
 今号の主な内容 L I N E U P

６月１３日は「はやぶさの日」６月１３日は「はやぶさの日」

「はやぶさ」帰還記念日イベントにご招待「はやぶさ」帰還記念日イベントにご招待

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

風水害・土砂災害  知っておきたい早めの対応 3
市民大学  前期講座  受講者募集 

　本市と大船渡市など、ＪＡＸＡの研究施設があ
る４市２町で組織する「銀河連邦」が、友好交流
２５周年記念事業として、小惑星探査機「はやぶさ」
が地球に帰還した６月１３日を“はやぶさの日”に
制定しました。また、「はやぶさ」の帰還を記念
したイベントを行います。 

　本市と大船渡市など、ＪＡＸＡの研究施設があ
る４市２町で組織する「銀河連邦」が、友好交流
２５周年記念事業として、小惑星探査機「はやぶさ」
が地球に帰還した６月１３日を“はやぶさの日”に
制定しました。また、「はやぶさ」の帰還を記念
したイベントを行います。 

　「はやぶさ　遥かなる帰還」（東映）の特別上映、
ＪＡＸＡの研究員によるミニ講演会、ＪＡＸＡ 
相模原キャンパスの見学ツアーに招待します。 
日　時　６月１３日（水）①午前１０時１５分、 

　②午後１時３０分（各４時間１５分程度） 
会　場　東京国立近代美術館フィルムセンター 

相模原分館（中央区高根３－１－４） 
定　員　各回９０組１８０人（抽選） 
申込方法　電話でコールセンターか、Ｅメールに

住所、氏名、希望時間（①か②）を書いて、
シティセールス推進課（Ｅメール pr@city. 

　　　sagamihara.kanagawa.jp)へ 
申込期限　６月５日午後５時 
※当選者にははがきでお知らせします。 

お問い合わせ
コールセンター　1０４２－７７０－ ７７７７
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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  719,611人　（916増）　
男  361,519人/女  358,092人

世 帯  308,116世帯　（816増）
5月1日現在（　）は前月との増減

発　行／相模原市

〒252－5277

相模原市中央区中央2丁目11番15号
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　４月１３日、加山市長と黒岩県知事が、リニア中央新幹線の駅を橋本駅周辺に設置す

るようＪＲ東海に対して要望しました。駅の誘致地区について、２月に知事・市長と

の間で合意した後、３月に県内の全市町村

等で構成されるリニア中央新幹線建設促進

神奈川県期成同盟会において決定し、要望

したものです。

　ＪＲ東海からは、「地元の意見も踏まえ

つつ、環境影響評価の準備書を公告する段

階までに絞り込む」との回答がありました。

　今後、平成２５年秋ごろにＪＲ東海が公表

予定の環境影響評価準備書の中で具体的な

駅位置が示される予定です。

お問い合わせ　交通政策課　1０４２－７６９－８２４９

環境影響評価 
方法書 

（平成２３年９月） 

環境影響評価準備書
（平成２５年秋ごろ） 
⇒具体的な駅位置等
が示されます 

環境影響評価書 
（平成２６年） 

今後の市の取り組みなどは２㌻をご覧ください。 
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神奈川県駅誘致地区 
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１　広域交通ネットワーク
○ＪＲ横浜線、ＪＲ相模線、京王相模原線
が結節する交通の要衝

　⇒橋本駅は３線合計で１日約２０万人が利
用する市内一のターミナルです。

○今後供用が予定されるさがみ縦貫道路か
らのアクセス性

　⇒橋本駅は相模原ＩＣから約５㎞の位置
にあり、これらを結ぶ津久井広域道路の
整備も進めています。

市長・知事がＪＲ東海山田社長に駅位置を要望

今今今今今今今今今今今後後後後後後後後後後後ののののののののののの予予予予予予予予予予予定定定定定定定定定定定
　現在、平成２６年度の着工をめざして、ＪＲ東海によって環境影響評価の手続きが進められています。

２　まちづくりの発展性
○現在の駅周辺の土地利用状況や今後の土地利用転換
の可能性の高さ

○駅を中心に、周辺都市を含めた人口・産業等の集積

利利利利利利用用用用用用者者者者者者ににににににととととととっっっっっってててててて利用者にとって
アアアアアアククククククセセセセセセススススススししししししややややややすすすすすすいいいいいいアクセスしやすい

駅駅駅駅駅駅のののののの設設設設設設置置置置置置にににににによよよよよよるるるるるるイイイイイインンンンンンパパパパパパククククククトトトトトトをををををを生生生生生生かかかかかかししししししたたたたたたままままままちちちちちちづづづづづづくくくくくくりりりりりりをををををを駅の設置によるインパクトを生かしたまちづくりを
展展展展展展開開開開開開ししししししてててててていいいいいいくくくくくく上上上上上上でででででで大大大大大大ききききききなななななな可可可可可可能能能能能能性性性性性性をををををを秘秘秘秘秘秘めめめめめめてててててていいいいいいるるるるるる展開していく上で大きな可能性を秘めている
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リニア中央新幹線駅の実現に向けて リニア中央新幹線駅の実現に向けて リニア中央新幹線駅の実現に向けて リニア中央新幹線駅の実現に向けて 

リニア中央新幹線を知ってもらうために
　リニア中央新幹線に対する市民の理解を深めるため、リニアモーターカーの仕組み
やこれまでの経緯、本市の取り組みなどを紹介する「リニア中央新幹線パネル展」を
市役所などで実施しています。また、リニア県
期成同盟会・県東海道新幹線新駅設置促進期成
同盟会・相模線複線化等促進期成同盟会が連携
し、講演会の開催などの啓発活動を実施してい
るほか、市ホームページや広報さがみはらなど
による情報発信も随時行っています。
　今後も引き続きこうした取り組みを通じて、
市民の皆さんへの周知・啓発活動を行っていき
ます。

　リニア中央新幹線プロジェクトの概要や、
これまでの経緯、今後の手続きや市の取り
組みなどをまとめたパンフレットを発行し
ました。ぜひご覧ください。
配布場所　交通政策課、各行政資料コーナ

ー・まちづくりセンター・公民館（青
根・沢井公民館を除く）

※市ホームページの 市政情報 → 交通 → 
鉄道 からもご覧になれます。

パンフレット「LINEAR」

講演会の様子

お問い合わせ
リニア中央新幹線について　　交通政策課　　　　　　　　　　　　　1０４２－７６９－８２４９
駅周辺のまちづくりについて　都市建設局（広域交流拠点推進担当）　1０４２－７０７－７０４７

パブリックコメント　ご意見をお寄せください

緑区緑区・中央区・南区 区ビジョン・中央区・南区   区ビジョン（（案案））
　政令指定都市移行に伴う区制の施行により、区民と行政との協働による
まちづくりを進めるため、区の将来像を明らかにし、その実現に向けたま
ちづくりの基本的な方向性を示すものです。
各区区ビジョン（案）の閲覧・意見書の配布場所　
各区役所地域政策課・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）・図書館
※市ホームページの 市へのご意見・ご提案 → パブリックコメント でもご
覧になれます。
意見の提出　直接か郵送、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、

意見を書いて、７月２日（必着）までに各担当課へ

審議会委員を募集審議会委員を募集
①環境審議会委員
　環境の保全に関する基本的事項について、調査審議や答申、意見の建議
などを行います。
任　期　８月～平成２６年７月（会議は年３～６回程度）
担当課　環境政策課　1０４２－７６９－８２４０　6０４２－７５４－１０６４
　　　　Eメール kankyouseisaku-２@city.sagamihara.kanagawa.jp

②景観審議会委員
　景観計画の変更や景観形成重点地区、景観重要建造物・樹木の指定等に
ついて審議します。
任　期　９月～平成２６年８月（会議は年２回程度）
担当課　街づくり支援課　1０４２－７６９－９２５２　6０４２－７５４－８４９０
　　　　Eメール machidukuri-２@city.sagamihara.kanagawa.jp

対　象　市内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会などの委員、職
員、議員を除く）＝①３人②２人（選考）

申し込み　各担当課・行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張
所・公民館（青根・沢井公民館を除く）にある応募用紙（市ホ
ームページの 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報 から
ダウンロード可）を直接か郵送、ファクス、Ｅメールで６月①
１５日②２２日（必着）までに各担当課（〒２５２－５２７７　中央区中央
２－１１－１５）へ

担当課
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５階
1０４２－７７５－８８０１　6０４２－７００－７００２
Eメール ｇ-chiikiseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp

緑区
区ビジョン
（案）

中央区役所地域政策課
〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　市役所本館１階　
1０４２－７６９－９８０１　6０４２－７５７－２９４１
Eメール c-chiikiseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp

中央区
区ビジョン
（案）

南区役所地域政策課
〒２５２－０３７７　南区相模大野５－３１－１　市南区合同庁舎４階
1０４２－７４９－２１３５　6０４２－７４９－２１１６
Eメール m-chiikiseisaku２@city.sagamihara.kanagawa.jp

南区
区ビジョン
（案）

＜相模原＞ 
首都圏南西部の玄関口 

首都圏南西部における広域交流拠点としてのまちづくり

首都圏南西部の広域交流拠点

延伸間近！～山梨リニア実験線～
　これまで、山梨リニア実験線では超電導リニアモーターカーの車両開発
や走行試験などが実施されてきました。実験線は、リニア中央新幹線の路
線の一部になる予定です。現在は、平成２５年末までに走行試験を開始でき
るよう、既存の施設を実用化仕様に全面的に変更するとともに、全長を４２．８
㎞に延伸するための工事が行われています。実験線の延伸後には、実験線
の東端が本市まで約２．５㎞に迫ります。

東京都 
（品川） 

相模原市内駅 

山梨県 
岐阜県 

東海道新幹線 

名古屋市 

大阪市 

東京都 
（品川） 

相模原市内駅 

山梨県 

リニア実験線 

全長４２.８㎞ 全長４２.８㎞ 

本市まで約２.５㎞ 本市まで約２.５㎞ 

延伸工事が進む山梨リニア実験線

さいたま さいたま 

東海道新幹線 東海道新幹線 

東海道本線 東海道本線 

寒川 寒川 

海老名 海老名 
新横浜 新横浜 

東京 東京 

圏央道 圏央道 

首都圏 首都圏 

リニア中央新幹線 リニア中央新幹線 

横浜 横浜 

茅ヶ崎 茅ヶ崎 

JR相模線 JR相模線 
さがみ縦貫道路 さがみ縦貫道路 

＜相模原＞ 
各圏域との交通網が 
交差する内陸ハブシティ 

東名・新東名高速道路 

　首都圏南西部の広域交流拠点都市として、経
済・情報・文化など、首都圏の機能の一端を担
う本市は、都市としての魅力を高め、多くの人
や企業から「選ばれる都市づくり」を進めてい
ます。
　リニア中央新幹線の駅の設置やさがみ縦貫道
路の整備などによって、広域交通網のさらなる
強化が見込まれることから、本市は今後、周辺
都市との交流と連携を図り、首都圏南西部の玄
関口として、また、東京都心や関西方面、湘南
方面などのさまざまな圏域からの交通網が交差
する、内陸ハブシティとしての役割を果たして
いきます。
　広域交通網の充実は、人・もの・情報の交流
を促し、経済の活性化につながることから、こ

うした大きな可能性を生かし、橋本駅・相模原駅
周辺の一体的なエリアを中心に、雇用や居住、商
業、文化、交流などのさらなる都市機能の集積を

図り、圏域全体の発展をリードする広域交流拠点
都市にふさわしいまちづくりを進めていきます。
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市の手続き、施設やイベントの
お問い合わせに… ちょっとおしえてコール相模原1０４２－７７０－７７７７　午前８時～午後９時　年中無休

○R

知っておきたい
風水害・土砂災害

早早めめのの対対応応
　台風や集中豪雨での被害が毎年起きています。
最近は、短時間に局所的な大雨が降る集中豪雨
が増加傾向にあります。正しい情報をキャッチ
して、すばやく行動することが重要です。

風水害編風水害編
　梅雨や台風の時期には、大雨や暴風などによる被害を防ぐため
に次のことに心掛け、早めの対応をしましょう。

家庭での対策
　● 排水溝や雨どいの詰まりの点検や清掃をしましょう。
　● 屋根の点検、雨戸や窓、看板などを補強しましょう。
　● 家の周りやベランダに置いてある、風で飛ば
されそうな物を片付けておきましょう。
　● 側溝や雨水ます（グレーチング）の周りに物
を置かないようにし、その周りの落ち葉やご
みを清掃しましょう。
　● 特に低地やくぼ地、地下室や地下車庫では、
浸水に対する注意が必要です。土のうなどの用意や、地下室等
に排水ポンプを設置しましょう。
　● 地下室等に水が流れ込んでくると、水圧でドアが開かなくなる
場合があるので、早めに避難しましょう。

川などでのレジャー時の対策
　● その場で雨が降っていなくても、ラジオなどで気象情報を確認
し、天候の変化に注意しましょう。
　● 上流の空に雨雲が見えたり雷鳴が聞こえたときや、川が急激に
増水したとき、ダムの放流警報を聞いたときには、すぐに川か
ら離れ安全な場所に避難しましょう。

　雨水の流出抑制と地下水の保全のた
め、宅地内への雨水浸透ます設置費用の
一部を助成します。
※設置前に申請が必要です。
※設置後は、性能維持のため、雨水浸透
ます内のごみの除去など、定期的な清
掃をお願いします。

お問い合わせ

緑　区
緑土木事務所　1０４２－７７５－８８１８

中央区
下水道管理課　1０４２－７６９－８２７０

南　区
南土木事務所　1０４２－７４９－２２１５

雨水浸透ます設置費用助成
　日中に、市税（国民健康保険税を除く）の
納付相談ができない人のために、窓口を開設
します。また、電話での相談も受け付けます。
日にち　６月１８日（月）・２８日（木）
時　間　午後５時３０分～７時

夜間納税相談窓口のご利用を

電話番号会　場

０４２－７６９－８３００納税課※
（市役所第２別館２階）

０４２－７７５－８８０８緑市税事務所
（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）

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

対　象　※いずれも新規に登録された人

選挙人名簿・在外選挙人名簿の登録確認（縦覧）

平成４年６月２日までに生まれた人で、２４年３月１
日までに市の住民基本台帳に記録され、６月１日まで
引き続き記録されている人

選挙人
名簿

海外に転出し引き続き３か月以上滞在していて在外
選挙人名簿への登録申請をした人のうち、６月２日
までに同名簿に登録された人

在外
選挙人
名簿
日　時　６月３日（日）～７日（木）午前８時３０分～午後５時
会　場　各区選挙管理委員会事務局 

（中央区のみ３日は市役所本館守衛室）
※縦覧希望者は直接会場へ 
（電話での登録確認はできません）
お問い合わせ　各事務局

1０４２－７７５－８８２０緑　区
1０４２－７６９－９２５９（３日1０４２－７５４－１１１１○代 ）中央区
1０４２－７４９－２１１７南　区

　児童手当を受給している人は、毎年６月に現況届の提出が必
要です。提出がない場合は６月分以降の手当が受けられなくな
りますので、必ず提出してください。
提出方法　６月中旬までに届く現況届を、６月２９日（必着）ま

でにこども青少年課へ郵送するか、直接、各こども家庭
相談課・保健福祉課・まちづくりセンター・出張所へ

※必要書類など詳しくは、現況届に同封の「申請の流れ」をご
覧ください。
平成２４年６月分（１０月支給分）から所得制限が適用されます
○対象となる所得は請求者本人の前年の所得です。
○扶養親族数は、前年１２
月３１日時点で扶養親族
であった人の数です。
老人扶養親族がいる場
合には、１人につき所
得制限限度額に６万円
を加算します。
○所得からは、雑損、医
療費、小規模企業共済
等掛金、寡婦（夫）等が
控除されます。

６月は手当の支払い月です
支払日　６月１５日（金）
　　　　※着金まで２～３日かかる場合があります。
　今回のお支払いは、２月・３月分の子ども手当と、４月・
５月分の児童手当を合わせた金額です。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

　整備が進められている「さがみ縦貫道路（圏
央道）」に設置される市内２か所のインター
チェンジ（ＩＣ）の名称が決定しました。
（仮称）城山ＩＣが「相模原ＩＣ」、（仮称）
相模原ＩＣが「相模原愛川ＩＣ」になります。
※詳しくは、市ホームページの 市政情報 → 
道路 をご覧になるか、お問い合わせくだ
さい。

お問い合わせ
土木政策課　1０４２－７６９－８３７３

さがみ縦貫さがみ縦貫道路（圏央道）の道路（圏央道）の
インターチェンジ名称がインターチェンジ名称が

決定しました決定しました

東名高速 
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JCT
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相模原愛川ＩＣ 

所得制限限度額
給与収入額
の目安所得額平成２３年中の

扶養親族数

８３３万３，０００円６２２万円０人

８７５万６，０００円６６０万円１人

９１７万８，０００円６９８万円２人

９６０万円７３６万円３人

※扶養人数が１人増えるごとに３８万円
を所得制限限度額に加算します。

児童手当を受給中の人へ児童手当を受給中の人へ

現況届の提出を現況届の提出を

　さがみ風っ子教師塾では、「人が 財産 」の理念のもと、教育への情熱と使命感、幅広い
たから

教養をもつ心豊かな教師の養成をめざしたカリキュラムを展開します。「さがみはら教
育」の魅力を理解し、教職への高い志と情熱、前向きに学ぶ姿勢をもつ人を募集します。
開塾期間　１０月～平成２５年６月
対　象　次の全てに該当する人＝５０人程度（選考）
　　　　○昭和２９年４月２日以降生まれ　○相模原市立小・中学校教員を強く志望する
　　　　○小・中学校いずれかの教員免許状があるか、平成２５年度末までに取得見込み
申し込み　総合学習センターなどにある入塾申込書（同センターホームページからダウ

ンロード可）を７月３１日（消印有効）までに同センターへ
※募集要項など、詳しくは同センターホームページ（http://www.sagamihara-kng. 
ed.jp/）をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　総合学習センター　1０４２－７５６－０２９０

相模原で教師になろう相模原で教師になろう　～さがみ風っ子教師塾４期生募集～～さがみ風っ子教師塾 ４期生募集～

　防災に関する知
識を深め、災害時
に適切な行動をと
って、身を守りま
しょう。
　家庭や地域での
防災活動にぜひ利
用してください。

配布場所　危機管理室、各行政資料コ
ーナー・まちづくりセンター・
公民館（青根・沢井公民館を除
く）・図書館・消防署

※市ホームページの 防災・防犯 でも
ご覧になれます。

わが家に１冊わが家に１冊

防防災ガイドブック災ガイドブック　土砂災害は、長雨、大雨、豪雨のときに多く
起きる災害で、発生の予想が非常に難しく、災
害が発生すると被害が大きいことが特徴です。
　次のような兆候が見られたら、がけ崩れや
土石流が発生する危険性が高まっていること
がありますので、速やかに避難しましょう。

　● 山の斜面に亀裂が走った。
　● 山の斜面から石が転がり落ちてきた。
　● 湧き水が止まったり、湧き水の量が急に増
えたりした。

　● 地鳴りや立ち木の裂ける音が聞こえた。
　● 川が濁り、流木が混ざり
始めた。

　● 雨が降り続いているのに、
川の水位が下がった。

　● 普段澄んでいる沢や井戸
の水が濁ってきた。

土砂災害編土砂災害編

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８
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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。

　今年から、公的年金等の収入が４００万円以下で公的年金以外の所得金額が
２０万円以下の人は、確定申告をする必要がなくなりました。
　しかし、確定申告の必要がない人でも、社会保険料、生命保険料、医療
費控除等の各種控除を受けるには、住民税（市・県民税）の申告が必要です。
※すでに確定申告か住民税の申告をした人は、改めて申告する必要はあり
ません。

生き活きシニアのための地域活動を補助生き活きシニアのための地域活動を補助
　６５歳以上の人を対象とした運動機能の向上、 口  腔 、栄養に関する介護予防

こう くう

活動を行う団体に補助金を交付します。
対　象　次の全てに該当する団体＝２０団体（選考）
○年度内に継続的に活動を行う
○月に１～２回、合計１２回以上の活動を行う
○１回当たりの開催時間は９０分程度　　○１回の活動の参加人数は１０人以上
○参加費は１人１回５００円を上限
○栄養、口腔機能向上、認知症予防等の講話を３回以上実施
○指導者として機能訓練指導員（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看
護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師）か健康運動指導士、有資
格のアスレチックトレーナー、栄養士、歯科衛生士を１人以上配置
○運営スタッフとして、市が養成している介護予防サポーター（悠遊シニア
スタッフ）を２人以上配置
補助金額　年間１０万円　　　　申請期限　６月１５日（必着）
※申請方法など詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９

国内見本市への出展を助成国内見本市への出展を助成
見本市を成功させるためのノウハウセミナー見本市を成功させるためのノウハウセミナー
　販路開拓の支援として、見本市・展示会への出展料の一部を助成します。
対　象　市内で１年以上操業している中小企業（製造業、情報通信業）
助成金額　出展料の２分の１以内（上限２０万円）
セミナー・説明会を開催
　出展を成功させるノウハウをテーマにしたセミナーと、出展助成金に関す
る説明会を開催します。
日にち　６月１３日（水）　　
時　間　セミナー　午前１０時～１１時３０分　　説明会　午前１１時３０分～正午
会　場　相模原商工会館
※詳しくは、市産業振興財団ホームページをご覧ください。
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、企業名、電話番号を書いて、

同財団（6０４２－７５９－５６５５　Ｅメール info@ssz.or.jp）へ

お問い合わせ　市産業振興財団　1０４２－７５９－５６００

さがみはら子どもアントレプレナー体験事業さがみはら子どもアントレプレナー体験事業
　模擬会社の設立や店頭販売などを通して、経営や経済活動を体験します。

①子どもアントレプレナー体験キャンプ〈全４回〉
日にち　８月１５日（水）、１７日（金）～１９日（日）〈１７～１９日は宿泊〉
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本）、相模川ビレッジ若あゆ　ほか
対　象　小学校５・６年生＝４８人（抽選）　　費　用　５，０００円（宿泊費など）

②ジュニアアントレ（起業・ビジネス体験講座）〈全５回〉
日にち　８月５日（日）・７日（火）・８日（水）・１０日（金）・１１日（土）
会　場　南区相模大野周辺　　費　用　２，０００円（教材費等）
対　象　高校生＝３０人（申込順）　※５人以内のグループ参加可

申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、性別、学校名、学年、
電話番号、保護者名、参加経験の有無を書いて、６月①１２日②２０
日（消印有効）までに子どもアントレ実行委員会事務局（さがみ
はら産業創造センター内　〒２５２－０１３１　緑区西橋本５－４－２１ 
1０４２－７７０－９１１９）へ

※同センターホームページ（http://www.sic-sagamihara.jp/）から
も申し込めます。

ファミリーサポートセンター会員を募集ファミリーサポートセンター会員を募集
　保育園・児童クラブ等への子どもの送迎など、子育てを助け合う有償の
会員制の組織です。子育ての手助けを受けたい人（利用会員）と子育ての
手助けをしたい人（援助会員）を募集します。
対　象　市内在住か在勤・在学で入会説明会に参加でき、次に該当する人
　　　　利用会員＝生後３か月～小学生（障害児は１８歳まで）の子どもがいる
　　　　援助会員＝２０歳以上で講習会に出席できる
※保育士、幼稚園・小学校教諭、保健師等の資格がある人は、講習の一部
が免除されます。

※説明会、講習会ともに保育あり（定員１０人、要予約）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、希望日、保育の有

無を書いて、ファミリーサポートセンター（1０４２－７３０－３８８５　Ｅ
メール famisapo@sagamiharashishakyo.or.jp）へ

介護保険のお知らせ介護保険のお知らせ
６５歳以上の人へ「保険料納入通知書」を６月中旬に発送します
　保険料額や納め方などについては、納入通知書を確認してください。

保険料の減免申請ができます
　次の理由などで保険料の納付が難しい人を対象に、減免を行っています。
○災害により住宅等に著しい損害を受けた
○世帯の生計を主として維持する人が、失業（倒産、解雇、雇い止め）等
で収入が著しく減少した

○生活が著しく苦しく、次の要件に全て当てはまる 
生活保護基準未満、預貯金が単身で３５０万円（世帯員が１人増えるごとに
１００万円を加算）以下、居住用以外に土地や家屋などの資産がないなど
※提出書類や申請方法など詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ　介護保険課　1０４２－７６９－８３２１

入会説明会

会　場時　間日にち

南保健福祉
センター午前１０時

～１１時

６月１６日（土）

あじさい
会館

１８日（月）
２２日（金）

援助会員講習会〈全２回〉

会　場時　間日にち

あじさい
会館

午前９時３０分
～午後３時３０分６月２５日（月）

午前９時３０分
～午後４時２６日（火）

〔 〕

お問い合わせ　市民税課　1０４２－７６９－８２２１

税務署へ確定申告をしましたか？
いいえ
※税務署へ申告に行って、「申
告不要」と言われた人も含む

 はい 

住民税の申告をする必要はありません。

市民の皆さんの持ち込みによる市民の皆さんの持ち込みによる

食品の放射性物質検査を開始食品の放射性物質検査を開始

社会保険料、生命保険料、医療費控除等の各種控除を受ける場合
は、住民税の申告をしてください。

公的年金等の収入が公的年金等の収入が４００４００万円以下で万円以下で
確定申告をしなかった人へ確定申告をしなかった人へ

　一般食品（飲料水や牛乳・乳児用食品等を除く）を対象に、簡易測定器に
よる放射性物質検査を開始します。
対　象　市内在住の人（１世帯当たり１日１検体まで）　※事業者を除く
検査対象　未使用・未開封かつ腐敗していない単一の国内産食品で、下表に

該当するもの。また、流通食品は購入店名・所在地、それ以外のもの
は採取者名・採取所在地がわかるもの（５００ｇ以上の可食部が必要）。

検査項目　放射性セシウム（セシウム１３４とセシウム１３７の合計値）
検査方法　厚生労働省　食品中の放射性セシウムスクリーニング法
検査機関　北里環境科学センター

○自分で消費するために、自分が所有か管理する土地で採取したもの
○市内の河川・湖沼で採取した淡水魚
○許可を受けて市内で狩猟した鳥獣肉　○下記以外の流通食品

検査が
できるもの

○牛乳、乳児用食品、飲料水（飲用茶・ミネラルウオーターを含む）
○野生のもの　　○個人が調理したもの　　○食品以外のもの

検査が
できないもの
※重量不足や上記のことが不明な食品の検査は実施できません。

検査の流れ

①検査予約　電話で北里環境科学センター（1０４２－７７８－９２０８）へ 
受付日　６月１日（金）から 月～金曜日（祝日、１２月２９日～１月４日を除く）
　受付時間　午前９時～午後４時 
検体の持ち込み日と場所を予約します。 

②依頼書に記入　次の場所にある依頼書（市ホームページからダウンロ
ード可）に必要事項を記入してください。

③検体の持ち込み　６月４日（月）から　受付時間　午前９時～午後２時 
依頼書とビニール袋で二重に包んだ食品を持ち込み場所へお持ちください。
　 持ち込み場所　衛生試験所、緑区役所総務課、南区役所総務課、生活
　　　　衛生課津久井班、北里環境科学センター（南区北里１－１５－１）
　※予約のない検体の持ち込みは受け付けできません。
④検査実施 
原則、検体受付日の翌検査日に実施します。

⑤検査結果の郵送 
北里環境科学センターでの検体受け付け分のみ即日交付もできます。

配布場所　各まちづくりセンター、公民館（小山、清新、横山、中央、
星が丘、光が丘）、各持ち込み場所

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７
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対　象　１５歳以上の人 （市内在住か在勤・在学の人を優先して抽選）
受講料　○Ａ ＝各１，０００円、○Ｂ ＝各１，５００円
※このほかに教材費などが必要な講座があります。
申し込み　はがき（１講座で１枚のみ）に住所、氏名（ふりがな）、生年月日、性別、電

話番号、希望のコース・講座名、市民大学登録番号（登録済みの人のみ）を書い
て、６月１４日（必着）までに、さがまちコンソーシアム事務局内市民大学担当へ

※同コンソーシアムのホームページ（http://sagamachi.jp/）からも申し込めます。
※和泉短期大学コースで保育を希望する場合は、はがきの上部に「保育希望」と朱書
きし、子どもの氏名、年齢、性別を書いてください。

※後期は１３コース１６講座で、★印の学校のほか桜美林大学、多摩美
術大学、東京家政学院大学、東京女学館大学、総合研究大学院大
学、総合学習センター、座間市生涯学習課で開催する予定です。
講座の内容や申し込みなどは、９月ごろ本紙でお知らせします。

　今年度は１７の大学などの協力により、市民大学を開催します。
講師には各校の先生を迎え、各校の特色を生かした多彩なプロ
グラムを用意しています。
　募集は前期（７月～９月開始の講座）と後期（１０月以降開始
の講座）に分けて行います。講座の内容など詳しくは、総合学
習センター、各まちづくりセンター・公民館・図書館などにあ
る講義案内をご覧ください。

北里大学コース （南区北里１－１５－１）
受講料定員時　間日にち講座名

○Ｂ 

２００午後２時
　～３時３０分

９月１８日～１１月６日
の毎週火曜日

①舞台裏がみえる芸術鑑賞教
室〈全８回〉

各
１５０

午後１時３０分
　～３時

９月５日～１０月２４日
の毎週水曜日

②暮らしに役立つ医療の知識
〈全８回〉

９月６日～１０月２５日
の毎週木曜日

③健康で豊かな人生のための
基礎知識〈全８回〉

教材費＝②③各５００円

職業能力開発総合大学校コース（★） （緑区橋本台４－１－１）
受講料定員時　間日にち講座名

○Ｂ １６午前１０時
～午後４時

７月７日・１４日の
土曜日

①テクニカルフォト撮影技法
－安価なデジタル撮影ツール
による観察・画像化技法－
〈全２回〉

○Ａ １５午後６時３０分
　～８時

９月５日～２６日の
毎週水曜日

②身近にある電気の仕組み
〈全４回〉
①全回出席できる人

和泉短期大学コース（★） （中央区青葉２－２－１）
受講料定員時　間日にち講座名

○Ａ １５午前１０時～正午７月１１日～２５日の
毎週水曜日

子どもと一緒の暮らし－親だ
から、悩むこと－〈全３回〉
※未就学児（２歳以上）の保育あり

総合電子専門学校コース（★） （南区上鶴間本町３－１８－２７）
受講料定員時　間日にち講座名

○Ｂ １５午前９時～正午８月７日（火）
　～１０日（金）

ホームページを作ろう
－ html 基礎－〈全４回〉

教材費＝５００円、全回出席できる人

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市 民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学市 民 大 学市 民 大 学市 民 大 学
～前期は２１講座で募集～～前期は２１講座で募集～

（ご意見・ご要望　総合学習センター　1０４２－７５６－３４４３）

法政大学コース（★） （会場はソレイユさがみ）
受講料定員時　間日にち講座名

○Ａ ６０午後２時
　～３時３０分

８月３日・１０日・２４日
の金曜日江戸を楽しむ〈全３回〉

青山学院大学コース（★） （中央区淵野辺５－１０－１）
受講料定員時　間日にち講座名

○Ａ ２５０午後１時１０分
　～２時４０分

７月７日～８月４日
の毎週土曜日

われわれの宇宙を探る
〈全５回〉

サレジオ工業高等専門学校コース（★） （町田市小山ヶ丘４－６－８）
受講料定員時　間日にち講座名

○Ｂ １６午後６時３０分
　～８時

７月２日・９日・２３
日・３０日、８月６日、
９月１０日・２４日の

月曜日

Active English in the News
〈全７回〉

※対象は中級程度の人

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

麻布大学コース （中央区淵野辺１－１７－７１）
受講料定員時　間日にち講座名

○Ａ 各５０午後７時
　～８時３０分

８月１日～９月５日
の毎週水曜日

（８月１５日を除く）

①コンパニオン（伴侶）だけ
じゃない、人と動物のいろい
ろなかかわり〈全５回〉

８月２日～９月６日
の毎週木曜日

（８月１６日を除く）

②食の安心・安全を科学する
〈全５回〉

玉川大学コース （町田市玉川学園６－１－１）
受講料定員時　間日にち講座名

○Ａ ２５

午後１時
　～４時３０分８月４日（土）アドベンチャー教育（ｔａｐ）

を体験し、人間関係づくりを
考える〈全２回〉 午前９時３０分

～午後４時９月２９日（土）

※対象は軽度な運動が可能な人

女子美術大学コース （南区麻溝台１９００）
受講料定員時　間日にち講座名

○Ｂ 

２０午前１０時
～午後３時

　７月３１日（火）
～８月２日（木）

①日本画 ～麻紙に描く一枚
の絵～〈全３回〉

１５０午後１時２０分
　～２時５０分

９月２７日、１０月４日・
１８日、１１月１日・２９
日、１２月６日・２０日、
平成２５年１月１７日の

木曜日

②絵画は音楽と文学といつも
 拮  抗 しながら対話する－せめ
きっ こう

ぎあう心的表象〈全８回〉

２０午前９時２０分
～午後４時３０分

９月２９日、１０月６日
の土曜日

③１つだけのインテリアクロ
ック〈全２回〉
教材費＝①３，０００円③３，５００円、③全回出席できる人

和光大学コース （町田市金井町２１６０）
受講料定員時　間日にち講座名

○Ａ １００午後３時３０分
　～５時

７月６日～２７日の
毎週金曜日

新・世界都市物語－まつり－
〈全４回〉

　申し込み・お問い合わせ
　　さがまちコンソーシアム事務局内　市民大学担当
　　〒２５２－０３０７　南区文京２－１－１　1０４２－７０３－８５５０

カカララススににごご注注意意をを

　５～７月は繁殖期の親鳥がヒナや卵を守る
ため、人を攻撃することがあります。

攻撃から身を守るには
　鳴きながら旋回するなどの行動を始めた
ら、近くに巣がある可能性があるので、すぐ
にその場を立ち去りましょう。また、傘や帽
子で身を守る対策も有効です。

カラスの増加を防ぐために
　生ごみを減らす、生ごみを散乱させないよ
うネット等で覆うなど、工夫しましょう。

お問い合わせ
水みどり環境課
1０４２－７６９－８２４２

ハハチチのの巣巣をを見見つつけけたたらら
巣に近づかない、揺らさない、近くで大きな音を立てない
　ハチに刺されたら、流水で洗い、冷やしてください。
呼吸が苦しい、気分が悪いなどの症状が出た場合は急い
で医療機関へ
巣の特徴からハチの種類を調べて対処する
スズメバチ
　巣はマーブル模様のボール状です。攻撃性が強く、自
分で駆除することは危険です。個人の住宅（営業・賃貸
用を除く）にできた巣は、市で相談を受け付けています。
アシナガバチ
　巣は半円形です。巣を刺激しなければ襲ってくること
はありません。夜間に殺虫スプレーをかけると比較的簡
単に駆除できます。殺虫スプレーと防護服を市で貸し出
します（要予約）。

６月１日～７日は水道週間６月１日～７日は水道週間

受受水水槽槽・・井井戸戸水水のの
衛衛生生管管理理をを

○受水槽の設置者は保健所に届け出を行い、
衛生管理をしてください。なお、水槽の清
掃は毎年実施し、有効容量が８�を超える
受水槽は年１回検査を受けることが義務付
けられています。

○井戸水は、定期的に水質検査をしましょう。
なお、アパートなどの共同住宅で井戸水を
生活用水として使うときは、市の条例に基
づく確認を受ける必要があります。

相模女子大学コース （南区文京２－１－１）
受講料定員時　間日にち講座名

○Ｂ ９０午後２時～４時
７月１日～８月５日
の毎週日曜日

（７月２２日を除く）

①「食」は賢くおいしく
～元気に美しく～〈全５回〉

○Ａ 
各８０

午後１時３０分
　～３時

７月７日・１４日、
９月２２日・２９日、
１０月６日・２０日の

土曜日

②静かに見つめる健康
〈全６回〉

午前１０時３０分
～正午　

８月６日（月）
　～１０日（金）

③オペラ：ヒロインたちの心
理劇〈全５回〉

４０午前１０時
～午後１時

９月１１日（火）・１２日
（水）・１４日（金）

④男性のための料理教室
〈全３回〉
教材費＝①④各１，０００円
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４０歳代 

８.８％ 
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３０.６％ ５９.３％ 

２８.９％ ６２.１％ 

１７.２％ ７４.０％ 

１０.１％ 

９.０％ 

８.８％ 

１１.２％ ３６.８％ ５２.０％ 

３０.６％ ５９.３％ 

２８.９％ ６２.１％ 

１７.２％ ７４.０％ 

１０.１％ 

９.０％ 

５０歳代 

６０歳代 

７０歳代 

所見なし 
歯周病の傾向がある人 
歯周病とみられる人 

お口から始める
アンチエイジングの秘けつ

おお口口かからら始始めめるる
アアンンチチエエイイジジンンググのの秘秘けけつつ

ややまませせみみ自自然然体体験験ススククーールル
　「川と親しむ」をテーマに、リバーハイクや川辺の水遊びで自然を満喫します。
昼食にはみんなでカレーを作って食べます。
日　時　７月２８日（土）午前８時５０分～午後２時１５分
※雨天中止。晴天でも河川の増水などにより中止の場合あり。
会　場　ふじの体験の森やませみとその周辺
対　象　市内在住の小・中学生とその保護者＝１２組（抽選）　費　用　１人２７０円（材料費）
※未就学児（２歳以上）の保育あり（要予約）
申し込み　はがきかファクス、Ｅメールに住所、当日連絡可能な電話番号、交通手

段、全員の氏名（代表者に○）・性別・続柄・学年を書いて、６月１５日（必
着）までに同所（〒２５２－０１８２　緑区澤井９３６－１　1０４２－６８６－６０２５　6０４２
－６８７－５０５０　Ｅメール yamasemi@sagamihara-kng.ed.jp）へ

　アンチエイジングを知っていますか。アンチエイジングとは「抗加齢」のことで、体の老化を可能な限り遅
らせ、いつまでも若々しく健康に過ごすことを言います。
　自分の歯を守り、口の健康を保つことは、大切なアンチエイジングの一つです。このことが、いつまでも自
分の歯で食べ物をおいしく食べ、楽しく健康な生活を送ることにもつながります。口の主な病気は生活習慣が
要因となって発症する生活習慣病の一つですので、規則正しい生活を送るよう心掛けましょう。

皆さんのお口の状況は
　市が実施している「お口の健康診査」の受診者のうち、約９割の人は歯周病の
兆候が認められる結果になっています。
　また、歯周病の状況に比例して、歯の平均本数も少なくなってきています。

市が実施する歯科保健事業
歯科健康相談
　歯科衛生士によるブラッシング方法など歯のお手入れ
についての相談や、すぐに測れる口の元気度チェック
電話歯科相談
　歯科医師による口の健康に関する悩みの相談
お口の健康診査
　４０歳～７４歳を対象とした視診による 口  腔 内診査

こう くう

シニアのための歯っぴー健口セミナー　など

　各相談・事業の日程は、別冊ウェルネス通信や、市ホームページ 暮らし
の情報 → 健康・衛生・医療 → 歯の健康 をご覧になるか、お問い合わせく
ださい。

心臓の病気
　血管内壁に付着して動脈硬化を起
こしやすくしたり、心臓に細菌が定
着して細菌性の心内膜
炎を引き起こしたりす
ることがあります。

　口の中の主な病気は、むし歯と歯周病です。
　成人が歯を失う原因は、約６割が歯周病、約３割がむし歯と言われています。
この２つを予防することが、口の健康を守るために大切です。

　歯周病菌が体内に侵入することで、さまざまな病気を引き起こし
ます。
　口の中をきれいにし、歯周病を予防することが、全身の病気を予
防することにもつながります。

早産・低体重児出産
　歯周病菌が胎盤に感
染し胎児の発育に影響
を与えたり、炎症性物質を出
したりすることで、早産のリ
スクが高まります。

その他
　骨粗しょう症や認知症とも関連
性があることが分かっています。

糖尿病
　歯周病菌がインスリンの
働きを妨げて糖尿病の症状
を悪化させます。

肺炎
　口の中の細菌が、肺
に入り、肺炎を引き起
こすことがあります。

　歯の表面についた 歯  垢 ＝プラーク
し こう

（細菌の塊）が、口の中に残っている
糖を利用して酸を作り、その酸によっ
て歯が溶かされるのがむし歯です。

歯歯周周病病ととはは

　歯周病菌が原因となって引き起こさ
れます。歯周病菌によって歯肉が炎症
を起こし、少しずつ歯を支えている組
織や骨を破壊していきます。

定定期期的的なな歯歯科科健健診診でで、、おお口口のの健健康康度度ををチチェェッッククししよようう！！

　歯周病を早期発見するためには、かかりつけ歯科医で定期的に歯周
ポケット（歯と歯肉の隙間の深さ）の測定や、レントゲン撮影を行い、
歯を支えている骨の状態を確認する必要があります。
　検査の結果、歯周病がある場合には、早めに必要な治療を受けるこ
とが大切です。
　日頃のブラッシングだけでは歯の汚れを１００％きれいに取ることは
できません。歯周病でない人でも、歯の周りに付着した歯石の除去な
ど、歯科医院での 口  腔 清掃を定期的に受ける必要があります。

こう くう

歯歯間間清清掃掃用用具具をを使使っってておお口口ののアアンンチチエエイイジジンンググ！！

　歯ブラシでは届かない奥歯や歯と歯の間に磨き残しがあります。そ
のまま放っておくとむし歯や歯周病の原因になります。毎日のブラッ
シングに合わせ、新しい習慣として歯間ブラシなどの歯間清掃用具を
使うようにしてみましょう。ただし、誤って使用すると、歯肉を傷つ
けるおそれがあるので、歯科医院でアドバイスを受けて、上手に活用
しましょう。

正しい生活習慣と正しいブラッシング
かかりつけ歯科医を持ち定期的な歯科健診
歯科医院で歯のクリーニング

むむしし歯歯ととはは

歯歯周周病病菌菌がが体体内内にに侵侵入入すするるととまずは知ることから始めよう
お口の２大疾患

ままずずはは知知るるここととかからら始始めめよようう
おお口口のの２２大大疾疾患患

年代別　平均的な歯の本数
本数年代
２７.０本４０歳代
２６.０本５０歳代
２５.１本６０歳代
２３.５本７０歳代

むし歯の始まり

歯髄

象牙質

歯歯肉肉炎炎
歯を支えている骨は歯を支えている骨は
溶けていません。溶けていません。

歯歯周周炎炎
歯を支えている骨が歯を支えている骨が
溶けていきます。溶けていきます。

年代別　歯周病の状況

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－８３４５

みんなで
つくろう
健口
けん こう

さがみはら！

６月４日～１０日は  歯   の衛生週間です！
お口から始めるアンチエイジング！おお口口かからら始始めめるるアアンンチチエエイイジジンンググ！！

冒冒険険遊遊びび場場
「「銀銀河河のの森森ププレレイイパパーークク」」開開園園！！

　秘密基地づくり、木登り、マシュマロ焼きなどを楽しみます。
日　時　６月３０日（土）午前１０時３０分～午後３時３０分〈荒天中止〉
会　場　キャンプ淵野辺留保地（淵野辺公園隣接地）
※希望者は直接会場へ
※今後原則、毎週水曜日午後と第１・第３日曜日の開園を予定してい
ます。詳しくは市ホームページの 暮らしの情報 → 青少年 → 青少
年・成人に関する催し をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　相模原に冒険遊び場をつくる会の 飯  田 さん
はん だ

1０８０－４３５９－１９３４
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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。

　梅の収穫の時期に合わせて、川尻財産区の本沢梅園を一般開放します。
果実は主に梅酒用の白加賀ですが、梅干しなどでも楽しめます。
日にち　６月１６日（土）～１９日（火）
※梅がなくなり次第、終了することがあります。
時　間　午前９時～午後４時
所在地　緑区川尻４４５７－１
　　　　（城山発電所そば、無料駐車場あり）　
費　用　１㎏５００円（入場は無料）
交　通　橋本駅南口から若葉台住宅行きバスで終点下

車、徒歩約２０分
お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

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！！』。６月は『エビのなかま』です。
展示生物　イセエビなど

田んぼの生きもの展
　カエルなど、田んぼにすむ生きものたちを紹介します。
展示生物　カエルの仲間、メダカなど

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　６月の休館日　月曜日

入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）

イセエビ

布えほん展　　※希望者は直接会場へ
　布えほんや布おもちゃの展示と、おはなし会を行います。
日にち　６月２日（土）・３日（日）
時　間　展　示　午前１０時～午後４時３０分（３日は午後３時３０分まで）
　　　　おはなし会　午前１１時、午後２時

一日図書館員　発見！図書館のひみつ
　本の貸し出し、返却、カバー貼りの作業や本探しゲームをします。
日　時　６月２３日（土）・２４日（日）午前１０時～午後３時３０分
対　象　市内在住の小学校４～６年生＝各１２人（抽選）
申し込み　同館にある申込書かはがきに住所、氏名（ふりがな）、学校名、

学年、電話番号、参加希望日、「一日図書館員」と書いて、６月１０
日（必着）までに同館（〒２５２－０３０３　南区相模大野４－４－１）へ

お問い合わせ　相模大野図書館　1０４２－７４９－２２４４

座禅体験教室
　座禅の座り方や呼吸など、基本的な作法と心
構えを学びます。
日　時　６月１３日（水）午前１０時～１１時
会　場　老人福祉センター若竹園
対　象　市内在住の６０歳以上の人
定　員　２０人（申込順）
費　用　５００円
申し込み　直接か電話で同園（1０４２－７４６－

４６２２）へ

相模川ふれあい科学館の催し

相模大野図書館の催し

夏休み巡回映画会
　映写団体が会場まで出張し、映画会を開催します。夏休みに、子どもを
対象に映画会を開いてみませんか。
上映期間　７月２１日（土）～２９日（日）、８月１８日（土）～２６日（日）
上映時間　午後２時～４時
対　象　市内の子ども会や自治会などの団体＝２０団体（申込順）
申し込み　直接か電話で必ず事前にお問い合わせの上、直接、６月１７日午

前１０時～１０時３０分に同館へ
※申し込み後に説明があります。

アンコール上映会「橋のない川」
　　　～あの名作日本映画をもう一度～
日にち　１部（１９６９年制作）＝６月１２日（火）
　　　　２部（１９７０年制作）＝６月１３日（水）
時　間　午後２時～４時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　各１５０人（先着順）※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　視聴覚ライブラリー　1０４２－７５３－２４０１

視聴覚ライブラリーの催し

親子で楽しむ凧作り教室
　和紙と竹ひごで 角  凧 を作り、凧揚げをします。

かく だこ

日にち　６月２３日（土）
時　間　午後１時３０分～４時
会　場　相模の大凧センター
定　員　２０人（申込順）　
※小学生以上は１人でも参加できます。
費　用　５００円
申し込み　直接か電話で同センター（1０４６－

２５５－１３１１）へ

埴輪作り体験教室
　粘土で 埴  輪 を作り、古墳時代について学びます。

はに わ

※焼かずに自然乾燥で仕上げます。
日にち　６月１７日（日）
時　間　午後２時～４時
会　場　旧石器ハテナ館
対　象　小学生以上の人
定　員　３０人（申込順）
費　用　２５０円（材料費）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

環境情報センターの催し

地球にいいことはじめよう

「こどもエコクラブ」参加者募集

銀河連邦サク共和国のりんご樹オーナー募集

本沢梅園の梅もぎ取り

　子どもたちが取り組むエコな活動を応援するクラブです。家庭や学校、
地域でグループを作って、自然観察やリサイクル活動などメンバーの関心
のあることについて取り組みます。
対　象　３歳～高校生の２人以上のグループ
※参加には大人のサポーターが１人以上必要です。
※詳しくは環境情報センターへお問い合わせください。
申し込み　電話か、Ｅメールに全員の氏名（代表者に○）・

年齢、代表者の住所・電話番号、「こどもエコク
ラブ」と書いて同センター（1０４２－７６９－９２４８ 
Ｅメール kankyo@eic-sagamihara.jp）へ

こどもエコクラブ
イメージキャラクター
「エコまる」

エコギャラリー企画展　学んで守ろう相模原の森
　相模原の森林の現状や課題、森林再生に向けた
保全活動の様子などを写真等で紹介します。また、
間伐材を活用した家具や積み木等も展示していま
す。
期　間　９月２３日（日）まで
時　間　午前９時～午後５時

発見しよう！まちの中の小さな自然
　自然観察指導員と同センター周辺を散策し、植物や生き物について学び
ます。
日　時　６月１５日（金）午前９時３０分～１１時３０分
※希望者は、飲み物と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

お問い合わせ　
環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８

６月の休館日　２日（土）、１０日（日）、２１日（木）

　銀河連邦事業で交流のある長野県佐久市臼田地域の「サンふじ」を、袋
をかけず太陽の光の下で育てます。
収穫時期　１１月上旬～中旬
※収穫に行けない人には、宅配便で届けます。
費　用　１本２万円（１５０玉は最低保証）
受け入れ本数　５００本程度（申込順）
申し込み　郵便局の払込取扱票に、口座番号００５８０

－９－６４９９４、払込金額、加入者名＝臼田地域りんご樹オーナー制
度委員会、払込人の郵便番号・住所・氏名・電話番号を書いて振り
込んでください。

お問い合わせ　
佐久市臼田支所経済建設課　1０２６７－８２－３１１３

雨にきらめく 水  無  月 の
み な づき

おすすめ情報

提供　独立プロ名画保存会

会　場
市立図書館

（中央区鹿沼台）

６月30日（土）
まで！ 青根浄水場付近の

森林の様子
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学びのらいぶ塾　夏講座
　運営も講師も研修を受けた市民が行う講座です。

ボランティアチャレンジスクール
　ボランティア体験を通じて社会での役割を実感し、自主性や主体性を育
みます。

内　容会　場日　時
オリエンテーションあじさい会館７月８日（日）午前９時３０分～正午

２分野以上の活動体験福祉施設など７月２１日（土）～８月２７日（月）のうち数日

報告会あじさい会館８月２８日（火）午前９時３０分～１１時３０分

対　象　市内在住か在学の中学生～高校生＝１２０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、学校名、学年、電話番号、緊急時の

連絡先、保護者の署名、「ボランティアチャレンジスクール」と書い
て、６月２０日（必着）までに市社会福祉協議会ボランティアセンタ
ー（〒２５２－０２３６　中央区富士見６－１－２０　1０４２－７８６－６１８１）へ

費　用定　員
（抽選）時　間日にち講座名

５００円

各１０人

午前１０時～正午
６月３０日（土）

今、子どもに必要な食育
～小学校での食育実践～
対　象　１８歳以上の人

①

１，５００円６月３０日～７月１４日の
毎週土曜日

浴衣の着付け〈全３回〉
対　象　１５歳以上の女性

８００円午前９時３０分
　　　～正午７月６日（金）

お祝い事・ご 挨  拶 にも使える
あい さつ

手作りカード作り
対　象　１５歳以上の人

３，０００円１５人午後２時～４時７月４日～１２月１９日の
水曜日（月２回程度）

楽しいマジック〈全１２回〉
対　象　１６歳以上の人

３００円３０人

午前１０時～正午

７月１４日・２１日の
土曜日

飲料水と温泉水〈全２回〉
外部講師を招いて、相模原の水道水と
温泉水について、他地域と比較します。

５，０００円８人７月１４日・２８日、８月
１１日・２５日の土曜日

ハーブでいきいき　夏のレッスン〈全４回〉
対　象　２０歳以上の女性（妊婦を除く）

４，５００円
各１２人

７月１８日、８月１５日、
９月１９日の水曜日

夏の涼やか　へアアレンジ・まとめ髪
〈全３回〉
対　象　２０歳以上の人

７，４５０円７月２０日、８月１７日、
９月２１日の金曜日

家庭でできるヘアカット〈全３回〉
対　象　２０歳以上の人

１組
５００円▲

各８組

７月２４日（火）
　～２７日（金）

親子で楽しむ夏休み論語教室〈全４回〉
対　象　小学生とその保護者

② 各
１，０００円午後２時～４時

７月２８日（土）ハーブでいきいき　夏休み親子教室
対　象　小学校３～６年生とその保護者 ８月４日（土）★

１組
１，５００円

午前１０時～正午

８月７日（火）キッズのヘアカット術
対　象　６～１２歳の子どもとその保護者

３００円１５人８月１７日・２４日の
金曜日

はじめてのマティス体験教室〈全２回〉
対　象　１６歳以上の人

③ １，０００円１０人９月１日～１１月２４日の
土曜日（月２回程度）

文字の癖を直しませんか（書道）
〈全６回〉

８００円１４人午前１０時～
　　１１時４５分

９月３日～２４日の
毎週月曜日

中学の国語教科書にみる日本の古典
〈全４回〉

会　場　総合学習センター、★印はソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）
※対象の記載がない講座は、どなたでも参加できます。　▲子どもが２人以上の場合は１組７００円
申し込み　同センター、各公民館・図書館にある募集案内に付いているはがきか、申込書（同センタ

ーホームページからダウンロード可）を①６月１５日、７月②１０日③３１日までに同センターへ
※同センターホームページからも申し込めます。
※内容について詳しくは、募集案内か同センターホームページをご覧ください。

日本赤十字社 救急法基礎講習会
　心肺 蘇  生 法やＡＥＤの取り扱いなどの基礎を学びます。

そ せい

日にち　６月２４日（日）
時　間　午後１時～５時
会　場　サーティーフォー相模原球場会議室
対　象　１５歳以上の人＝２０人（申込順）
費　用　１，５００円
申し込み　直接か電話で同球場（1０４２－７５３－６９３０）へ

子育て広場たんと 

乳幼児虫歯予防セミナー
　簡単で無理なくできるむし歯予防の秘けつや、歯磨
きに慣れるためのこつなどを紹介します。
日にち　６月２４日（日）
時　間　①午前１１時～正午
　　　　②午後２時～３時
会　場　伊勢丹相模原店
対　象　①０歳児とその保護者
　　　　②１～２歳ぐらいの子どもとその保護者
定　員　各２０組（申込順）
申し込み　電話でこども青少年課（1０４２－７６９－９８１１）へ

けやき体育館の催し
①障害者スポーツ講座「わくわくスポーツ」〈全８回〉
日にち　６月２３日、７月２１日、９月２２日、１０月２０日、１１月１７日、１２月２２日、

平成２５年１月２６日、２月２３日の土曜日
時　間　午後２時～４時
対　象　市内在住か在勤・在学の知的障害児・者＝３５人、ボランティア＝５人
②けやき体育館イベント「音楽を楽しもう！」
日　時　６月２４日（日）午前１０時～１１時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の障害児・者＝２５人、ボランティア＝５人
③障害者ふれあい文化講座「洋菓子作り」
日　時　７月５日（木）午後６時３０分～８時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の知的障害児・者＝１５人、ボランティア＝５人
費　用　５００円（ボランティアは無料）
④障害者ふれあい文化講座「料理」〈全６回〉
日にち　７月１２日、８月９日、９月１３日、１０月１１日、１１月８日、平成２５年

１月１０日の木曜日
時　間　午前１０時～正午
対　象　市内在住か在勤・在学の精神障害者＝１８人、ボランティア＝５人
費　用　５００円（ボランティアは無料）

　　　ラジオ体操・みんなの体操
　　　指導者養成講習会〈全４回〉

　元テレビ・ラジオ体操指導者の長野信一さんから体操の実技指導や理論・
指導方法などを学びます。
日にち　６月２１日（木）・２７日（水）・２９日（金）、７月４日（水）
時　間　午前９時３０分～１１時３０分　　会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住の１８歳以上の人＝４０人（申込順）
申し込み　電話で６月１２日までに地域保健課（1０４２－７６９－９２４１）へ

募集募集

薬用植物シンポジウム薬用植物シンポジウム
　「漢方の化学」をテーマにした講演と薬用植物園の見学会を行います。
日　時　６月２３日（土）午後１時～５時
会　場　北里大学相模原キャンパスＬ１号館
講　師　指田　豊さん（東京薬科大学名誉教授）
　　　　福田達男さん（北里大学准教授）
定　員　２００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　農政課　1０４２－７６９－８２３９

　　　 教育実践研究論文　教育実践研究論文
あなたの貴重な教育実践を発信しませんかあなたの貴重な教育実践を発信しませんか
　子どもの教育に視点を当てた実践研究論文を募集します。
論文提出期限　平成２５年１月１０日　　対　象　市内在住か在勤の人
申し込み　電話で１０月３１日までに総合学習センター（1０４２－７５６－０２９０）へ
※論文の内容など、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。

相模原のつどい相模原のつどい
認知症の人の世界を知ろう認知症の人の世界を知ろう

　参加者同士が不安や悩みなどを相談し合うことで、
認知症への理解を深めます。医師の相談も受けられま
す。
日にち　６月２４日（日）
時　間　介護家族交流会＝午前１０時～正午
　　　　講演会＝午後１時～３時
会　場　南保健福祉センター
対　象　認知症の人を介護している人と、認知症に関

心のある人
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
認知症の人と家族の会神奈川県支部　1０４４－５２２－６８０１

市民健康文化センターの教室
費　用対象・定員

（申込順）時　間日にち教室名

各
５００円

小学生以上の人
各１０人

午前９時３０分～正午
午後１時～３時３０分６月２４日（日）アケビの 蔓 で

つる

カゴ製作

各
６００円

１８歳以上の人
各１０人

午後１時～１時５０分
午後２時～２時５０分６月２７日（水）折り紙

申し込み　直接か電話で同センター（1０４２－７４７－３７７６）へ

全国ラジオ体操
連盟認定

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、６月①１５日②１７日③３０日④７月５日までに同館（1０４２－
７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

お問い合わせ
総合学習センター　1０４２－７５６－３４４３
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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催し
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち催し・教室名

各
５，０００円各１０人

１８歳以上の人

午前９時３０分～１０時３０分
午前１１時～正午

６月１２日～８月７日の毎週
火曜日（７月２４日を除く）

リフレッシュヨガ
〈全８回〉 午前９時３０分～１０時３０分

午前１１時～正午
午後０時３０分～１時３０分

６月１４日～８月２日の
毎週木曜日

６月１５日～８月３日の
毎週金曜日

３，８００円２０人午前１０時～１１時６月１５日（金）
フラワーアレンジメント
～ミニバスケットと
ブーケの作り方～

各回
３００円各回２０人小学校

３・４年生午後５時１５分～６時１５分６月１９日～８月２８日の
毎週火曜日小学生サッカー

１組
１，０００円２０組２～４歳の子ど

もとその保護者午前１０時３０分～１１時３０分６月２０日（水）親子リトミック

無料

各２０人
年中・年長の
子ども午後４時～５時

６月２２日（金）ノジマ相模原ライズ
チアダンス体験 小・中学生午後５時１０分～６時１０分

各時間
５０人

小学生　
～大学生
（団体での
申し込みも可）

午前１０時３０分～午後３時
のうち３０分程度
※詳しくは、お問い合わ
せください。

７月１日（日）
運動能力測定大会★
～スポーツひのまる
キッズプロジェクト～

申し込み　電話か、ファクス、Ｅメール、★はファクスかＥメールに、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、電話番号、催し・教室名（★で団体の場合は、代表者の氏名・年齢・電話番号、参加人数）を書
いて、同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp）へ

市民選手権大会
①水泳（一般・高校生・中学生の部）
日　時　７月１５日（日）午前９時
会　場　さがみはらグリーンプール
②テニス〈ダブルス（一般・小学生）〉
日にち　７月２８日（土）～８月１８日（土）
時　間　午前９時
会　場　淵野辺公園テニスコートほか
③体操 ④トランポリン
日　時　８月５日（日）午前９時
会　場　北総合体育館
⑤サッカー（中学生）
日にち　８月１８日（土）～９月８日（土）
時　間　午前９時
会　場　相模原麻溝公園競技場ほか

◇　　　◇
申し込み　市体育協会にある申込用紙を６月①

２２日⑤１２日までに、②市テニス協会ホー
ムページからか、はがきに全員の住所・
氏名・年齢・電話番号・種別・戦績を書
いて６月１５日（必着）までに、③④市体
操協会ホームページからか、電話で６月
３０日までに市体育協会へ

高齢者初歩ダンススポーツ講習会〈全７回〉
日にち　７月７日～８月１８日の毎週土曜日
時　間　午前９時３０分～１１時４５分
会　場　加藤会館（南区麻溝台６－１５－２２）
対　象　市内在住か在勤のおおむね６０歳以上の人
定　員　５０人（申込順）　　費　用　８００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電

話番号、「初歩ダンス」と書いて、６月
２０日（消印有効）までに市体育協会へ

盆おどり新譜講習会

時　間　午後１時３０分～３時３０分
※希望者は、室内履きを持って直接会場へ
①中級ダンス技術講習会 ②ダンスタイム
日にち　６月１７日（日）
時　間　①午前９時～正午②午後１時～４時３０分
会　場　市体育館（市役所前）
費　用　各８００円、前売り券１，０００円（１日 ）
※希望者はダンススポーツができる服装で直接
会場へ

ウオーキングとブルーベリー摘み体験
日　時　７月８日（日）午前９時～正午
集合場所　津久井生涯学習センター
対　象　市内在住か在勤・在学の小学生以上の人
定　員　５０人（申込順）
費　用　５００円（ブルーベリー１００g付き）
申し込み　電話で市体育協会津久井連絡所（1 

０４２－７０５－５１４２）へ

第３種ソフトボール公認審判員・記録員

認定会
日　時　６月２３日（土）午前８時３０分～午後４時
会　場　上溝中学校
費　用　４，０００円　※認定後に登録料が別途必要
申し込み　電話か、はがきに住所、氏名、年齢、

電話番号、「ソフトボール認定会」と書い
て、６月１７日（必着）までに市体育協会へ

ペタンク初心者～中級者実技講習会
日　時　６月２日（土）午前９時～正午
集合場所　サーティーフォー相模原球場会議室
会　場　淵野辺公園中央広場
対　象　小学生以上の人＝２０人（先着順）
※希望者は直接集合場所へ

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/

会　場日にち
橋本公民館６月２日（土）
大野南公民館　　１６日（土）

市体育館（市役所前）　　２０日（水）

テニス教室〈全５回〉
時　間日にち　※雨天時は変更あり会　場

午前１０時３０分～
午後０時３０分　

６月２３日～７月２１日の毎週土曜日小倉テニスコート

６月１７日～７月１５日の毎週日曜日津久井又野公園

コース　
○初心者（対象は１５歳以上の人）＝各会場２０人（申込順）
○ジュニア（対象は小学校３年生～中学生）＝各会場１０人（申込順）
費　用　各４，０００円
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに氏名、年齢、電話番号、

テニス経験の有無、希望会場・コースを書いて、城山めい
ぷる〈緑区久保沢１－１－５３　1０４２－７８２－０３０３（火～金
曜日の午前９時～午後３時） 6０４２－７８２－１０５１　E メール 
info@maple-s.org〉へ

※１コートにつき６人以上で開催。詳しくは、お問い合わせください。

さがみはらグリーンプールの催し
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち講座・教室名

４００円
（小・中学
生２００円）

３０人小学生以上の人午後２時３０分
　～３時３０分６月１６日（土）水難防止

２００円１５人１５歳以上の人
（中学生を除く）

午前１１時
　～正午６月１８日（月）腰痛・

肩こり解消

各２，０００円
各３０人

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１８日（月）
　～２２日（金）
　　２６日（火）
　～２８日（木）

平泳ぎ集中
〈全８回〉

４泳法で２５ｍ以上
泳げる小・中学生

個人メドレー
集中〈全８回〉

１，０００円中学生以上の人午前１０時
　～正午

６月３０日（土）

テーピング

４００円
（中学生以下
の人２００円）

２０組３歳～小学生と
その保護者

午後２時
　～３時

わくわく
親子水泳

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

銀河アリーナのプール
期　間　６月１０日（日）～９月１６日（日）
時　間　午前９時～午後９時３０分

キッズ水泳教室〈全５回〉
　参加者のレベルに合わせたクラス編成
で指導します。
日にち　６月２５日（月）～２９日（金）
時　間　午後３時３０分～４時４５分
対　象　４歳以上の未就学児
定　員　３０人（抽選）
費　用　４，０００円
申し込み　往復はがきに、住所、氏名

（ふりがな）、年齢、電話番号、
「キッズ水泳教室」と書いて、６
月１０日（必着）までに、同所（〒２５２
－０２２９　中央区弥栄３－１－６）へ

お問い合わせ
銀河アリーナ　1０４２－７７６－５３１１

６月１０日オープン
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）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。

相模原市史「考古編」を刊行相模原市史「考古編」を刊行

　旧石器時代～近世の遺跡などを
紹介

販売価格　２，６５０円
販売場所　市立博物館、各行政資
料コーナー、市内の一部書店
※各図書館・公民館などで閲覧可
問 市立博物館（1０４２－７５０－８０３０）

さがみはら・ふれあいさがみはら・ふれあい

ハートポイント事業登録説明会ハートポイント事業登録説明会

　市内の受け入れ協力機関（高齢
者福祉施設など）で行うボランテ
ィア活動をポイントに換え、貯ま
ったポイントを報償金として還元

時 午後２時～３時
対 市内在住の６５歳以上の人
※希望者は直接会場へ
※受け入れ協力機関も募集中
問 介護予防推進課

事業主の皆さんへ事業主の皆さんへ

新卒対象求人取扱説明会新卒対象求人取扱説明会

　平成２５年３月新卒予定者を対象
にした求人の取り扱いについて
日時６月１２日（火）午後２時～４時
会市民会館第１大会議室
※希望者は直接会場へ
問ハローワーク相模原（1０４２－
７７６－８６０９　部門コード４４＃）

宿泊利用①相模川清流の里宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村②たてしな自然の村

６月～８月の空き状況　平日に空
きあり
申 随時受け付け
９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６月
１０日までに各施設へ。抽選後の空
き室の申し込みは６月２１日から電
話で①1０１２０－９８８－５４７②1０２６７
－５５－６７７６へ
９月の休館日　①１８日（火）・１９日
（水）②４日（火）・１９日（水）
②日～金曜日は特別料金で宿泊で
き、地域の特産品をプレゼント

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 ６月１０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

販売士検定試験３級販売士検定試験３級

日 ７月１４日（土）
会 産業会館　　費 ４,０００円
申 直接（６月１５日～２１日）かイン
ターネット（６月２０日まで）で、
相模原商工会議所（1０４２－７５３－
８１３４　HP http://www.ssp２１.or. 
jp/）へ

労働保険の確定・概算申告と労働保険の確定・概算申告と

保険料等の納付はお早めに保険料等の納付はお早めに

納付期間　７月１０日まで
※保険料等の算定方法・期間（４
月１日～翌年３月３１日）に変更は
ありません。
問 神奈川労働局労働保険徴収課
（1０４５－６５０－２８０３）

金融説明会と個別相談会金融説明会と個別相談会

　政府系金融機関の融資説明など
日時 ６月１２日（火） 午後１時３０分～４時
会 産業会館
対 市内中小企業者＝５０人（申込順）
申 電話か、Ｅメールに事業所名、
電話番号、「金融説明会」と書い
て、相模原商工会議所（1０４２－７５３
－８１３５　Ｅ keieisien@ssp２１.or. 
jp）へ

中央保健センターの非常勤保健師中央保健センターの非常勤保健師

　乳幼児や成人への保健指導や乳
幼児健診
勤務　月８日～２０日程度、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１,７６０円
対 保健師免許と普通自動車運転免
許があり、パソコン操作のできる
人＝若干名
申 電話で６月１５日までに中央保健
センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

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　７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 管理栄養士免許がありパソコン
操作ができる人＝１人
申 電話で６月１５日までに健康企画
課（1０４２－７６９－８３２２）へ

非常勤歯科衛生士非常勤歯科衛生士

　健診・健康教室等の業務補助
勤務　７月から南保健福祉センタ
ーほかで月１～２回程度、１回２時
間～４時間３０分（勤務日時は応相談）
賃金　時給１,２７０円
対 歯科衛生士の免許がある人
定 若干名
申 履歴書（写真貼付）と歯科衛生
士免許の写しを、郵送で６月８日
までに、健康企画課（〒２５２－５２７７
中央区中央２－１１－１５　1０４２－
７６９－８３４５）へ

さがみ美術展の作品さがみ美術展の作品

　６月２２日（金）～２６日（火）に
相模原市民ギャラリーで開催
出展　１人２点まで。規格は８～
１００号（８０～１００号は１点）
費１点３，０００円、２点４，０００円
　８０～１００号４，０００円
申直接、６月１６日（土）午前１０時～
午後５時に作品を同ギャラリーへ
※作品は額装し必ず掛けひもを付
けてください（ガラス入り額不可）。
問市美術協会事務局の山下さん
（1０４２－７５２－２５２３）

小学校の理科支援員小学校の理科支援員

　観察・実験等の支援、準備など
募集校　星が丘・向陽・大島・南
大野・大沼・鶴の台・大野北・陽
光台・弥栄・青葉・宮上・広陵・
鳥屋・青野原・青根・桂北・藤野
小学校
勤務　９月３日～平成２５年３月８
日で午前９時～午後３時のうち３
時間３０分（勤務日は応相談）
賃金　時給８８５円
申 各募集校か学校教育課にある申
込書（市ホームページの 作品・ス 
タッフ募集 からダウンロード可）
を６月８日までに、希望の小学校へ
問 コールセンター（1０４２－７７０－
７７７７）

路上違反広告物追放推進員路上違反広告物追放推進員

　路上違反広告物（貼り紙等）の除
却やパトロールを行うボランティア
活動期間　８月～平成２６年７月で、
昼間月１回程度
対 市内在住か在勤の１８歳以上の人
で２人以上のグループ
定 ４０人程度（申込順）
申 直接か電話で６月２２日までに道
路管理課（1０４２－７６９－８２６２）へ

おばけボランティアおばけボランティア

　青少年学習センターで８月２６日
（日）に実施する「あそびの学校・
きもだめし」の準備など
対 市内に在住か在勤・在学の中学
生～３０歳の人＝ １５人（申込順）
申 直接か電話、Ｅメールに氏名、
電話番号、「おばけボランティア」
と書いて、６月１６日までに同セン
ター（1０４２－７５１－００９０　Ｅ sei 
syonen-center@city.sagami 
hara.kanagawa.jp）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

非常勤看護師非常勤看護師

　障害児・者の歯科診療における
看護業務など
勤務　火・木曜日（祝日を除く）
午後０時３０分～５時３０分
賃金　日額９,０００円
対 看護師免許のある人＝ １人
申 履歴書（写真貼付）を直接か郵
送で、６月１１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

お知らせ 募　　集 

会　場日にち
シティ・プラザはしもと６月２０日（水）
ウェルネスさがみはら７月３０日（月）

施設のお休み

市民健康文化センター
日 ６月１１日（月）
※１２日（火）～１４日（木）はプール
がお休みです。
問 同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日 ６月１日（金）・２日（土）・１２
日（火）
問 同所（1０４２－７７３－５５７０）
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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各広告主へ。

リサイクルスクエア ６月の催しリサイクルスクエア　６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、６月２０日までに各会場へ
※抽選発表は６月２１日（木）午後１時
フリーマーケット
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
※出店者の募集は終了しました。
※「おもちゃの病院」も実施。受
け付けは正午まで

分別戦隊シゲンジャー

銀河も来ます

問 資源循環推進課

土曜コンサート「合唱」土曜コンサート「合唱」

日時 ６月１６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）

県企業庁施設見学会県企業庁施設見学会

日 ６月３日（日）
時 午前１０時～午後３時

※見学希望者は直接会場へ

神奈川土建住宅デー神奈川土建住宅デー

　無料住宅相談や耐震相談、包丁
研ぎなど
日 ６月１０日（日）
時 午前１０時～午後３時
※会場など詳しくはお問い合わせ
ください。
問 神奈川土建一般労働組合相模原
支部（1０４２－７５４－８０２３）

県立相模原公園の催し県立相模原公園の催し

ハーブの楽しみ方
　身近なハーブの種類の紹介など
日 ６月２４日（日）
時 午後１時３０分～３時３０分
相模原市域の巨樹・古木
　後世に残すべき樹木の現状を紹介
日 ６月３０日（土）
時 午後１時３０分～３時

◇　　　◇
定 各４０人（申込順）
申 電話で同公園（1０４２－７７８－
１６５３）へ
サカタのタネグリーンハウスの催し
サツキ盆栽展
日 ６月３日（日）まで
盆栽・山野草展
日 ６月１３日（水）～１７日（日）

◇　　　◇
時 午前９時３０分～午後４時３０分
問 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

さがみはら国際交流ラウンジのさがみはら 国  際  交  流 ラウンジの
こく さい こう りゅう

お茶会お 茶  会 
ちゃ かい

　ネパールのお 話 
はなし

と 交 
こう

 流 
りゅう

 会 
かい

日 ６ 月 １７ 日 
がつ にち

（ 日 ）
にち

時  午  前 １０ 時 ～ 午  後 ０ 時 ４５ 分 
ご ぜん じ ご ご じ ふん

定 ４０ 人 （ 先 
にん せん

 着 
ちゃく

 順 ）
じゅん

※ 希  望  者 は
き ぼう しゃ

 直 
ちょく

 接  会 
せつ かい

 場 へ
じょう

問  同 ラウンジ（1０４２－７５０－４１５０）
どう

みんなで歩こう！みんなで歩こう！

相模原公園の花 菖 
しょう

 蒲 〈１４㎞〉
ぶ

日 ６月９日（土）〈小雨決行〉
集合　午前８時５０分までに松が枝
公園（小田急相模原駅徒歩３分）
城山湖と梅もぎ取り〈１３㎞〉
日 ６月１６日（土）〈小雨決行〉
集合　午前８時５０分までに橋本駅
北口広場

◇　　　◇
費 各５００円
※希望者は昼食、飲料水を持って、
直接集合場所へ
問 市ウオーキング協会（1０９０－
４１３４－５８０８）

親子下水道教室親子下水道教室

　下水処理場の見学など
日 ７月１４日（土）
時 午前９時３０分～１１時３０分

会 四之宮管理センター（平塚市）
対 市内在住か在学の小学校４年生
とその家族＝２５組（申込順）
申 電話で６月２９日までに県下水道
公社企画課（1０４６３－５５－７４３８）へ

家族セミナー家族セミナー

「子どもの自立と就職に向けて」「子どもの自立と就職に向けて」

日時 ６月９日（土）午前１０時～正午
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
対 ニート等の子どもを持つ家族
定 ３０人（申込順）
申 電話でさがみはら若者サポートス
テーション（1０４２－７０３－３８６１）へ
※個別相談あり（要予約）

シルバーいきいきライフ講習会シルバーいきいきライフ講習会

会 シルバー人材センター中央事務所
対 市内在住の６０歳以上の人
費 ①５００円②６００円
申 往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、講習会名、②は希望日
を書いて、６月８日までに同事務
所（〒２５２－０２３６　中央区富士見４
－３－１　1０４２－７５３－７３７３）へ

初心者民謡講座〈全初心者民謡講座〈全１０１０回〉回〉

日時 ７月５日～９月２７日の毎週木曜
日（７月１９日、８月１６日・２３日を
除く）午後１時～３時
会 市民会館
定 ３０人（申込順）　　費 ２,０００円
申 電話で６月３０日までに市民謡協会
の児玉さん（1０９０－７０１７－７５２４）へ

消費者住宅セミナー「地震に強い消費者住宅セミナー「地震に強い

安心・満足の家づくり」　安心・満足の家づくり」

日 ６月２４日（日）
時 午後１時３０分～４時３０分
会 市民会館
対 市内在住の人＝３５人(申込順)
費 ５００円（資料代）※障害者は無料
申 電話か、ファクスに住所、氏名、
電話番号、「消費者住宅セミナー」
と書いて、６月２３日までに消費者
のための住宅塾（1０４５－８０３－
５６０４　6０４５－８０３－６５２１）へ

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼剣道体験教室　６月３日（日）午
後３時～４時、光が丘小学校体育館
�問 吉田（1０４２－７１２－８８０５）
▼高齢者韓国舞踊発表会　６月１６日
（土）午後２時～３時、グリーンホ
ール相模大野多目的ホール。定員２４０
人（先着順）　�問 松原（1０４２－７４１
－１８５７）
▼東日本大震災復興支援バザー（み
んなで手をとりあって！）　売り上
げの一部を東日本大震災の義援金と
して寄付　６月１７日（日）午後２時
～４時、東林公民館。販売できる品
物も募集（要事前相談）　�問 山口（1 

０８０－３４８８－３３６６）
▼ママさんブラス相模原こっこ隊わ
くわくコンサート　６月２４日（日）
午後２時～３時３０分、市民会館　�問 
山田（1０９０－４５９６－４３２４）
　　　　　　　会費などは個別にお問い

合わせください。
▼社交ダンス　毎週水曜日午後７時、
陽光台小学校。対象は多少経験のあ
る人、男性歓迎　�問 佐藤（1０９０－
８４３０－９２１８）
▼詩吟　毎月第１～第３金曜日午後
１時３０分、相模大野二丁目会館。初心
者歓迎　�問 井上（1０４２－７４２－５９８８）
▼フラダンス　毎週土曜日午前１０時、
北総合体育館。初心者歓迎、見学・
体験も可　�問 カマラ（1０９０－９３９４
－９５８９）
▼水彩・油絵　第１・第３金曜日午
前９時、清新公民館。初心者歓迎　�問 
大柴（1０４２－７１９－１４５５）
▼楊名時気功太極拳　毎週金曜日午
後７時、総合学習センター。初心者
歓迎　�問 小糸（1０４２－７５２－０５８０）
▼社交ダンス　毎週金曜日午後６時
４５分、サン・エールさがみはら　�問 
 壇 （1０８０－１１３４－４７１５）
だん

▼バレエ　毎週日曜日午前１０時、麻
溝公民館ほか。対象は３～１２歳　�問 
大塚（1０８０－５３８２－９５８１）
▼サルサダンス　毎週火曜日午後７
時、橋本公民館。初心者歓迎　�問 森
田（1０９０－３２２８－８７０５）

催 し

（敬称略）読者のひろば
催 し

仲 間仲 間

イベント 

お問い合わせ会　場

1０４２－７８２－２６２６
県企業庁谷ケ原浄
水場（緑区谷ヶ原
２－６－１）

1０４２－７８２－０８２１
県企業庁相模川発
電管理事務所（緑区
谷ヶ原２－７－１７）

定　員日　時講習会名

８人
（抽選）

６月１８日（月）
　　１９日（火）
午前９時
　～午後４時

はじめよ
う水彩画
〈全２回〉
①

各１０人
（抽選）

６月２５日（月）
　　２６日（火）
午前９時
　～午後３時

ビーズ
編み②

講演・講座 
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。

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

６６６６６６６６６月月月月月月月月月２２２２２２２２２３３３３３３３３３日日日日日日日日日～～～～～～～～～７７７７７７７７７月月月月月月月月月８８８８８８８８８日日日日日日日日日ははははははははは「「「「「「「「「さささささささささがががががががががみみみみみみみみみはははははははははららららららららら男男男男男男男男男女女女女女女女女女共共共共共共共共共同同同同同同同同同参参参参参参参参参画画画画画画画画画推推推推推推推推推進進進進進進進進進週週週週週週週週週間間間間間間間間間」」」」」」」」」

　わが子同様の１３人の力士たち。彼らといかにコ
ミュニケーションを取って育成していくべきか、
独自の方法についてお話しします。
日　時　６月２３日（土）午前１０時～正午
会　場　ソレイユさがみ
講　師　花田景子さん
定　員　１５０人（申込順）
※未就学児（２歳以上）の保育あり（要予約）
申し込み　電話で同所へ

ソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユさささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささがががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ 男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ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ェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススステテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィバババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル

お問い合わせ　ソレイユさがみ　1０４２－７７５－１７７５
緑区橋本６－２－１　シティ・プラザはしもと内

内　容時　間日にち

フラダンス、研究発表、水墨画、パネル展  など午前１０時　
～午後４時

６月２３日（土）

ジャズダンス、ヒップホップダンス、喫茶コーナーなど　　２４日（日）

さささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささがががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ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はははははははははははは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らららららららららららららららららららららららら 女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女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男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男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ののののののののののののいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいきききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいきききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム
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花田景子さん

　本市は、平成２６年に市制６０周年を迎えます。この６０周年に合わせて、記
念要覧の発行を予定しています。要覧の制作にあたり、まちの様子やイベ
ント、歴史など、昔の様子がわかる写真を募集します。
　お借りした写真は、その一部を要覧に掲載するとともに、市のホームペ
ージなどでも紹介します。
応募方法　写真と、住所、氏名、電話番号、撮

影時期・場所、写真に関するコメント
などを書いた紙を、直接か郵送で１０
月３１日（必着）までに広聴広報課（〒
２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）へ

※応募写真はデータ化し、整理作業終了後
にお返しします。なお、データは市立博
物館でも保管します。

※応募写真の著作権は撮影者（提供者）に帰
属しますが、市が要覧や市ホームページ
などに使用することができるものとしま
す。撮影する被写体（特に人物）の肖像
権などの責任は負いかねますので、応募
者が了解を得てください。

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

たたててししなな自自然然のの村村ババススツツアアーー
　たてしな自然の村に宿泊し、湯の丸高原のレンゲツツジや野辺山高原
での野菜収穫体験など、信州の美しい自然などを満喫します。
日にち　６月２７日（水）～２８日（木）〈１泊２日〉
集　合　午前７時４５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　１万４，８００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、６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

湯の丸高原のレンゲツツジ

相模川ビレッジ若あゆのイベント

かかしフェスティバルかかしフェスティバル
　９月１５日（土）～１０月８日（祝）に開催する同フ
ェスティバルにかかしを出展しませんか。
対　象　市内在住の小・中学生とその保護者
　　　　市内の青少年団体
申し込み　電話で７月１３日までに同所へ

お問い合わせ
相模川ビレッジ若あゆ　1０４２－７６０－５４４５

出出展展者者募募集集

若若ああゆゆ大大冒冒険険
　裏山探検、ウオールクライミングなどにチャレンジします。
日にち　７月３０日（月）～３１日（火）〈１泊２日〉
対　象　市内在住の小学校４～６年生＝８０人程度（抽選）
費　用　２，８００円（活動費・食事代・シーツ代など）
申し込み　はがき（１人１枚）に住所、氏名（ふりがな）、性別、学校

名、学年、電話番号、「若あゆ大冒険」と書いて、６月２２日（必
着）までに同所（〒２５２－０１３５　緑区大島３４９７－１）へ

ささががみみははらら女女とと男男ののいいききいいききフフォォーーララムム
～～見見守守るる事事・・認認めめるる事事～～

相模川ビレッジ若あゆのイベント相模川ビレッジ若あゆのイベント

市役所周辺の様子　昭和30年 

淵野辺駅前の様子　昭和39年 

お貸しください 昔の写真お貸しください　昔の写真

アジサイフェア ’12アアジジササイイフフェェアア ’’1122
～絆広がる みんな一緒に ずっと笑顔で･･･～

色鮮やかに咲く、市の花アジサイの魅力に触れてください。アジサイ
苗の配布もあります。

お問い合わせ 市みどりの協会 1０４２－７７７－２８６０

～絆広がる みんな一緒に ずっと笑顔で･･･～
　色鮮やかに咲く、市の花アジサイの魅力に触れてください。アジサイ
苗の配布もあります。

　　　　

お問い合わせ　市みどりの協会　1０４２－７７７－２８６０

会 場時 間日にち

相模原麻溝公園（１７０１７０種６，０００６，０００株）午前９時～
午後３時３０３０分

６月１０１０日（日）

相模原北公園（２００２００種１万株）　　１７１７日（日）

ププララネネタタリリウウムム新新番番組組「「火火星星人人ををささががせせ！！～～謎謎多多きき赤赤いい惑惑星星」」
　火星人の存在や人類の移住の可能性など、ロマンあふれる火星の解説
をします。
期　間　６月７日（木）～３０日（土）
時　間　午後２時４０分　　定　員　２１０人（先着順）
費　用　５００円（４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円）

金金星星のの太太陽陽面面通通過過をを観観察察すするるつつどどいい
　６月６日に金星が太陽面を通過するのに合わせ、天体観測室を公開し望
遠鏡で観察します。珍しい天体ショーについての解説もあります。
日　時　６月６日（水）午前９時４０分～午後２時　※雨天中止

星星空空観観望望会会
　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　６月１日（金）・１６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

ミミニニ企企画画展展 自自然然観観察察会会ののははじじままりり
　現在、各地で広く行われている「自然観察会」のルーツをたどる展示です。
期　間　７月１日（日）まで

市立博物館　1０４２－７５０－８０３０
開館時間　午前９時３０分～午後５時　６月の休館日　月曜日

市立博物館の催し市立博物館の催し市立博物館の催し 希希望望者者はは
直直接接会会場場へへ

会　場時　間日にち

相模原麻溝公園（１７０種６，０００株）午前９時～
午後３時３０分

６月１０日（日）

相模原北公園（２００種１万株）　　１７日（日）

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　サン・エールさがみはら＝午後２

時～３時１５分、○南 ○ウ ＝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

サン・エール
さがみはら
（緑区西橋本）

７月２０日（金）

赤ちゃん
セミナー ○南７月２３日（月）

○ウ７月２７日（金）

○8 

　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＝１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

津久井
中央
公民館

６月２９日（金）
７月１３日（金）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２回〉

○１２ 

　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

○津
７月２日（月）
　　９日（月）
　　２３日（月）

ハロー
マザークラス
〈全３回〉

○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６月１３日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

○１０ 

　育児情報の交換と親子遊び
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　おおむね４歳未満のふたご・

みつごとその家族か、ふたご
等妊娠中の人＝２０組（申込順）

○南７月１０日（火）ビーンズ
クラブ

●特定相談●
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）

午前１０時
　～正午

６月１９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

６月２１日
（木）

思春期・
ひきこもり
特定相談

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

（相談員）

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

○9 
　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）

○ウ
午前９時
　　９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分

７月９日（月）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士） 

○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）
※６月１２日はエイズ即日検査
のみ実施

○ウ午前９時
　～１１時

６月５日～
　　２６日の 
毎週火曜日エイズ等の

検査・相談
○橋午後２時

　～４時６月９日（土）

　その日のうちに結果がわか
るエイズ検査（無料・匿名）
定員　各１５人（申込順）
※６月１日～７日のＨＩＶ検
査普及週間に合わせて、夜
間検査も実施

○ウ
午前９時
　～１０時３０分
午後６時３０分
　～７時４５分

６月１２日（火）エイズ
即日検査

　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６月２０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　　６月２１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 

二本松○こ 、陽光台○こ 、
田名○こ ６月１９日（火）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

△横山○こ 、相武台○こ ６月２０日（水）

□城山○こ 、△大野北○こ 、
上鶴間○こ ６月２１日（木）

富士見○こ 、鶴園中和田○こ ６月２６日（火）

並木○こ ６月２７日（水）

○湖 、△麻溝○こ ６月２８日（木）

●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

○3 
　専門医による認知症につ
いての相談
定員　各２人（申込順）

○ウ午前１０時
　～正午６月１２日（火）

高齢者
認知症相談 ○2 ○橋午後１時

　～３時６月２０日（水）

○4 ○南午前１０時
　～正午６月２１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７月１日号でお知らせします。
※肝炎ウイルス感染の心配がある人（家族に肝炎ウイルス感染者がいるなど）
は、肝炎ウイルス検査を無料で実施（原則１回）しています。
申し込み・お問い合わせ　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ
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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。

どうすれば下がる？血糖値〈全３回〉 　　　　　　　　会　場　津久井保健センター
内　容対　象時　間日にち

身体活動量、体
組成等を測定し、
糖尿病の予防や
血糖値の改善を
めざします。

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当する
人＝８人程度（選考）
①空腹時血糖値が１００～１２５㎎／dl
②HbA1cが５．２～６．０％
③検査値が①②よりも高い人で、医師の許可がある
※内服治療をしている人は医師の許可が必要です。

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分～正
午は公開講座○Ｃ 

７月２７日（金）

午前１０時～正午
８月３日（金）

９月７日（金）

申し込み　電話で６月２２日までに津久井保健福祉課（1０４２－７８０－１４１４）へ

下がる？下げたい！高血圧〈全３回〉　　　　　　　　  会　場　南保健福祉センター
内　容対　象時　間日にち

血圧、身体活動
量、体組成等を
測定し、高血圧
の予防や血圧値
の改善をめざし
ます。

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当する
人＝１０人程度（選考）
①血圧の上が１３０～１３９㎜Hg
②血圧の下が８５～８９㎜Hg
③血圧が①②よりも高い人で、医師の許可がある
※内服治療をしている人は医師の許可が必要です。

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分～正
午は公開講座○Ｂ 

７月２４日（火）

午前１０時～正午７月３１日（火）

午後２時～４時９月６日（木）

申し込み　電話で６月２２日までに南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

悪玉コレステロールを下げよう〈全３回〉　　　　　　会　場　ウェルネスさがみはら
内　容対　象時　間日にち

身体活動量、体
組成等を測定し、
脂質異常症の予
防やコレステロ
ール値・中性脂
肪値の改善をめ
ざします。

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当する
人＝１０人程度（選考）
①中性脂肪が１５０～２９９㎎／dl
②ＬＤＬコレステロールが１２０～１３９㎎／dl
③ＨＤＬコレステロールが３５～３９㎎／dl
④検査値が①②よりも高いか③よりも低い人で、
医師の許可がある
※内服治療をしている人は医師の許可が必要です。

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分～正
午は公開講座○Ａ 

７月１２日（木）

午前１０時～正午
７月２０日（金）

９月３日（月）

申し込み　電話で６月２２日までに中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

時　間　午前１０時３０分～正午　　対　象　市内在住か在勤の人＝各５０人（申込順）
申し込み　電話で○Ａ は中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）、○Ｂ は南保健センター（1０４２－

７０１－７７０８）、○Ｃ は津久井保健福祉課（1０４２－７８０－１４１４）へ

コレステロール、血糖値、血圧が気になりはじめた人へ
　保健師などによる講義や身体活動量・血管年齢等の測定などを行います。

公開講座
会　場内　容日にち

ウェルネスさがみはら悪玉コレステロールを下げよう７月１２日（木）○Ａ 
南保健福祉センター下がる？下げたい！高血圧　　７月２４日（火）○Ｂ 
津久井保健センターどうすれば下がる？血糖値　　７月２７日（金）○Ｃ 

子育て世代向け　生活習慣病予防教室

こころふっくら カラダすっきり〈全２回〉
　血管・カラダ年齢の測定や、運動量をチェックします。
日にち　６月２６日（火）、７月６日（金）
時　間　午前１０時～正午　　会　場　南保健福祉センター
対　象　市内在住の人＝２５人（申込順）　※子どもも一緒に参加できます。
申し込み　電話で南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

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　６月２７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＝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

電話番号会　場時　間日にち

０４２－７６３－３１４０
日曜日を除く

（午前１０時～午後７時）

NSP上溝スイミング
スクール＆クラブ
（中央区上溝３９９１－１）

午前１０時３０分
　～１１時５０分

７月５日～９月
２７日の毎週木曜
日（８月１６日を
除く）

対　象　市内在住の６５歳以上で、運動に支障がない人＝１０人（抽選）
費　用　６，０００円　　申し込み　電話で６月２３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。

●もっと健康になるための教室●

申込内容・対象など会場時　間日にち教室名

○8 
　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　○橋 ＝各３０人、○ウ ＝
各２５人（申込順）

費用　各７００円

○橋午前９時４５分
　　１０時１５分
　　１０時４５分
午後１時３０分
２時

６月２６日（火）
骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー ○9 ○ウ７月２３日（月）

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

技に支障がない人
定員　各２５人（申込順）

○ウ午後２時
　～４時６月２６日（火）ソフト

エアロビクス

○１１ ○城午前１０時
　～正午６月２９日（金）ボクササイズ

○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

○ウ午前９時
　～正午７月８日（日）

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。

　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。

妊婦歯科教室〈全２回〉
　妊娠期の 口  腔 内の疾患が赤ちゃんに及ぼす影響、妊

こう くう

娠期の口腔ケアについての講義・体験と歯科健康診査
を行います。
日　時　７月３日（火）午後１時３０分～３時３０分
※当日、２回目の日程をお知らせします（７月下旬～
９月上旬を予定）。
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　妊娠２８週未満の妊婦＝６４人（申込順）
申し込み　電話で健康企画課（1０４２－７６９－８３４５）へ

ズバリわかる！メタボリック
　医師と歯科医師が生活習慣病予防についてお話しします。血管年齢、体
年齢の測定や歯肉の健康度チェック、希望者にはみそ汁の塩分チェックも
行います。
日　時　７月２６日（木）午後２時～４時
会　場　シティ・プラザはしもと　　定　員　１００人（申込順）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

愛の献血
日にち　６月７日（木）　　会　場　市役所前
時　間　午前１０時～正午、午後１時３０分～３時３０分
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

難病講演会 特発性大腿骨頭壊死症
だい たい え し

　治療と療養の最新情報などについてお話しします。
日　時　６月１５日（金）午後２時～４時　　会　場　南保健福祉センター
定　員　５０人（申込順）※個別相談会あり（要予約）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

小児ぜんそくと
アレルギー性鼻炎

　予防対策と日常ケアについてお話しします。
日　時　７月６日（金）午後２時～４時
会　場　南保健福祉センター
定　員　５０人（申込順）※保育あり（申込順・要予約）
申し込み　電話で南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

講演会
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