＋喀痰）７００円
受付時間 ※胃は午前のみ
　男性＝午前８時３０分～９時３０分
　女性＝午前９時３０分～１１時
　男女とも＝午後１時３０分～２時３０分
締切日　検診日の７日前
　　　　（金・土・日曜日、祝日の場

合は木曜日）
※申し込み多数の場合は締切日前に受
け付けを終了する場合があります。

 乳（視触診＋マンモグラフィ）
時間　指定した時間
定員　午前・午後各２５人（抽選）
締切日　検診日の１４日前
　　　　（土・日曜日、祝日の場合は

金曜日）

南保健福祉センター６月１日（金）

検
診
車

津久井保健センター６月３日（日）

銀河アリーナ６月５日（火）

ウェルネスさがみはら６月１５日（金）

当麻田小学校６月１６日（土）

銀河アリーナ６月２０日（水）

東林小学校６月２４日（日）

北総合体育館６月２８日（木）

ウェルネスさがみはら６月３０日（土）

田名小学校７月１日（日）

銀河アリーナ７月５日（木）

城山保健福祉センター７月７日（土）

乳（視触診のみ）７００円
　（視触診＋マンモグラフィ）２，０００円
受付時間　午後１時～２時
申し込み　電話で健康企画課（1０４２－

７６９－９２２０）へ

メディカルセンター
日程はお問い
合わせくださ
い

メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

南メディカルセンター

対象　○胃・大腸・肺＝４０歳以上の人　○子宮＝２０歳以上の女性
　　○乳（視触診のみ）＝３０歳以上の女性
　　　　（視触診＋マンモグラフィ）＝４０歳以上の女性で２年に１回の受診
注意　乳は、授乳中や生理中、生理前１週間は受診をご遠慮ください。

市内協力医療機関や公共施設などで、健康診査やがん検診などを随時実
施しています。
※健診には受診券が必要です。
※国民健康保険に加入している４０～７４歳の人、過去３年間にがん検診・お
口の健康診査・健康診査（７５歳以上）を受診した人などには、４月（一
部の人は６月以降）に受診券を送付しています。

申し込み 受診券がない人は、コールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

歯科健康診査（お口の健康診査）
対象・費用検査項目会　場日にち

対象　平成２４年４月２日～２５年４月１日に
４０～７４歳になる人

費用　５００円

 口  腔 内診査
こう くう

（むし歯や歯
周病の有無な
ど）

市内協力
医療機関随　時

肝炎（Ｂ型・Ｃ型）ウイルス検査
申し込み会　場日にち費　用対　象

コール 
センター 
（1０４２－
７７０－７７７７）

市内協力
医療機関随時

無料
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。原則１回）

１，２００円４０歳以上で過去に肝炎ウイルス検査
を受けたことがない人

結核健診
対象・費用・受付時間日にち・会場・締切日

対象　６５歳以上（２４年度中に６５歳になる人を含む）で、
職場等で胸部Ｘ線を受ける機会のない人

費用　無料　　受付時間　午後１時３０分～２時３０分
がん検診〈検診車〉と同じ

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

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　

５月８日（火）
　　１５日（火）

相模大野駅
前コリドー

午前１０時３０分～正午
午後１時３０分　　
　～３時３０分

　　９日（水）

電話番号会　場時　間日にち

０４２－７７４－６７２５
月～金曜日

（午前８時３０分～午後５時３０分）

ワールドウィング
町田アネックス相
模原（中央区清新
５－２４－１２）

午後１時　
～２時３０分

６月８日～７
月１７日の毎週
火・金曜日

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　４，０００円　　申し込み　電話で５月２５日までに同会場へ

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、各種の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。

講演会 メンタルヘルス市民講座
　医師が、うつ病やアルコール依存症などの病気について講演します。

講　師テーマ会　場日　時

吉野　聡医師
新型うつ病をどう理解するか？～職
場や家庭で支えるために知っておき
たいこと～

ウェルネス
さがみはら

６月４日（月）
午後３時～５時

樋口　進医師あなたや家族は大丈夫？定年後から
のアルコール依存症

あじさい
会館

６月８日（金）
午後２時～４時

笠原麻里医師思春期に気づいてあげたい精神疾患総合学習
センター

６月１３日（水）
午後２時～４時

対　象　市内在住の人＝各１５０人（申込順）
申し込み・お問い合わせ　電話で住んでいる区の障害福祉相談課へ

緑障害福祉相談課　　1０４２－７７５－８８１１
中央障害福祉相談課　1０４２－７６９－９８０６
南障害福祉相談課　　1０４２－７０１－７７１５成人と小児の食物アレルギー講演会

　医師による講演と、パネルディスカッションを行います。
日　時　５月１９日（土）午後０時３０分～４時３０分
会　場　神奈川障害者職業能力開発校（南区桜台１３－１）
定　員　１５０人（申込順）
申し込み　はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、参加人数、

質問（ある人のみ）を書いて、５月１５日（必着）までに相模原アレ
ルギーの会（〒２５２－０３１４　南区南台６－８－２０　1０４２－７４５－８８０１ 
6０４２－７４４－１２４９　Ｅメール allergy-net@jcom.home.ne.jp）へ

～生活習慣病予防教室
（働く人編）～

働き盛りのタフな
カラダづくり〈全２回〉
　内臓脂肪や運動量の測定、食事
バランスのチェック、「タフなカ
ラダをつくる」ための講話などを
行います。
日にち　６月９日・１６日の土曜日
時　間　午後１時３０分～３時３０分
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住か在勤の人
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で中央保健センタ

ー（1０４２－７６９－８２３３）へ

（特定）健康診査
検査項目会　場日にち費　用対　象

問診、身体
計測（腹囲・
ＢＭＩなど）、
血液検査、
尿検査など

市内協力
医療機関随時

１，０００円国民健康保険加入の４０～７４歳の人

無料後期高齢者医療制度加入の人

１，０００円医療保険未加入で生活保護を受給
している人など

※社会保険などに加入している人は、各医療保険者にお問い合わせください。
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