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　６月１３日、桜美林大学ソングリーディング部
「ＣＲＥＡＭ」は、加山市長に、４月末に米国・
フロリダ州で開催されたＩＡＳＦクラブチーム世
界選手権２０１２「ＷＯＲＬＤＳ」オープンジャズ部
門での初優勝を報告しました。 
　「悲願を達成できたのは、先輩たちや支えてい
ただいた皆さんのおかげです」と笑顔で話す市内
中央区在住の鈴木主将らに、加山市長は快挙をた
たえ、称讃の楯を贈りました。

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 
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▼世界選手権 
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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。 
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素敵な名前をつけてください素敵なな名前ををつつけけててくくだだささいい

　平成２５年３月のグランドオープンに向けて建設
が進められている相模大野駅西側地区市街地再開
発ビル（ bono 相模大野）。百貨店、グリーンホー

ボーノ

ル相模大野、駅ビルなどに加え、新しくbono相模
大野ができることで、相模大野駅周辺地区はさら
に街のにぎわいと回遊性が高まります。
　その立地を生かしてbono相模大野内に新しく
開設する「市民・大学交流センター」の愛称と、
特産品などを扱う「さがみはらショップ」のショ
ップネームを募集します。
　皆さんのご応募をお待ちしています。

進む、再開発。
相模大野駅西側地区市街地再開発事業

百貨店、 
グリーンホール 
相模大野 

bono 
相模大野 

駅ビル 

５１ 

１６ 

相模大野駅 

募集期間　７月２日（月）～２７日（金）必着
採用作品数　１点　　賞　品　商品券１万円と市の特産品　
※同名の応募があった場合は抽選
応募方法　応募用紙に必要事項を書いて、市観光協会事務局（商業観光課内）へ
※詳しくは、商業観光課や各公民館などにある応募用紙をご覧ください。市観光協会ホー
ムページ（http://www.e-sagamihara.com/）からダウンロードもできます。

お問い合わせ　市観光協会事務局（商業観光課内）　1０４２－７６９－８２３６

　市民と大学が連携して、新しい地域活動や市民活動を創造する拠点として設置する施設
です。ここでは、大学の高度な専門性や豊富な人材を生かして、地域の課題解決や活性化
を図る取り組みが展開されます。
募集期間　７月２日（月）～８月１７日（金）必着
採用作品数　１点
表　彰　賞状と記念品
※同名の応募があった場合は抽選
応募方法　はがきかファクス、Ｅメールに

住所、氏名、電話番号、愛称、愛称
の意図を書いて、市民協働推進課（〒
２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５ 
6０４２－７５４－７９９０　Ｅメール shimin 
kyoudou@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

※詳しくは、市民協働推進課や各公民館などにある募集
要項をご覧ください。

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－９２２５

※同センターの指定管理
者募集については２㌻
をご覧ください。

イメージ図

イメージ図

６月４日撮影

bono相模大野内に開設する施設に
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完成イメージ図

　観光情報の発信や市の特産品の販売を行う
店舗で、イートインコーナーもあります。

ショップのコンセプト
さがみはらのさがみはらによる

もっともさがみはららしい店
そして新たなさがみはららしさを生み出す店
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 意  点 について 説  明 しますので、 各  区  役  所  区  民  課 へ 連  絡 してくだ
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住民基本台帳カードが継続利用できるようになります
　これまでの住民基本台帳カードは、他の市区町村に転出すると失効し、
改めて申請する必要がありました。今後は、転入先の市区町村に有効期限
内のカードを提出すると継続して利用することができます。
※廃止か失効したカードを継続して利用することはできません。
※カードに格納した電子証明書（公的個人認証サービス）は、住所を移す
ことに伴い失効します。

お 問 い 合 わせ　
と あ

 緑 
みどり

 区  役  所  区  民  課 　　1０４２－７７５－８８０５
く やく しょ く みん か

　　　　　　　 中 
ちゅう

 央  区  役  所  区  民  課 　1０４２－７６９－８２９４
おう く やく しょ く みん か

　　　　　　　 南 
みなみ

 区  役  所  区  民  課 　　1０４２－７４９－２１３３
く やく しょ く みん か

証証明明書書自自動動交交付付機機をを休休止止ししまますす
　法改正に伴うシステム改修作業のため、７月８日（日）は市内全ての証
明書自動交付機を休止します。交付機で取り扱う全ての証明書（住民票の
写し・印鑑登録証明書・外国人登録原票記載事項証明書・税証明）の交付
ができませんのでご注意ください。

お問い合わせ　区政支援課　1０４２－７６９－９８１４

パパブブリリッッククココメメンントト ごご意意見見ををおお寄寄せせくくだだささいい

相相模模原原市市地地域域防防災災計計画画（（修修正正案案））
　東日本大震災の教訓を踏まえ、本市が有する地域防災上の緊急性の高い
課題に対応するため同計画を修正します。
修正案の閲覧と概要版の配布場所　危機管理室、各行政資料コーナー・ま

ちづくりセンター・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～３１日（必着）までに危機管理室（〒２５２－
０２３９　中央区中央２－２－１５　1０４２－７６９－８２０８　6０４２－７６９－
８３２６　Ｅメール kikikanri-３@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

※採用は、原則、平成２５年４月１日以降です。
※詳しくは、受験案内をご覧ください。
受験案内・申込用紙の配布場所（休所日等は事前にご確認ください。）
　　　　人事委員会事務局、市役所本館１階受け付け、各区役所総務課・

まちづくりセンター・図書館など
　　　※市ホームページの 相模原市、職員募集。 からダウンロード可
申込受付期間
　　　（電子申請）７月１３日午前９時～７月２７日午後５時
　　　（郵　　送）７月１３日～３０日（消印有効）

 第１次試験日　９月２３日（日）　麻布大学 
お問い合わせ　人事委員会事務局　1０４２－７６９－８３２０
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 主 な 変  更  点 
おも へん こう てん

７ 月  ９日 から
がつ ここのか

①南障害者地域活動支援センター
申請できるもの　法人
指定期間　平成２５年４月１日～３０年３月３１日
担当課　障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５
②市民・大学交流センター
申請できるもの　市民と大学等との連携により地域の課題の解決や地域の

活性化を図ることを目的として設立された法人その他の団体
指定期間　平成２５年３月～２８年３月３１日
担当課　市民協働推進課　1０４２－７６９－９２２５

説明会  募集内容などに関する説明会を開催します。
会　場時　間日にち

南障害者地域活動支援センター午後３時～４時７月２７日（金）①
市役所会議室棟第２会議室午後２時～４時７月１０日（火）②

申し込み　７月①２５日②６日までに各担当課へ

　７月は犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深
める強化月間です。
街頭啓発キャンペーン
日　時　７月２日（月）午前　　会　場　市内各駅周辺ほか
社会を明るくする運動の集い
　同運動の事例発表やアンサンブル演奏、大道芸パフォーマンスなどを行
います。
日　時　７月２７日（金）午後１時～４時
会　場　アリオ橋本グランドガーデン　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　地域福祉課　1０４２－７６９－９２２２

社社会会をを明明るるくくすするる運運動動
～～ふふれれああいいとと対対話話がが築築くく明明るるいい社社会会～～

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－８２２６

　昨年６月の地方税法の改正に伴い、本市では個人の市民税の控除対象と
なる寄附金を受け入れるＮＰＯ法人を指定するための基準、手続き等に関す
る条例を施行し、７月から、指定対象法人の申出書の受け付けを開始します。
※指定の申し出に関する手引書は、市ホームページの 市政情報 → 市政へ
の参加・連携 → 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） からご覧になるか、
お問い合わせください。

指定の申し出　同手引書に付いている申出書と必要書類を、７月２日～８
月１３日に市民協働推進課へ

説明会　指定の申し出などに関する説明会を開催します。
定　員　各８０人（先着順）
※参加は１団体２人まで
申し込み　電話で７月２日

～１０日に同課へ

会　場時　間日にち
橋本公民館

午後７時
　～９時

７月１２日（木）
大野南公民館７月１４日（土）
けやき会館７月１９日（木）

指指定定ＮＮＰＰＯＯ法法人人制制度度のの創創設設とと
指指定定申申しし出出のの受受けけ付付けけをを開開始始

受験資格職務内容採用予定
人数試験区分

平成３年４月２日～７年４月１日
に生まれた人一般行政事務５人

程度
行政

（高校卒業程度）
平成３年４月２日～７年４月１日
に生まれ、赤色・青色・黄色の色
彩の識別ができる人

消防業務２人
程度

消防
（高校卒業程度）

平成３年４月２日～７年４月１日
に生まれた人

市立小・中学校に
おける学校事務

１人
程度

学校事務
（高校卒業程度）

昭和５２年４月２日以降に生まれ、
管理栄養士の免許があるか、平成
２４年度に行われる管理栄養士国家
試験により取得見込みの人

保健所、市立小・
中学校等におけ
る栄養管理、調
理指導、栄養指
導等の業務

５人
程度管理栄養士

昭和６１年４月２日以降に生まれ、
栄養士の免許があるか、平成２５年
３月までに取得見込みの人

市立小・中学校
等における給食
栄養管理

１人
程度学校栄養士

昭和６１年４月２日以降に生まれ、
保育士登録をしているか、平成２５
年３月までに登録見込みの人

市立保育園等に
おける保育業務、
子育てに関する
相談業務等

１５人
程度保育士

施施設設をを管管理理運運営営すするる

法法人人・・団団体体（（指指定定管管理理者者））をを募募集集

募集要項の配布　７月２日～①２７日②３１日に各担当課で配布します。市
ホームページの 市政情報 → 市政運営 → 指定管理者制度 からも
ご覧になれます。

申し込み　募集要項に付いている申請書などを、①８月８日～９月１０日
②８月１３日～９月１３日に各担当課へ

※申請資格や募集、選考スケジュール、業務内容など詳しくは募集要項
等をご覧になるか、各担当課へお問い合わせください。

○ 外  国  人  登  録  原 
がい こく じん とう ろく げん

 票 
ぴょう

 記  載  事  項 
き さい じ こう

 証 
しょう

 明  書 に 代 わり、
めい しょ か

 住 
じゅう

 民 
みん

 票 
ひょう

の 写 しを 交  付 します。
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 証 
しょう

 明  書 に 代 わり、 特  別  永 
めい しょ か とく べつ えい

 住 
じゅう

 者 
しゃ

 証 
しょう

 明  書 か 在 
めい しょ ざい

 留 
りゅう

カードが 交  付 さ
こう ふ

れます。（これまでの 外  国  人  登  録 
がい こく じん とう ろく

 証 
しょう

 明  書 も、 一  定  期  間  使  用 できます。）
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※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。

　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。
日　時　７月１３日（金）・２７日（金）午後５時３０分～７時

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

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）

７月８日（日）
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出品・出演料　１人１，０００円 
　　　　（短歌・俳句・川柳・現代詩は入選者のみ。中学生以下の人は無料）
※申し込みの際、★の分野で６５歳以上の人は経験年数も書いてください。

※申し込み方法など詳しくは、各公民館、相模原市民ギャラリー、総合学
習センターなどにある募集要項をご覧ください。市ホームページの　観
光・文化　からもご覧になれます。

　今回で６３回目を迎える市民文化祭を９月２０日（木）から開催します。

　優秀な作品・出演者には、文化祭賞・市長賞などの賞を贈ります。

　どなたも気軽に応募してください。

お問い合わせ　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

市市民文化祭民文化祭

　病院などで支払う自己負担割合（１割か３割）
を判定し、８月１日から利用できる高齢受給者
証を、７月下旬に送付します。病院などで受診
する場合は、高齢受給者証と国民健康保険証の
両方を提出してください。
判定の基準

※判定対象者が２人以上いる世帯で、１人でも
自己負担割合が３割の人がいる場合は、対象
者全員が３割となります。

お問い合わせ
国民健康保険課　1０４２－７６９－８２９６

対　象　１年以上市内在住の６５歳以上（平成２４
年９月１５日現在）で、７月１日現在、次
のいずれかに該当する人

○寝たきり状態が６か月以上継続している
○認知症の状態が継続している
○要介護４・５の認定を受けているか、これに相当
申し込み　直接、７月３１日までに各所へ

対　象　国民年金保険料を納めることが困難な人
対象の保険料　平成２４年７月～２５年６月
※７月３１日までに申請すれば、２３年度分（２３年
７月～２４年６月分）も可
申請に必要なもの
○年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
○認め印
○離職票・雇用保険受給資格者証の写しなど（２３年
３月３１日以降に離職した人の場合は特例あり）
○委任状（代理人申請の場合のみ）
※状況により、追加の書類が必要な場合があり
ます。
※申請者本人と配偶者（免除の場合は世帯主も）
の前年所得などが定められた基準に該当する
ことが必要です。
申し込み　直接、国民年金課、緑・南区役所区

民課、各まちづくりセンター・出張所へ
お問い合わせ　国民年金課　1０４２－７６９－８２２８

自己負担
割合

平成２４年度市民税
課税標準額判定対象者

　３割※１４５万円以上同じ世帯の７０～
７４歳の国民健康
保険加入者 　１割１４５万円未満

1０４２－７７５－８８１２介護予防推進課緑班
1０４２－７６９－８３４９介護予防推進課中央班
1０４２－７０１－７７０４介護予防推進課南班
1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課
1０４２－７８０－１４０８津久井保健福祉課
1０４２－６８４－３２１５相模湖保健福祉課
1０４２－６８７－５５１１藤野保健福祉課

お近くの地域包括支援センター

国民健康保険に加入している７０～７４歳の人へ国民健康保険に加入している７０～７４歳の人へ

新新ししいい高高齢齢受受給給者者証証をを
送送付付ししまますす

国民年金保険料国民年金保険料

免除・猶予の申請受け付け免除・猶予の申請受け付け
寝たきり等の高齢者へ寝たきり等の高齢者へ

慰問品（防水シーツ）を贈ります慰問品（防水シーツ）を贈ります

～～作作品品・・出出演演者者をを募募集集～～

申し込み・お問い合わせ会　場大会日時募集内容分　野

芸

能

部

門

　往復はがきに住所、氏名（本名・ふりがな）、年齢、電話番号、
吟題、本数、会に加入している場合は会名を書いて、８月３１日（必
着）までに市吟剣詩舞連盟の志田岳富さん（〒２５２－０２４２　中央区
横山３－１－３　1０４２－７５４－７２４９）へ

市民会館

１０月１４日（日）
午前９時４５分

～午後２時３０分

詩吟、独吟
吟題　募集要項にある課題吟１０題から選択
※尺八の伴奏あり

吟剣詩舞

　往復はがきに住所、氏名（芸名）、年齢、電話番号、曲目、伴
奏者の有無、会に加入している場合は会名を書いて、８月３１日（必
着）までに市民謡協会の小山内清弦さん（〒２５２－０２３８　中央区星
が丘４－１４－１０　1０４２－７５６－４１９４）へ

１０月２８日（日）
午前１０時３０分～午後７時

曲目　自由
時間　２分以内（出入り含む）
定員　２００人（抽選）

民　謡

　往復はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、出場区分を
書いて、８月３１日（必着）までに市ダンス協会の小川恭子さん
（〒２５２－０２３６　中央区富士見１－８－１６）へ
お問い合わせ　市ダンス協会の上田さん　1０９０－１１２９－７６２６

市体育館
（市役所前）

１１月３日（祝）
トライアル大会の部＝
午前９時１５分～正午
ダンスパーティーの部＝
午後１時～４時

トライアル大会の部
○ワルツ・タンゴ・スロー＝正装・平服
○ルンバ・チャチャチャ・サンバ＝服装自由
※ダンスパーティーの部もあり

ダンス

　往復はがきに代表者の住所・氏名・電話番号、団体名、演奏の
種類、曲目、演奏時間、作曲者名、作詞者名、出演者名を書い
て、８月１５日（必着）までに市三曲協会の�松胞山さん（〒２５２－
０１３１　緑区西橋本１－２１－８　1０４２－７７３－６６７１）へ

あじさい会館１１月１１日（日）
午後１時～４時

 筝 
そう

 曲 
きょく

、尺八、 長  唄 、 端  唄 、小唄、 常磐津 、 新  
なが うた は うた ときわず しん

 内 、
ない

 琵  琶 、現代邦楽など
び わ

曲目　自由　　時間　１２分以内（出入り含む）
対象　２人以上の団体

邦楽演奏

申し込み・お問い合わせなど作品の搬入・搬出など会　場展示期間募集内容分　野

展

示

部

門

　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、主木
樹種名を書いて、７月３１日（必着）までに、相模原
園芸愛好会の多田作治さん（〒２５２－０３３３　南区東大
沼３－８－１０　1０４２－７４３－５８５９）へ

搬入　９月２０日（木）
　　　午前９時～正午に会場へ
搬出　９月２２日（祝）午後４時～５時

相模原市民
ギャラリー

９月２０日（木）～２２日（祝）
午前１０時～午後６時
※２０日は午後１時から、
　２２日は午後４時まで

小品盆栽（樹高２０㎝・
一席幅１２０㎝以内）
※飾台・地板などは出
品者が用意

定員　２０席（申込順）

盆　栽

　搬入時に、募集要項にある「出品申込書」を持参
してください。
お問い合わせ
　写真　市写真連盟　伊藤さん　1０４２－７５１－２０３４
　絵画　市美術協会　山田さん　1０４２－７４７－３１０７

搬入　９月２０日（木）
　　　午前１０時～午後３時に会場へ
搬出　９月２５日（火）午後４時～５時

９月２２日（祝）～２５日（火）
午前１０時～午後６時
※２５日は午後４時まで

カラープリント、
モノクロプリント
※１人２点まで

写　真

搬入　９月２３日（日）
　　　午前１０時～午後５時に会場へ
搬出　１０月２日（火）午後４時～５時

９月２８日（金）
～１０月２日（火）

午前１０時～午後６時
※２日は午後４時まで

日本画、洋画など平面
作品
※各分野１人１点まで

絵　画

　往復はがきに住所、氏名、雅号（ふりがな）、年齢、
電話番号、種類、題名、大きさを書いて、８月２０日
（必着）までに、市書道連盟の中森博文さん（〒２５２－
０１７２　緑区与瀬本町４０　1０４２－６８５－１６２８）へ

搬入　１０月４日（木）
　　　午後１時～２時に会場へ
搬出　１０月９日（火）午後４時～５時

１０月６日（土）～９日（火）
午前１０時～午後６時
※９日は午後４時まで

漢字、かな、少字書、
 篆刻 、刻字など
てんこく

※１人１点まで
書

　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、流派
を書いて、７月３１日（必着）までに相模原華道協会
の正　奈史さん（〒２５２－０３２１　南区相模台４－８
－１６　1０４２－７４４－６６３０）へ

生け込み　１０月６日（土）
　　　　　午後２時～７時に会場へ
揚 げ 花　１０月８日（祝）午後６時

グリーンホール
相模大野
多目的ホール

１０月７日（日）・８日（祝）
午前１０時～午後７時
※８日は午後６時まで

 格  花 ・自由花
かく ばな

（レリーフ・フラワー
アレンジメント不可）

華　道

　はがきの表面に住所、氏名、雅号（ふりがな）、
年齢、電話番号、裏面に分野と作品（ふりがな）を
書いて、８月３１日（必着）までに各担当者へ
　短歌　市民短歌会の彦久保長治さん
　　　　〒２５２－０３２６　南区新戸１９３９－１１
　　　　1０４６－２５３－９８７４
　俳句　市俳句連盟の野口蘭恵さん
　　　　〒２５２－０３２７　南区磯部３０６－３
　　　　1０４６－２５４－９４７７
　川柳　相模原川柳協会の古屋みよこさん
　　　　〒２５２－０２４２　中央区横山３－１２－１７
　　　　1０４２－７５４－４８２６

※作品の搬入・搬出はありません。

【文芸セミナー】　会場　市民会館

※詳しくは募集要項をご覧ください。

あじさい
会館

１１月１日（木）～４日（日）
午前１０時～午後６時
※４日は午後４時まで

題　「近詠」
※１人２首まで　短　歌★

題　「夏・秋季雑詠」
※１人２句まで　俳　句★

題　「雑詠」
※１人２句まで　川　柳★

　原稿用紙の裏面に住所、氏名・雅号（ふりがな）、年
齢、電話番号を書いて、郵送で８月３１日（必着）まで
に相模原詩人クラブの富永たか子さん（〒２５２－０３２１ 
南区相模台１－７－１　1０４２－７４４－１３８６）へ

テーマ　自由
※１人２編まで（１編
につき４００字詰め原
稿用紙２枚まで）

　現代詩★

時　間日にち
午前９時
～正午１０月２７日

（土）

川　柳

午後１時
～４時

現代詩

１０月２８日
（日）

俳　句

短　歌

※２３年度に慰問品を支給された人は、窓口での
届け出は不要です。市から送付される現況届
に必要事項を書いて、返送してください。

※支給時期は１１月以降を予定しています。
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相模大野図書館の催し
①図書館活用講座　これでスッキリあなたのお 家 

うち

～台所と書類整理のコツ～    
　賢い整理整頓の技の講義と関連書籍を紹介します。
日　時　７月１１日（水）午前１０時～正午　
定　員　４０人（申込順）

②図書館で調べるって、こんなにおもしろい！

　夏休み自由研究応援講座
　テーマの見つけ方から上手なまとめ方まで、調べ学習をす
るためのポイントを学び、実際に作品を作ります。

③ブックトーク　環境のことみんなで知ろう
　ワークショップとブックトークを通して環境について考えます。
日　時　８月７日（火）午後２時～４時　
対　象　市内在住の小学校３～６年生＝２４人（申込順）
※保護者の見学可

作品募集の情報です。今年の夏の思い出に、今の感性を形に残してみませんか。

その他応募先・お問い合わせ部門〈対象〉テーマ・規格内容〈部門〉

○原稿は返却しません。
○入賞作品の著作権は市に帰属し、印刷物や
図書館のホームページ等に使用できること
とします。

直接か郵送で作品と、タイトル、住所、氏名
（ふりがな）、ペンネーム、学校名、学年（年
齢）、電話番号を書いた紙を８月３１日（必着）
までに橋本図書館（〒２５２－０１４３　緑区橋本３
－２８－１　1０４２－７７０－６６００）へ

○中学生
○高校生
〈中学生、高校
生。同年齢の人
を含む〉

４００字詰め原稿用紙（Ａ４縦書き）か、Ａ４用紙
に２０字×２０行（縦書き）で３～１０枚。
※必ず原稿にページ数を入れてください。
大賞（１点）、審査員賞（３点）

ＹＡ大賞
２０１２
短編小説

○作品は自作、未発表のものに限ります。
○作品の返却はしません。
○応募作品の著作権は作者に帰属しますが、
印刷物や市ホームページ等に使用できるこ
ととします。
○入選作品の発表に伴い、氏名、学校名等を
公表します。　
○②の被写体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。

①便せんかはがき（１人３点まで）に住所、
氏名（ふりがな）、学校名、学年、電話番号、
家族へのメッセージとその返事、必要に応じ
てエピソードを書いて、
②作品（１人３点まで）の裏に住所、氏名（ふ
りがな）、学校名、学年（年齢）、電話番号、
題名、撮影場所、撮影日、エピソードを書い
た紙を貼って、
直接か郵送で、７月２日～９月７日（必着）
にこども青少年課（〒２５２－５２７７　中央区中央
２－１１－１５　1０４２－７６９－８２８９）へ

○小学生
○中学生
〈市内在住か在
学の小・中学生
とその家族〉

①家族へのメッセージ
１００字以内の家族へのメッセージとそれに対す
る家族からの返事（往復書簡形式）。
うるうる賞・ユーモア賞・ほっこり賞（各部門
１点）

「家庭の日」
啓発作品
コンテスト ○小学生

○中学生
○一般　　　　
〈市内在住か在
勤・在学の人〉

②写真コンテスト
テーマ　家族のふれあい
カラーか白黒プリントのサービス判（Ｌ判含む）
※撮影日は入れないでください。
※セルフタイマーで撮影したものは不可。
ふれあい大賞（１点）、ほのぼの賞・はつらつ
賞・にこにこ賞（各部門１点）

「この夏、もっと自分を高めたい」と思
う子どもたちにおすすめの催しです。

　

ジュニア・リーダー研修会〈全３回〉
　レクリエーションゲーム、宿泊研修会などを通じて、
リーダーとしての知識と技術を習得します。

  
  
　  
対　象　市内在住の中学生＝３０人（申込順）
費　用　１，５００円程度
申し込み　直接か電話で、７月１５日までに青少年学習セ

ンター（1０４２－７５１－００９１）へ

　

夏休み子ども消費者教室
　はかりを作ったり、クイズなどで環
境にやさしい買い物の仕方を学んだり
して、消費者力をアップします。
日にち
○てんびんばかりを作ろう
　８月１日（水）
○エコな買い物で地球を救おう
　８月２日（木）　
時　間　午前１０時～１１時３０分
会　場　橋本公民館
対　象　小学校３～６年生＝各２０人（申

込順）※保護者の同伴可
申し込み　電話で７月２日から生活安

全課（1０４２－７６９－８２２９）へ

　

小・中学生のための

コーラスワークショップ〈全２回〉
　コーラスを通して、歌うことの楽しさなどを
体験します。
日にち　７月２８日（土）・２９日（日）
時　間　午前１０時～正午
会　場　青少年学習センター
対　象　小・中学生＝３０人（申込順）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、学

年、電話番号、「コーラスワークショッ
プ」と書いて、７月２７日（必着）までに
同センター（1０４２－７５１－００９１　Ｅメー
ル seisyonen-center@city.sagamiha 
ra.kanagawa.jp）へ

　

橋本図書館の催し  　　　　　　　　　　　　
①一日図書館員　大募集！！　②やってみよう！！プチ図書館員
　カウンター業務や配架など、普段できない図書館業務を体験します。

申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名（ふりがな）、学校名、学年、電話番
号、①は希望日と「一日図書館員」、②は希望時間と「プチ図書館員」と書いて、
７月１５日（必着）までに橋本図書館（〒２５２－０１４３　緑区橋本３－２８－１）へ

③オンラインデータベース講習会　ネットを使って新聞・百科事典を使いこなそう！
　「聞蔵Ⅱビジュアル」と「ジャパンナレッジ・プラス」を使って検索のコツを学びます。
日　時　７月１９日（木）午後１時３０分～３時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝１６人（申込順）
申し込み　直接か電話で橋本図書館へ

④ブックトークと工作
　本の世界はワンダーランド　～夏はぼうけん・たんけん・はっけんする～
　本を紹介した後、夏休みに発見したことを記録する、パタパタ絵本のような仕掛けが
あるノートを作ります。
日　時　７月２０日（金）午後３時～４時３０分
会　場　ミウィ橋本５階コミュニティルーム　　対　象　小学生＝２５人（先着順）
※７月１日から橋本図書館で整理券を配布します。

対象・定員（抽選）時　間日にち

市内在住の小学校４～６年生=各１２人午前１０時～午後３時１５分
８月１日（水）

①
　　２日（木）

市内在住の中学生、高校生=各６人　
午前１０時～午後１時　　

　　３日（金）②
午後２時～５時　　　　

夏休み期間を中心に、市内の各図書館でワクワクする体験イベントなどを開催します。大人もためになる講座や講習会もあります。

定　員
（申込順）

対　象
（市内在住）時　間日にち

各２４人
小学校３・４年生午後１時３０分～４時３０分７月２４日（火）
小学校５・６年生午後１時３０分～５時　　２５日（水）

申し込み　電話か相模大野図書館にある申込書を７月
①②１日③１５日から同館（1０４２－７４９－２２４４）へ

　

夏の大きなおはなし会
　人形劇「こんこんのかさ」や大型絵本による読み聞かせな
どを行います。
日にち　７月１８日（水）
時　間　①午前１０時３０分 ②午後３時３０分
会　場　相武台分館
対　象　①２・３歳の子どもとその保護者
　　　　②４歳～小学校６年生　※保護者の同伴可
定　員　各５０人（先着順） ※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　相武台分館　1０４６－２５５－３３１５

　

子ども読書スタンプラリー
　図書館がおすすめする本を読んで、本や図書館に関するクイズをします。８問以上正
解した人には記念品（クリアフォルダー）をプレゼントします。
期　間　８月３１日（金）まで　　時　間　午前９時３０分～午後５時
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）、相模大野図書館、橋本図書館、相武台分館
対　象　４歳～小学校６年生=各館３００人（申込順）
申し込み　直接、各館へ

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

会　場時　間日にち
青少年学習
センター

午前１０時
　　～午後４時７月２４日（火）、８月８日（水）

相模川ビレ
ッジ若あゆ

集合　午前９時
解散　午後３時

８月１１日（土）～１２日（日）
〈１泊２日〉

２号館

お問い合わせ　橋本図書館　1０４２－７７０－６６００

図書館

１号館
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　楽しく学べる、体験できる、市のおすす
めイベントなどをキャンパス風に分類して
紹介します。今年は、学べるイベントで夏
の思い出をつくってみませんか。

動物との触れ合いを通した学びを体験できるイベントです。
　

県立大野山乳牛育成
牧場（山北町）の体験教室

　牛のエサやりや、チーズ・バター作りを
体験します。
日にち　８月６日（月）・１０日（金）
集　合　午前８時に市役所周辺
対　象　市内在住の小学生とその保護者
定　員　各１３組（抽選）
申し込み　電話か、ファクスに住所、全員

の氏名・年齢、学校名、学年、電話
番号、「県立大野山乳牛育成牧場の
体験教室」と書いて、７月２日～１３
日に市畜産振興協会（1０４２－７５８－
２９８１　6０４２－７５８－２９８４）へ

　

夏季ポニー教室〈全５回〉
　スタッフの指導のもと、ポニーの世話と乗馬を
体験できます
日にち　８月４日（土）・５日～２６日の日曜日
時　間　午前９時４０分～正午
会　場　相模原麻溝公園ふれあい動物広場
対　象　市内在住の小・中学生で、保護者が同伴

できる人＝２０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、学

年、性別、保護者名、電話番号、「夏季ポ
ニー教室参加希望」と書いて、７月２３日（必
着）までに同広場（〒２５２－０３２８　南区麻溝
台２３１７－１　1０４２－７７８－３９００）へ

※過去に参加経験のある人は応募できません。

　さがまちコンソーシアム大学 ★は学生講師プログラム。学生が講師となって、身近な話題のテーマを楽しみながら学びます。

８月講座　暮らしに役立つ身近な話題をテーマに講座を開催します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込期限　７月２０日（必着）
費　用対象・定員（抽選）会　場日　時講座名

一般１，５００円
学生　７５０円高校生以上の人=１２人ソレイユさがみ８月５日（日）午後１時３０分～４時３０分テンペでオリジナル料理を作ろう！★

５００円１８歳以上の人＝１５人町田市民フォーラム
（町田市原町田）８月１８日（土）午前１０時～１１時３０分本当はこんな音楽が聴きたかった

－自分好みの音楽の再発見と歓び－

本市と町田市などにある大学と地域が連携している「相模原・町田大学地域コンソーシアム」の講座です。

夏休み環境学校　実験や体験学習を通して楽しみながら環境について学びます。
対象（抽選）・費用会　場時　間日にち講座名

小学生＝２０人（１～３
年生は保護者同伴）
費用　５００円（材料費）

環境情報センター午後２時　　
　～４時３０分７月２７日（金）

親子で節電・省エネ！
人力発電で動く
ブランコを作ろう

小学校４～６年生
＝４０人
費用　５００円（バス代）

環境エネルギー館、
東京ガス根岸工場
（集合・解散は環境
情報センター）

午前８時３０分～
午後４時３０分　７月３１日（火）

東京ガス根岸工場と
環境エネルギー館の見学
～ガスはどこから
やってくる？～

小学校４～６年生
＝３０人

環境情報センター

午前９時３０分
　～１１時３０分８月８日（水）

みんなで防ごう
地球温暖化
～体験しよう！－１６２℃の
ふしぎな世界～

小学校４～６年生
＝２０人午後１時～４時８月１０日（金）

かんきょう新聞をつくろう
～これできみも
エコ編集長！～

小学校低学年・高学年
とその保護者＝各１０組
費用　１人４００円
　　　（保険料）

緑区嵐山周辺
（集合・解散は
相模湖駅）　　

午前９時４０分～
午後４時　　８月１９日（日）

森林学習
～森で見つける
小さなふしぎ～

小学校４年生～中学生
＝２０人
費用　５００円（材料費）

環境情報センター

午前９時３０分
～正午８月２３日（木）作ってお天気かんそく

～自然のちからを知ろう～

小学校３～６年生と
その保護者=１０組
費用　１組１，５００円
　　　（材料費）

午前９時３０分～
午後１時８月２５日（土）

保温調理でカレーもできる
省エネソーラークッカー
づくり

小学生＝２５人（１～３
年生は保護者同伴）午前９時～正午８月２７日（月）

土の生きものたちの世界
をのぞいてみよう！
～土壌生物から自然の豊か
さを考える～
申し込み　はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、学年、電話番号、講座名（１枚に

１講座）を書いて７月１０日（必着）までに環境情報センター（〒２５２－０２３６　中央区富士見１－
３－４１　1０４２－７６９－９２４８　6０４２－７５１－２０３６　Ｅメールkankyo@eic-sagamihara.jp）へ

　

　　　　　　「エコネットの輪」
　　　　　　プログラム集

　市民活動団体、企業、大学、個人、行政の皆さんから提
供された今年度の環境学習プログラムです。学校や地
域、事業所等での環境学習などで活用してください。
配布場所　市内小・中学校、各公民館など
※環境情報センターのホームページでもご覧になれます。
お問い合わせ　環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８

　

スターウォッチング
　夏の星座を観察し、大気環境保全について考えます。
日　時　７月２１日（土）午後７時～９時
会　場　市立博物館　　定　員　２５人（申込順）
対　象　市内在住か在勤・在学の人とその家族
※小学生以下は保護者同伴

夏休み環境教室
　魚のつかみ取りや、川の生き物を調べます。
日　時　７月２８日（土）午前９時～午後４時
集合・解散場所　市役所
会　場　青野原オートキャンプ場（緑区青野原）
対　象　市内在住か在学の小学生とその保護者
定　員　３０人（申込順）　　費　用　１人６００円

申し込み　電話で７月２日から相模原の環境をよく
する会事務局（環境政策課内　1０４２－７６９－
８２４０）へ

申し込み　各まちづくりセンター・公民館などにある申込用紙〈同コンソーシアムホームページ（http://sagamachi.jp/）からダウンロード可〉を各
申込期限までに同事務局へ

お問い合わせ　さがまちコンソーシアム事務局　1０４２－７４７－９０３８

環境について、楽しみながら考えることができる講座や情報を集めました。

４号館

３号館
発行しました発行しました

実習棟夏の夏の
さがみはらさがみはら
キャンパスへキャンパスへ
ようこそようこそ

夏休みこども講座　さがまちコンソーシアム大学に加盟する学校が、小学生向けに夏休みの講座を開催します。　　　　　申込期限　７月２７日（必着）
費　用対象・定員（抽選）会　場日　時講座名

３，０００円小学校１・２年生とその保護者=１０組２０人サレジオ工業高等専門学校８月９日（木）～１１日（土）
午前９時３０分～正午

Kids English in SALESIO
－親子で楽しむKids English －〈全３回〉

１，２００円小学校３～６年生とその保護者＝１５組３０人
青山学院大学
相模原キャンパス

８月１７日（金）午前９時～正午親子でピクトグラム うちわを作ろう

１，０００円小学校４～６年生とその保護者＝１０組２０人８月１７日（金）午後１時～４時「うごくおもちゃのセカイ」を作ろう！
スクラッチワークショップ★

５００円
小学校４～６年生＝３０人町田市生涯学習センター

（町田市原町田）８月２３日（木）午後３時～４時３０分小学生のための英語  －楽しい英語の歌

小学校１～６年生＝２０人町田市芹ヶ谷公園
（町田市原町田）８月２５日（土）午後１時３０分～５時めざせ！！　しぜんマスター☆

～気になるあいつはどこにいる！？～★
１，０００円小学校１～６年生とその保護者＝１０組２０人鶴見川大正橋（町田市能ヶ谷）８月２６日（日）午前９時～正午たのしく環境を学ぼう in 鶴見川★
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相模原市 

海へ 海へ 
川へ 川へ 

下水処理場 合流管 

汚水管 雨水管 

分流式 分流式 分流式 

水源地域で進める 
生活排水対策 

水源地域で進める 
生活排水対策 

＝ポンプ場の 
　耐震化 

合流式から 
分流式に改善中 

改 善  改 善  

雨水 道路内の 
雨水 

道路内の 
雨水 

生活 
排水 
生活 
排水 

合流式 合流式 合流式 雨水 道路内の 
雨水 

道路内の 
雨水 

生活 
排水 
生活 
排水 

相模川流域下水道 
左岸幹線 

汚水と雨水を同じ 
下水道管で流す方式 

汚水と雨水を別々の
下水道管で流す方式 

　下水道は、台所や風呂、トイレなどから出る生活排水や事業所などからの排水を、下水道管を通して下水処理場まで送り、きれいで
安全な状態へと浄化して海や川に戻します。また、雨水を河川に排水するなど、大雨によって発生する浸水被害からまちを守る役割も
果たしている、暮らしに欠かせないとても大切な施設です。
　市では、昭和４２年に公共下水道事業に着手し、急激な人口増加のなか、その整備を最優先に進めてきました。その結果、今では下水
道の普及率は９５％以上に達しています。
　しかし、すでに整備後４０年を経過した施設の老朽化や近年の局地的集中豪雨の多発などの課題に対応するため、平成２３年に「下水道
ビジョン」を策定して下水道のさまざまな課題に取り組んでいます。
　湖や森林などを有し、水源地として豊かな自然環境と共生する私たちのまち「潤水都市　さがみはら」の、下水道の役割と市の取り
組みを紹介します。マンホールの下で私たちの暮らしを支える下水道に思いを巡らせてみませんか。

集 
マンホールの下に広がる世界 マンホールの下に広がる世界 特 

暮 ら し を 支 え る 下 水 道  暮 ら し を 支 え る 下 水 道  

快適な生活環境を
つくる

安心して暮らせる
まちをつくる

下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水処処処処処処処処処処理理理理理理理理理理場場場場場場場場場場下水処理場
　市内の家庭などから出された汚水は、茅ヶ崎市にある
「相模川流域下水道左岸処理場」
できれいにし、海に流していま
す。
　処理場は見学が可能で、水が
きれいになる仕組みの説明を聞
くこともできます。
※見学には事前の申し込みが必要です。
お問い合わせ　柳島管理センター　1０４６７－８５－１２４１

お問い合わせ　下水道管理課　　　　　1０４２－７６９－８２７０
　　　　　　　下水道整備課　　　　　1０４２－７６９－８２７１
　　　　　　　津久井上下水道整備課　1０４２－７８０－１４０９

○下水道の整備と高度処理型合併浄化槽の設置
　水源地域で下水道整備を進めるとともに、比較的家屋の少ない一部の地
域では、個別に市管理の浄化槽を設置して生活排水対策を進めています。
○農業集落排水施設の高度化を推進
　緑区牧野の一部では、平成８年から農業集
落排水施設と呼ばれる小規模処理施設によ
り、生活排水処理を行い相模湖に排水してい
ます。湖のさらなる水質向上に向けて、排水
の高度処理化に取り組んでいきます。

下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道をををををををををを大大大大大大大大大大切切切切切切切切切切にににににににににに下水道を大切に

工事は同一箇所で２年間にわたり実施
　１年目に本管を埋設し、２年目に家庭などからの排水の切り替えを行い
ます。この際、雨水の浸入などを防ぐため、敷地内にあるコンクリート製
の汚水ますは、塩化ビニル製の汚水ますに変更します。

　雨水を排水し、集中豪
雨などによる浸水からま
ちを守ります。

　汚水の放流による河川
や海の汚濁を防ぎ、自然
環境を守ります。
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２２８８

　側溝などに生活排水が
流れると、害虫や悪臭が
発生するもとになりま
す。下水道はこれらを防
止し、快適な環境をつく
ります。

下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆知知知知知知知知知知識識識識識識識識識識下水道豆知識
マンホールのふたの絵柄
　まちのあちこちで見かけるマン
ホール。皆さんは絵柄を覚えてい
ますか。市内の下水道マンホール
のふたには、雨水管に市の花「アジサイ」、汚
水管に市の木「ケヤキ」が描かれています。絵
柄は市によってさまざまなものがあります。

マンホールがトイレになる！？
　大規模な災害などが発生すると、断水等によ
り水洗トイレが利用できなく
なることがあります。市では、
このような事態に備え、非常
時に避難所などでマンホール
がトイレとして利用できる
「マンホールトイレ」を備え
ています。

ガソリンなどの
危険物を流さな
い

調理用油など詰まり
の原因になるものを
流さない

おむつなど水に溶
けないものを流さ
ない

　下水道管が壊れたり詰まったりす
ると、多くの人が困り、修理にも多額
の費用がかかります。危険物や詰まり
の原因になるものは流さないよう、皆
さんのご協力をお願いします。

旧旧石石器器ハハテテナナ館館のの催催しし
講演会　旧石器時代の石器貯蔵
　　　　～田名塩田遺跡群出土黒曜石原石から～
　今年度、市指定文化財として新たに指定された「田名塩田遺跡群出土
黒曜石原石」を中心に、旧石器時代の石器についてお話しします。
日　時　７月１４日（土）午後２時～４時
講　師　砂田佳弘さん（県埋蔵文化財センター主幹）
定　員　１００人（先着順）
※希望者は直接会場へ

体験教室　弓矢作り
　竹で弓矢を作り、的当てゲームで試射体
験します。
日　時　７月１５日（日）午後２時～４時
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）
費　用　５０円（材料費）
申し込み　電話で同館へ

お問い合わせ　旧石器ハテナ館　1０４２－７７７－６３７１

ププラネタリウム新番組ラネタリウム新番組
「「あかり～赤外線天文衛星が見た宇宙～あかり～赤外線天文衛星が見た宇宙～」」
　赤外線で天体を観測する意味やこれまでの観測成
果などについて解説します。
期　間　９月２日（日）まで　時　間　午後２時４０分
定　員　２１０人（先着順）　※希望者は直接会場へ
費　用　５００円（４歳～中学生２００円、６５歳以上２５０円）

夏休み親子天文教室「手作り天体望遠鏡」夏休み親子天文教室「手作り天体望遠鏡」
　親子で天体望遠鏡工作キットを組み立て、天体を
観望します｡
日　時　７月３１日（火）午後３時３０分～８時
対　象　小学生とその保護者
定　員　３５組（１組３人まで、申込順）
費　用　２，４００円（教材費・１キット）
申し込み　７月１５日まで（売り切れ次第終了）に同館

で工作キットを購入し、添付の申込書を同館へ

星星空観望会（７月）空観望会（７月）
　星空解説後、４０㎝大型望遠鏡で観望します。
日　時　７月６日（金）・２１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

夏休み星空観望会（８月）夏休み星空観望会（８月）
　星空解説後、４０㎝大型望遠鏡で観望します。
日にち　８月３日（金）・１１日（土）・１７日（金）・２５日

（土）・３１日（金）
時　間　午後７時～８時３０分
定　員　各１２０人（抽選）※中学生以下は保護者同伴
申し込み　往復はがきかＥメール（１組１回５人ま

で）に全員の氏名（代表者に○）・年齢、代表
者の住所、電話番号、参加希望日（第１希望
のみ）、「夏休み星空観望会」と書いて、７
月１５日（必着）までに同館へ

夏夏季企画展季企画展
「「宇宙科学の先駆者たち～糸川英夫と小田稔～宇宙科学の先駆者たち～糸川英夫と小田稔～」」
　日本の宇宙科学を推し進めた２人のゆかりの品々
やエピソード、日本の宇宙科学の現状と今後につい
て紹介します。
期　間　７月１４日（土）～９月２日（日）

子ども鉱物教室「鉱物のふしぎ」子ども鉱物教室「鉱物のふしぎ」〈〈全２回全２回〉〉
　ミョウバン結晶の育成実験や鉱物の硬さ比べなど
を通して、鉱物についての初歩を学習します。
日　時　７月３１日（火）・８月７日（火）午後２時～４時
対　象　小学校４年生～中学生（小学生は保護者同伴）
定　員　３０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚に保護者を含め５人ま

で）に全員の氏名（代表者に○）・学年、代
表者の住所・電話番号、「子ども鉱物教室」
と書いて、７月１４日（必着）までに同館へ

市立博物館　〒２５２－０２２１　相模原市中央区高根３－１－１５　Ｅメール star@city.sagamihara.kanagawa.jp
1０４２－７５０－８０３０　開館時間　午前９時３０分～午後５時　７月の休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）市立博物館の催し
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古古民民家家園園のの七七夕夕飾飾りり
　願い事を書いて、 笹  竹 に短冊を飾ってみませんか。

ささ だけ

期　間　７月７日（土）まで
会　場　同園（相模川自然の村公園内）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

相相模模のの大大凧凧セセンンタターーのの催催しし
樹脂粘土ミニケーキ作り教室
　簡単に細工ができる樹脂粘土で直径５㎝ほどのミニケーキを作ります。
日　時　７月２２日（日）午後２時～４時
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）　　費　用　１，０００円（材料費など）

親子で楽しむ 凧 作り教室　
たこ

　作り方が簡単なダイヤ凧を作って凧揚げをします。
日　時　７月２８日（土）午後１時３０分～４時
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（材料費など）

申し込み　直接か電話で同センター（1０４６－２５５－１３１１）へ

マンホールトイレ

下水道
マスコット
キャラクター
「スイスイ」

相模川流域下水道左岸処理場

汚
水
管
（
ケ
ヤ
キ
）

※下水道ビジョンは、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 市政情報 → 下水道 からご覧になれます。

雨
水
浸
透
ま
す

当麻ポンプ場

豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊豊かかかかかかかかかかかななななななななななな自自自自自自自自自自自然然然然然然然然然然然環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境ををををををををををを守守守守守守守守守守守るるるるるるるるるるる
水源地域で進める生活排水対策
　多くの県民の水がめとして湖などを有する相模原市では、水源地域の水質や
自然環境を守るための下水道事業を進めています。

安安安安安安安安安安安心心心心心心心心心心心しししししししししししててててててててててて暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮らららららららららららせせせせせせせせせせせるるるるるるるるるるるまままままままままままちちちちちちちちちちちをををををををををををつつつつつつつつつつつくくくくくくくくくくくるるるるるるるるるるる
浸水対策 ～台風・ゲリラ豪雨などに備えて～
　急激な市街化に伴い宅地や道路が増加し、緑地や空き地
など雨水が浸透できる区域が減少しました。そこに局所的
に大雨が降るという気象条件が重なると、雨水が短時間に
大量に流出する都市型洪水が発生します。このため浸水被
害のおそれのある地域から優先的に「雨水管」の整備を進
めています。
　また、雨水調整池は大雨などの際に一時的に雨水をため
るとともに、地中に浸透させるための施設で、公園や駅前広場の地下など市内１０６か
所に設置しています。一部の雨水調整池は、晴天時などには公園やスポーツ広場と
しても利用されています。
　さらに、住宅等の建設の際には、雨どいから雨を集め地中へ浸透させる「雨水浸
透ます」の設置や、その後の管理など、市民の皆さんにも浸水対策へのご協力をい
ただいています。

地震対策 ～ポンプ場や下水管の耐震化～
　川沿いなど低い地域から出る汚水を円滑に
下水処理場へ送るため、市内には７か所の中
継ポンプ場があります。市では、これらの耐
震化工事を進めるとともに、下水管の耐震化
についても老朽化の状況等を調査して対策を
進めています。

快快快快快快快快快快快適適適適適適適適適適適ななななななななななな生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境をををををををををををつつつつつつつつつつつくくくくくくくくくくくるるるるるるるるるるる
合流式から分流式に改善中
　本市は公共下水道事業を始めた当初、汚水と雨水を同じ下水道管で流す合流
式で整備を進めました。合流式は、一本の下水道管で、生活環境の改善と浸水
対策が同時にできる方式で、多くの都市で採用されていました。
　しかし、汚水と雨水を一本の管に流すため、大雨の際に一部の水が河川に放
流されてしまうなど、衛生上、水質保全上の問題があります。このため、市で
は、合流式となっている市役所や相模原駅周辺の地域で、汚水と雨水を別々の
管に流す分流式への改善を進めています。
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相模原麻溝公園競技場の教室
費用定　員

（申込順）対　象時　間日にち教室名

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
（７月２５日～８月
２２日は午前９時１５
分～１０時１５分）

７月１８日～９月２６日
の毎週水曜日（８月
１５日を除く）

キッズ
スポーツ

３，０００
円２０人年長～小学

校３年生
午後４時３０分
　～５時３０分

７月１９日～８月３０日
の毎週木曜日（８月
１６日を除く）

バレエ
〈全６回〉

各回
３００円

各回
２０人

４歳以上
の人

午後１時３０分
　～３時

７月２３日～８月２２日
の毎週月・水曜日
（８月１日・１３日・
１５日を除く）

スポーツ
チャンバラ

午前１０時３０分
　～１１時３０分

７月２５日～８月２９日
の毎週水曜日（８月
１５日を除く）

ニュー
スポーツ

１組
５００円１０組

小学校１～
４年生とそ
の保護者

午前１０時～１１時７月２９日（日）親子
サッカー

３００円５０人小学生以上
の人

午前１０時３０分
　～正午８月３日（金）

夏休み
ＪＡＸＡ
宇宙科学
～星と流れ
星の観察～
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、年齢、

電話番号、教室名を書いて、同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－
７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp）へ

さがみはらグリーンプールの催し
講座・教室

費　用対象・定員
（申込順）時　間日にち講座・教室名

４００円（中学生
以下２００円）

小学生以上
の人＝２０人

午前１１時３０分～
午後０時３０分７月１４日（土）命を守る着衣泳

２００円小・中学生
＝３０人★午後１時～２時７月２２日（日）水球体験

１，０００円１８歳以上の
人＝２０人午前１０時～正午７月２７日（金）絵手紙体験

申し込み　直接か電話で同プールへ　★クロールで２５m以上泳げる人

夏休み水泳教室〈全４回〉

費　用対象・定員
（抽選）時　間日にち教室名

各８００円

小・中学生
（Ｂ・Ｄは
バタ足で２５
ｍ以上泳げ
る人）
＝各８０人

午前８時３０分
　～１０時７月３０日（月）

～８月２日（木）

水慣れ～クロールＡ

午前１１時～
午後０時３０分クロール～バタフライＢ

午前８時３０分
　～１０時８月６日（月）

　～９日（木）

水慣れ～クロールＣ

午前１１時～
午後０時３０分クロール～バタフライＤ

申し込み　往復はがきに住所、氏名、学年、性別、電話番号、教室名
を書いて、７月１０日（必着）までに同プール（〒２５２－０２４２　中
央区横山５－１１－１）へ　

お問い合わせ　さがみはらグリーンプール　1０４２－７５８－３１５１

市民軟式野球選手権大会（学童の部）
日にち　８月２５日（土）～１０月２１日（日）
会　場　ひばり球場ほか
申し込み　市少年野球協会ホームページから

か、市体育協会にある申込用紙を７月１９
日までに市少年野球協会へ

市民水泳選手権大会（小学生）
日　時　８月５日（日）午前９時
会　場　さがみはらグリーンプール
申し込み　市体育協会にある申込用紙を７月２０

日までに同協会へ
市民新体操選手権大会
日　時　９月１６日（日）午前９時
会　場　光明学園相模原高校（南区当麻）
申し込み　市体操協会ホームページからか、電

話で８月１０日までに市体育協会へ
市少年柔道選手権大会
日　時　９月２日（日）午前９時３０分～午後４時
会　場　総合体育館　　費　用　５００円

対　象　市内在住か在学、市内の道場に通う小・
中学生

申し込み　市体育協会にある申込用紙と個票を
７月１３日（必着）までに同協会へ

市射撃協会主催 クレー射撃競技市民選手権大会
日にち　８月２６日（日）
受付時間　午前８時３０分～１０時
会　場　大月国際クレー射撃場（山梨県大月市

猿橋町猿橋１０２２）
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　４０人（先着順）
費　用　６，０００円（学生は３，０００円）
※希望者は銃砲所持許可証・猟銃用火薬類等譲
受許可証を持って直接会場へ

北アルプス登山（蝶ヶ岳・常念岳）
日にち　８月２日（木）～５日（日）
集　合　午後１０時に相模原駅北口
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人
定　員　３９人（抽選）

費　用　４万２，０００円
申し込み　往復はがき（１枚で４人まで）に全

員の住所・氏名・年齢・性別・電話番号、
「北アルプス」と書いて７月１０日（必着）
までに市体育協会へ

市民富士登山
日にち　８月１８日（土）～１９日（日）
集　合　午前６時３０分＝市南区合同庁舎 
　　　　　　　　　　　津久井総合事務所
　　　　午前７時＝市役所
対　象　市内在住か在勤・在学の中学生以上の

人＝８０人（抽選）※中学生は保護者同伴
※当選者は７月２６日（木）午後７時から説明会
あり

費　用　１万１，２００円
申し込み　往復はがきかＥメールに全員の住所・

氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番
号・集合場所、「富士登山」と書いて、
７月１０日（必着）までに同協会へ

市体育協会からのお知らせ

市民健康文化センターの催し

お問い合わせ
市民健康文化センター　1０４２－７４７－３７７６

教室

費用対象・定員
（申込順）時　間日にち教室名

８００円小学生以上
の人＝３０人

午後１時３０分
　～３時３０分

７月２１日
（土）マジック

各
６００円

１８歳以上の
人＝各１０人

午後１時～１時５０分、
　　２時～２時５０分

８月１日
（水）折り紙

申し込み　直接か電話で同センターへ

古淵鵜野森公園
屋外水泳プール
がオープン

期　間　９月１０日（月）まで
時　間　午前１０時～午後６時
料　金　２時間につき２００円

（中学生以下、６５歳以上
の人は１００円。障害者は
無料）

※天候や大会、設備保守などで
利用できない場合があります。

※未就学児は保護者の同伴が必
要です。

お問い合わせ
古淵鵜野森公園屋外水泳プール

1０４２－７４７－４６４１

さがみはら北の丘センターの教室

申し込み　直接か電話で、さがみはら北の丘センター（1 

０４２－７７３－５５７０）へ

費　用対象・定員
（申込順）時　間日にち教室名

３００円市内在住か在勤・
在学の人＝２０人

午後　　　
１時３０分～
３時３０分　７月８日

（日）

ラベンダー
スティック
作り

プール
利用料と
１００円

５歳以上の子ども
とその保護者
＝２０組

午後　　　
４時～　
６時３０分

親子着衣泳
体験

フルートアンサンブルコンサート
日にち　７月１９日（木）
時　間　午後２時～３時
※希望者は直接会場へ

市体育協会　1０４２－７５１－５５５２　〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　けやき会館内 
HP http://www.jade.dti.ne.jp/�  taikyo/ 　　Eメール taikyo@jade.dti.ne.jp

市民健康文化センター・さがみはら北の丘センター
プール利用時間等の変更について

○７月１４日～８月３１日の利用時間は、午前９時～午後
８時です。

○８月３１日まで、１回につき２時間を過ぎると超過利
用料金がかかります。
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～見つけよう、発信しよう、相模原のエコ 力 ～
ぢから

さがみはら環境まつり 出展者募集
　事業者やＮＰＯ、大学などが取り組んでいる環境活動を紹介する環境ま
つりで、活動を紹介するブースへの出展者を募集します。
日　時　９月３０日（日）午前１０時～午後３時
会　場　環境情報センター、市体育館（市役所前）
※応募方法など詳しくは、同センターにある募集要領をご覧ください。
申し込み　募集要領に付いている申込用紙（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（必着）までに同まつり実行委員会事
務局（同センター内　1０４２－７６９－９２４８）へ

尾崎行雄（咢堂）講演会
　旧津久井町出身で「憲政の神様」と呼ばれた尾崎行雄（ 咢  堂 ）が、東京

がく どう

市長時代の明治４５（１９１２）年に米国ワシントンに桜を寄贈してから今年で
１００年。これを記念して、「東京市長時代の尾崎行雄の業績」をテーマに、
「東京市のインフラ整備」「ワシントンへの桜寄贈」についてお話ししま
す。また、後に本市に里帰りした桜（咢堂桜）の写真を展示します。
日　時　７月１４日（土）午後１時～４時
会　場　市民会館第１大会議室　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　尾崎行雄を全国に発信する会　1０９０－４５４１－８６７７

夏休みイベント　納涼けやき盆踊り大会
　みんなで楽しく踊りましょう。踊り方の指導もあります。
日　時　８月３日（金）午後１時～４時　　会　場　けやき体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の障害児・者
定　員　５０人、ボランティア多数（申込順）
※高校生以下は付き添いが必要、小学生～高校生の兄弟姉妹の参加可
申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、「納涼けやき盆

踊り大会」と書いて同館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

キャリア支援 4STEP PROGRAM ２０１２
説明会を開催

　相模原市、町田市の魅力あるさまざまな企業への訪問や、実務経験豊か
な講師陣による就職セミナーなどを通して、より明確なキャリア意識を身
に付ける体験型プログラムを行います。

　“地域の観光の担い手作り”を目的に、数々の販売記録を持つ「カリス
マ新幹線アテンダント」から接客サービスの極意を学びます。
日　時　７月２５日（水）午後２時～４時
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本５－４－２０）
講　師　齋藤　泉さん
　　　　（日本レストランエンタプライズ　アドバイザー）
定　員　１００人（申込順）
申し込み　商業観光課、各経済観光課・まちづくりセンタ

ーにある申込書（市観光協会ホームページからダウ
ンロード可）を、７月２日～１９日に商業観光課（1 

０４２－７６９－８２３６　6０４２－７５４－１０６４）へ

「カリスマ新幹線アテンダント」
に学ぶ接客サービスの極意

講演会

相模原よさこいＲＡＮＢＵ！
参加チーム募集

日　時　９月１６日（日）午前１０時３０分～午後４時
会　場　古淵駅駅前通りほか
対　象　よさこい踊りができる１０人以上の

チーム＝４０組（抽選）
費　用　小学生以下＝１人１００円
　　　　中学生以上＝１人５００円
申し込み　直接か電話で８月３日までに、

相模原よさこいＲＡＮＢＵ！実行委員会の河原さん（青史堂印刷内 
1０４２－７４８－３９２１）へ

北総合体育館の教室
費　用定　員

（抽選）対　象時　間日にち教室名

各
３，０００円各３０人小学生

午後２時
　～３時３０分

７月２４日（火）～
３１日（火）（２８日・
２９日を除く）

体育の「コツ」
マスター〈全６回〉

午前１０時
　～１１時３０分

７月２３日（月）
　～２５日（水）

スポーツチャンバ
ラ〈全３回〉
申し込み　往復はがき（１教室１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番

号、教室名を書いて、７月１５日（必着）までに同館（〒２５２－０１３４ 
緑区下九沢２３６８－１　1０４２－７６３－７７１１）へ

総合体育館の教室
費　用定　員

（抽選）対　象時　間日にち教室名

５００円３０人小学校
１～３年生

午前９時３０分
　～１１時３０分

７月３０日（月）
　　３１日（火）

トランポリン
〈全２回〉

６００円４０人小学生以上
の人

午前１０時
　～正午８月４日（土）絵てがみ

申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、教室名を書いて、７月１５日（必着）までに同館（〒２５２－
０３２８　南区麻溝台２２８４－１　1０４２－７４８－１７８１）へ

ジュニアライフセーバー体験教室
　親子で水の事故から身を守る方法を学びます。
日　時　７月２１日（土）午前９時～正午　　会　場　こだまプール
対　象　市内在住の小学生とその保護者＝１５組（申込順）
費　用　４００円（小学生２００円）　※保険料を含む
申し込み　電話で７月１５日までに同プール（1０４２－７８２－１１２２）へ

銀河アリーナの教室
ジュニア水泳〈全５回〉
日　時　７月２１日（土）～２５日（水）午後２時３０分～４時１５分
対　象　小学生＝３０人（抽選）　　費　用　４，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、「ジ

ュニア水泳」と書いて、７月８日（必着）までに同所へ

スクラッチタイル作り
　タイルの表面を削って絵を描き、窯で焼いて仕上げます。
日　時　７月２８日（土）午前１０時～１１時３０分
対　象　小学生以上の人＝２０人（申込順）　　費　用　１，５００円
申し込み　直接か電話で７月１５日までに同所へ

お問い合わせ　銀河アリーナ　1０４２－７７６－５３１１
〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６

説明会の開催日程
会　場時　間日にち

相模女子大学茜館（南区文京２－１－１）午後６時～７時７月１０日（火）
プロミティふちのべ（中央区鹿沼台１－９－１５）午後７時～８時　　１１日（水）
ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）午後６時～７時　　１２日（木）

対　象　大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生
※希望者は直接会場へ

プログラム実施予定
［ＳＴＥＰ４］
研究発表・交流会

［ＳＴＥＰ３］
課題作成※自宅等で
各自がレポート作成

［ＳＴＥＰ２］
企業訪問

［ＳＴＥＰ１］
就活準備講座

お問い合わせ
さがまちコンソーシアム事務局　1０４２－７０３－８５３５

教育研究発表大会
～ともに見つめ、ともに創る子どもの未来～

日にち　８月１日（水）　　会　場　市民会館ほか
■全体会・記念講演会
テーマ　世界の山々をめざして

～あきらめずに夢を実現させる～
時　間　午前１０時～正午
講　師　田部井淳子さん（登山家）
定　員　１，２００人（申込順）
■分科会（分野別１０分科会）
　本市の子どもの教育に取り組むさまざまな立場の人が、研究・研修・活
動実践などの発表や意見交換を行います。
時　間　午後１時３０分～４時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の人、教育関係者
定　員　各会場ごとに定員あり（申込順）
※未就学児（２歳以上）の保育あり〈定員９人（申込順）、要電話予約〉
※会場など詳しくは、お問い合わせください。

田
部
井
淳
子
さ
ん

申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号を書いて、７月２５
日までに総合学習センター（1０４２－７５６－３４４３　Eメール centerkk 
@sagamihara-kng.ed.jp）へ

齋藤　泉さん

就職活動を迎える学生の皆さんへ参加者募集

ワシントンへの桜寄贈
１００周年記念事業



����24 (2012) .7.1 No.1244

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広告主へ。

都市計画審議会都市計画審議会

　相模原・津久井・相模湖都市計
画ごみ処理場（第１０１号津久井郡広
域行政組合ごみ処理施設）と汚物
処理場（第１０１号津久井郡広域行政
組合汚物処理場）の変更
日時 ７月１８日（水）午後１時
会 市役所第２別館第３委員会室
定 １０人（抽選）
※傍聴希望者は直接会場へ
問 都市計画課

大規模小売店舗立地審議会大規模小売店舗立地審議会

　２店舗の新設に関する審議
日時 ７月５日（木）午後２時
会 市役所第２別館第３委員会室
定 ６人（抽選）
※傍聴希望者は直接会場へ
問 商業観光課

協働事業提案制度公開事業報告会協働事業提案制度公開事業報告会

　平成２３年度実施事業の報告
日 ７月２８日（土）
時 午前９時～午後５時
会 けやき会館
定 ７０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 市民協働推進課

相模ダムの催し相模ダムの催し

相模湖・ダム建設殉職者合同追悼会
日 ７月２９日（日）
時 午後１時３０分～３時３０分
会 県立相模湖交流センター
定 ３００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
相模ダム建設資料展示会
日 ７月２８日（土）～８月３日（金）
時 午前９時３０分～午後５時
会 相模湖記念館

◇　　　◇
問 同追悼会実行委員会（1０４２－
６８４－３５１４）

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

　９月まで平日に空きあり
申 随時受け付け
１０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らか、
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７月１０日までに各施設へ。抽選
後の空き室の申し込みは７月２１日
から電話で①7０１２０－９８８－５４７
②1０２６７－５５－６７７６へ
１０月の休館日　①１５日（月）・１６日
（火）②２日（火）・３０日（火）
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

平成平成２３２３年度食品衛生監視年度食品衛生監視

指導計画に基づく実施結果指導計画に基づく実施結果

　スーパーや飲食店などへの立ち
入り検査や衛生管理の指導、食品
の抜き取り検査の結果をまとめま
した。実施結果は、生活衛生課、
各行政資料コーナー・公民館・消
費生活センターなどで配布するほ
か、市ホームページの 暮らしの
情報 → 健康・衛生・医療 → 食
品衛生 からもご覧になれます。
問 生活衛生課

ふじの体験の森やませみふじの体験の森やませみ

１０１０月分の利用申し込み月分の利用申し込み

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

※○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、同所へ
※利用者登録カードを持っている
人は、市ホームページやさがみは
らネットワークシステムからも申
し込みできます。
問 同所（1０４２－６８６－６０２５）

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 ７月８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

記念貨幣の発行記念貨幣の発行

　地方自治法施行６０周年記念５００
円貨幣（神奈川県分）の引き換え
を、７月１８日から県内の最寄りの
金融機関等で開始します。詳しく
はお問い合わせください。
問 横浜財務事務所（1０４５－６８１－
０９３２）

大野北銀河まつり大野北銀河まつり

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 ８月４日（土）・５日（日）
時 午前１１時～午後５時
会 鹿沼公園　　費 １日１,０００円
※区画は２m×２m
※業者の出店、食品類、生き物・
ペット類は不可。出店者用の駐車
場なし
申 ファクスに代表者の住所・氏名・
電話番号・Ｅメールアドレス、希
望日、販売予定品を書いて、７月
２５日までに同事務局（6０４２－７３３
－２５１０）へ
※応募者多数の場合抽選
問 同事務局の 茅 さん（1０９０－３００３

かや

－８７０４）

ソレイユさがみ女性相談室のソレイユさがみ女性相談室の

女性相談員女性相談員

勤務　１０月から週４日以内、１日
５時間３０分
報酬　月額１６万７,９００円
対 次のいずれかに該当し、相談業
務の経験がある人①社会福祉士か
精神保健福祉士の資格がある②大
学で児童福祉・社会福祉・心理学を
専攻する学科か、これらに相当す
る課程を修めて卒業した③公的機
関で女性のための相談員を務めた
定 ２人
申 男女共同参画課、ソレイユさが
みにある申込書（市ホームページ
からダウンロード可）を直接か郵
送で７月２日～１１日に同課（〒２５２
－５２７７　中央区中央２－１１－１５ 
1０４２－７６９－８２０５）へ

児童育成補助員、児童館補助員児童育成補助員、児童館補助員

　児童の遊びや生活面を指導
※募集施設など詳しくは、市ホー
ムページをご覧になるか、お問い
合わせください。
勤務　週３日程度
賃金　時給８８５円
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
にある申込書（市ホームページか
らダウンロード可）を７月２日～
１３日にこども施設課（1０４２－７６９
－９２２７）へ

相模原市口腔保健センターの相模原市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　８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
定 １人
申 直接か郵送で、履歴書（写真貼
付）を７月２日～１０日に市歯科医
師会（〒２５２－０２３６　中央区富士見
６－１－１　1０４２－７５６－１５０１）へ

ピースフォトコンテストの作品ピースフォトコンテストの作品

　テーマは「平和な 瞬  間 はどんな
と き

顔？」
対 一般の部＝高校生以上
こどもの部＝中学生以下

※応募規定・方法など詳しくは、

お問い合わせください。
問 日本非核宣言自治体協議会事務
局（長崎市平和推進課内　1０９５
－８４４－９９２３）

ほかほかふれあいフェスタほかほかふれあいフェスタ２０１２２０１２のの

作詞・作曲者作詞・作曲者

対 ①作詞＝障害がある人
②作曲＝①の詞に曲をつけてく
れる人

申 電話か、はがき、ファクスに住
所、氏名、電話番号、①は歌詞を
書いて、７月２９日までに相模原ボ
ランティア協会（〒２５２－０２３６　中
央区富士見６－１－２０　16０４２
－７５９－７９８２）へ

さがみはらさがみはら

国際交 国  際  交 
こく さい こう

流 流 ラウンジのラウンジの催 催 しし
りゅう もよお

あなたが 主  役 ～ 外  国 につながる
しゅ やく がい こく

 若  者 たちの 交 
わか もの こう

 流 
りゅう

 会 ～
かい

　 日  本 での 体  験 スピーチ、 歌 やダ
にっ ぽん たい けん うた

ンスの 披  露 など
ひ ろう

日時 ７月   １４日
がつ か

   （ 土 ）
ど

 午  後 １時   ３０ 分 ～４ 時 
ご ご じ ぷん じ

会  大 野
おお の

    北  公  民  館 
きた こう みん かん

定 ５０ 人 （
にん

 申 込
もうしこみ

    順 ）
じゅん

スペイン 語 
ご

 入 
にゅう

 門  講  座 〈 全 ８ 回 〉
もん こう ざ ぜん かい

日 ７月   ２１ 日 ～９月   １５ 日 の毎   週
がつ にち がつ にち まいしゅう

    土  曜 
ど よう

 日 
び

（８月   １８日
がつ にち

   を 除 く）
のぞ

時  午 前   １０ 時 ～ 正  午 
ご ぜん じ しょう ご

対  高  校  生  以 
こう こう せい い

 上 
じょう

の 人 ＝３０人
ひと

   （
にん

 申 
もうし

 込 順
こみ

   ）
じゅん

費 ３００ 円 （テキスト 代 ）
えん だい

◇　　　◇
申  電  話 で 同 ラウンジ（1０４２－７５０

でん わ どう

－４１５０）へ

お泊り体験キャンプお泊り体験キャンプ

　野外炊事やレクリエーションゲ
ームなど
日 ８月２２日（水）～２３日（木）〈１
泊２日〉
会 ふじの体験の森やませみ
対 市内在住の小学校１～３年生
定 ３６人（抽選）　　費 ３,５００円
申 往復はがきかＥメールに住所、
氏名、学校名、学年、性別、保護者名、
電話番号、「お泊り体験キャンプ」
と書いて、７月１５日までにさがみネ
イチャーフレンドの関口寿和さん
（〒２５２－０２３７　中央区千代田６－
６－３－１０１　1０９０－４５４７－９０７６
Ｅ info@sagami-nf.net）へ

お知らせ 

○１０月６日（土）～８日（祝）
（
日
帰
り
利
用
も
可
）

宿
泊
利
用
日

　　　１３日（土）～１４日（日）

　　　２０日（土）～２１日（日）

　　　２７日（土）～２８日（日）

宿泊利用（抽選）
７月１０日まで
宿泊利用空き室（申込順）
７月２１日から
日帰り利用（申込順）
７月１日から

申
込
期
間

施設のお休み

市民健康文化センター
日 ７月９日（月）
問 同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日 ７月１０日（火）
問 同所（1０４２－７７３－５５７０）
環境情報センター
日 ７月１４日（土）・１９日（木）
問 同所（1０４２－７６９－９２４８）

募　　集 

イベント 
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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
　

リサイクル家具の展示・提供リサイクル家具の展示・提供

会 橋本台・新磯野リサイクルスクエア
対 市内在住の中学生以上の人（１
人１点限り）
申 直接、７月２０日までに各会場へ
※抽選発表は７月２１日（土）午後１時
問 資源循環推進課

街かどコンサート街かどコンサート

　木管五重奏。曲目は「ニューシ
ネマパラダイス」ほか
日時 ７月７日（土）午後５時３０分～６時
会 伊勢丹相模原店２階
※希望者は直接会場へ
問 市民文化財団（1０４２－７４９－２２０５）

土曜コンサート「軽音楽土曜コンサート「軽音楽」」

日時 ７月１４日（土）午後５時３０分～７時
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）

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 ７月１５日（日）〈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）

県立相模原公園県立相模原公園

サカタのタネグリーンハウスの催しサカタのタネグリーンハウスの催し

日本丸メモリアルパーク写真コン
テスト入賞作品展
日 ７月８日（日）まで
※７月２日（月）は休館
時 午前９時３０分～午後４時３０分
サカタ食堂レシピ展示
　野菜の特性を生かしたレシピの紹介
日 ７月１０日（火）～２２日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
※７月１７日（火）は休館
マンスリーコンサート
　フルートとバイオリン、チェロ
の演奏
日 ７月１５日（日）
時 午後１時３０分・２時３０分
※希望者は直接会場へ

◇　　　◇
問 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

女子美術大学芸術学部芸術学科女子美術大学芸術学部芸術学科

４年生企画展「拝啓、美術様」４年生企画展「拝啓、美術様」

日 ７月１１日（水）～３０日（月）
時 午前１０時～午後５時（入館は４
時３０分まで）　※火曜日休館
会 女子美アートミュージアム
問 同所（1０４２－７７８－６８０１）

チャリティーダンスパーティーチャリティーダンスパーティー

　収益金は市社会福祉基金に寄付
します。
日時 ７月１６日（祝）午前１０時～午後３時
会 総合体育館　　費 １,０００円
申 電話で市ダンス協会の小川さん
（1０９０－８０１７－４０５６）へ

ソレイユさがみの催しソレイユさがみの催し

防災と女性～もしもの時に備えて
安心！自分で作る、簡易トイレ～
日時 ７月２４日（火）午前１０時～正午
対 女性＝２０人（申込順）　費 ５００円
パパ＆じぃじと一緒！　ホットプ
レートで作る簡単手作り 餃子 教室

ぎょうざ

日時 ７月２８日（土）午前１１時～午後１時
対 小学生とその保護者
定 １２組（申込順）　費 １人５００円
日本を紹介して世界を学ぶ「ふだ
ん着物を活用したコミュニケーシ
ョン術（入門編）」〈全３回〉
日時 ７月２９日（日）、８月４日（土）・
１２日（日）午前１０時～正午
定 ２０人（申込順）
夏休み親子絵てがみ教室
日時 ８月１日（水）午前１０時～正午
対 小学生とその保護者
定 ３０人（申込順）　　費 ３００円
親子で作る！夏の元気野菜クッキ
ング
　じゃがいもグラタンなど
日時 ８月４日（土）午前１０時～午後１時
対 小学生とその保護者
定 １５組（申込順）　　費 １人５５０円

◇　　　◇
※女性を対象にキャリアカウンセ
リングや健康相談を行っていま
す。日時など詳しくはお問い合わ
せください。
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） 

文化講演会「道理」の人 天野貞祐文化講演会「道理」の人　天野貞祐

　緑区鳥屋出身の哲学者・教育者
で文部大臣も務めた天野 貞  祐 の業

てい ゆう

績について
日 ７月２１日（土）
時 午後１時３０分～３時３０分
会 市立図書館（中央区鹿沼台）
講 池田高明さん（県立弥栄高校教諭）
定 １７０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 相模原郷土懇話会の石井さん
（1０４２－７５３－２７６９）

やってみよう！アジサイの挿し木やってみよう！アジサイの挿し木

～市の花アジサイを増やそう！～～市の花アジサイを増やそう！～

日 ７月２８日（土）
時 午後１時３０分～３時３０分
会 環境情報センター
定 ３０人（申込順）　　費 ３００円
申 電話で市みどりの協会（1０４２－
７７７－２８６０）へ

トークサロントークサロン

「いま 藤野がおもしろい！」「いま　藤野がおもしろい！」

日 ７月１４日（土）
時 午後２時～４時
会 里山長屋（緑区名倉２８０８－８）
定 ３０人（先着順）
費 ２００円（学生は無料）
※希望者は直接会場へ
問 さがみはら市民会議の滝口さん
（1０７０－５５９２－１７４３）

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼相模原邦楽アンサンブル定期演奏
会　曲目は「ロシア民謡メドレー」
ほか。７月８日（日）午後２時～４
時、杜   のホールはしもと。費用１，０００

もり

円　�問 西谷（1０４２－７４６－５９９８）
▼「超写経のすすめ」教室　７月２１
日（土）午前９時～正午・２４日（火）
午後１時～５時・３０日（月）午後７
時～９時、ソレイユさがみ。費用各
１００円　�申 はがきに住所、氏名、電話
番号、希望日を書いて、森　洋介（〒
２５２－０３４４　南区古淵３－２－５　1 

０７０－６５６３－２２３６）へ
▼木もれびの森“ゆっくり”ウオー
キング　７月１８日（水）午前９時～
正午〈雨天中止〉、古淵駅集合。定
員２０人（先着順）。費用３００円。動き
やすい服装で、飲み物持参　�問 高橋
（1０９０－４６２９－４８４３）
▼夏休み子ども手話教室　７月２６日
（木）午前１０時～正午、あじさい会
館。対象は小・中学生。定員２０人（申
込順）　�申 電話で市村（1０４２－７５６
－０４０１）へ
▼津軽三味線と民謡の集い　１１月１１
日（日）午後０時３０分、もみじホー
ル城山。ゲスト山本謙司ほか。�問 落
合（1０９０－９８１７－７３０４）
　　　　　　　会費などは個別にお問い

合わせください。
▼バドミントン　毎週火曜日午後１
時ほか、北総合体育館。初心者歓迎
�問 岩本（1０９０－１４６７－７３２４）
▼ジャズダンス　毎週火曜日午後７
時、相武台団地自治会館。初心者歓
迎、見学可　�問  昆 （1０９０－３４３８－

こん

９６４２）
▼万葉集の講義　毎月第４水曜日午
後１時３０分、ソレイユさがみ　�問 吉
田（1０４２－７７３－８０９８）
▼ボクササイズ　毎月第１・第３木
曜日午後３時３０分、城山公民館　�問 
金子（1０４２－７８２－５６３０）
▼女声合唱　毎週火曜日午前１０時、
青少年学習センター。初心者歓迎
�問 小澤（1０４２－７４６－４３９４）

催 し

仲 間

（敬称略）読者のひろば

熱中症・夏バテを
予防しましょう

○無理な運動や作業、過度の節
電を控え、適度に水分・塩分
をとりましょう

○十分な睡眠と栄養
バランスの良い食
事をとりましょう

○過労運転、無謀運転の防止
○子どもと高齢者の交通事故防止
○自転車の交通事故防止

夏の交通事故防止運動夏の交通事故防止運動

交通ルールを守って
　　　　夏を楽しく安全に

７月１１日～２０日

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。
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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。

リリニニュューーアアルルののたためめ一一時時休休館館ししまますす
 休館期間　９月１日～平成２６年３月中旬 

　昭和６２年の開館以来、２１５万人を超える多くの皆さんに利用され親しま
れてきましたが、自然環境体験・学習施設としての機能向上や利便性・
安全性の向上などを図り、より快適で魅力的な空間にするため、一時休
館して再整備工事を行うことになりました。
　休館中はご迷惑をおかけしますが、生まれ変わる
相模川ふれあい科学館を楽しみにお待ちください。

休休休休休休休休休休休休休館館館館館館館館館館館館館イイイイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトト
　休館前の８月を感謝月間として休館イベントを実
施します。※詳しくは本紙８月１日号でお知らせします。

リリニニュューーアアルルででここうう変変わわりりまますす！！
コココココココココココココンンンンンンンンンンンンンセセセセセセセセセセセセセプププププププププププププトトトトトトトトトトトトトははははははははははははは『『『『『『『『『『『『『親親親親親親親親親親親親親しししししししししししししむむむむむむむむむむむむむ・・・・・・・・・・・・・学学学学学学学学学学学学学ぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶ・・・・・・・・・・・・・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むむむむむむむむむむむむむ』』』』』』』』』』』』』
新新新新新新新新新新新新新しししししししししししししいいいいいいいいいいいいい科科科科科科科科科科科科科学学学学学学学学学学学学学館館館館館館館館館館館館館ををををををををををををを、、、、、、、、、、、、、見見見見見見見見見見見見見ててててててててててててて、、、、、、、、、、、、、触触触触触触触触触触触触触っっっっっっっっっっっっっててててててててててててて、、、、、、、、、、、、、体体体体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験験験験しししししししししししししよよよよよよよよよよよよよううううううううううううう！！！！！！！！！！！！！
　現在、準備を進めている展示の一部を紹介します。
○アユがみんなをお出迎え
　「シンボル水槽」を
　リニューアル
○動く魚影が展示室まで
案内
　「川へのいざない」を
新設
○相模川を４０ｍの連続水
槽のジオラマで表現
　「流れのアクアリウム」
をリニューアル
○お魚の遊泳行動、 遡 

そ

 上 行動を見てみよう
じょう

　ドーナツ形の「坂道お魚観察水槽」を新設
○小さなお子さんも楽しめる
　「お魚お絵かきコーナー」を新設
○目の前に自然が広がる、生き物のすむ小川を再現
　「湧水・小川・湿地のアクアリウム」を新設
☆他にも楽しい展示アイテムが続々登場！新しい相模川ふれあい科学館
にご期待ください。

　市内の菓子店などが、相模原産の素材を使った各店独自の
「さがみはらスイーツ」を創作し、試食審査やはがき投票に
より、さがみはらスイーツグランプリを決定します。
日にち　販売・スタンプラリー　１０月１日（月）～１１月３０日（金）
　　　　販売イベント　１１月１０日（土）・１１日（日）
　　　　コンテスト　１１月１７日（土）
参加資格　市内に店舗を構え、菓子製造・販売を行っている

こと　ほか
出品スイーツの条件　指定の相模原産の素材を１つ以上

使用すること　ほか
参加費　３，０００円
申し込み　同フェスティバルホームページからダウンロ

ードできる申込書と作品の写真を、７月３１日（必着）までに同実行委員会へ
お問い合わせ　さがみはらスイーツフェスティバル実行委員会事務局（ 商業観光課内）

1０４２－７６９－８２３６　http://www.sagamihara-sweets.com

さがみはらスイーツフェスティバル２０１２

今年は“宇宙を五感で感じられる”スイーツ

各種メディアで情報発信中！

※エフエムさがみはパソコンやスマートフォンからも聴くことができ
ます。詳しくはエフエムさがみのホームページをご覧ください。

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

昨年度の入賞作品

７７月月かかららのの催催しし
マママママママママママママンンンンンンンンンンンンンスススススススススススススリリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーーー水水水水水水水水水水水水水槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽
　今年度のテーマは『飼育係は、この生きものが好き！！』。７月は『サ
メ』の仲間を紹介します。
期　間　７月３１日（火）まで　　展示生物　サンゴトラザメなど
※１６日（祝）・２９日（日）正午からサメの歯に関するお話（約１０分）をします。

七七七七七七七七七七七七七夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕水水水水水水水水水水水水水槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽
　七夕にちなんだ名前の生き物を展示します。
期　間　７月７日（土）まで
展示生物　シモフリタナバタウオ

ボボボボボボボボボボボボボクククククククククククククもももももももももももももわわわわわわわわわわわわわたたたたたたたたたたたたた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飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼育育育育育育育育育育育育育係係係係係係係係係係係係係
　水族館の飼育係を体験してみよう。
日にち　７月２１日（土）・２２日（日）・２８日（土）・２９日（日）
時　間　午前９時３０分～正午
対　象　小学校３年生以上の人＝各８人（申込順）
費　用　入館料　　申し込み　電話で同館へ

フフフフフフフフフフフフフィィィィィィィィィィィィィーーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルルドドドドドドドドドドドドドミミミミミミミミミミミミミュュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーーージジジジジジジジジジジジジアアアアアアアアアアアアアムムムムムムムムムムムムム企企企企企企企企企企企企企画画画画画画画画画画画画画 水水水水水水水水水水水水水郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷田田田田田田田田田田田田田名名名名名名名名名名名名名探探探探探探探探探探探探探検検検検検検検検検検検検検隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊隊
　同館周辺の歴史や川の生き物について詳しくなろう。
日　時　７月２３日（月）・２４日（火）午前９時３０分～正午
コース　相模川ふれあい科学館～田名八幡宮～

新堀用水路（旧烏山用水）～相模川
対　象　小学生以上の人＝各３０人（申込順）
※小学校２年生以下は保護者同伴
費　用　入館料
申し込み　電話で同館へ

サササササササササササササマママママママママママママーーーーーーーーーーーーースススススススススススススクククククククククククククーーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルル
　親子で相模川の生き物を観察しよう。
日　時　８月３日（金）～５日（日）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　相模川
対　象　小学校３年生以上の子どもとその保護者
定　員　各１５組（１組２人。申込順）
費　用　１組１,０００円（保険料など）　　申し込み　電話で同館へ

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
※７月１４日～８月３１日は午後５時まで
入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）
７月の休館日　２日（月）・９日（月）

リニューアル後の展示室イメージ

シモフリタナバタウオ

相模川ふれあい科学館からのお知らせ相模川ふれあい科学館からのお知らせ相相相相相模模模模模川川川川川ふふふふふれれれれれあああああいいいいい科科科科科学学学学学館館館館館かかかかからららららのののののおおおおお知知知知知らららららせせせせせ

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

各種各種メディアメディアでで情情報報発発信信中中！！
　市では、ホームページやテレビ、ラジオなどさまざまな
媒体を活用して、市の情報を発信しています。その中から
今回はラジオ番組を紹介します。
ラジオ　エフエムさがみ（83.９ＭＨｚ）
「市長と話そう」～もっと知りたい相模原～
　市政の動きや展望を市長自ら語ります。
放送日時　原則毎月第２金曜日午後１時～１時３０分
　　　　　（再放送は翌土曜日午前１０時３０分～１１時）
相模原インフォメーション（５分番組）
　暮らしに役立つ
市からのお知らせ
を１日３回、毎日
放送しています。

参加店募集参加店募集参参参参参加加加加加店店店店店募募募募募集集集集集

※参加資格など詳しくは、
同フェスティバルホーム
ページをご覧ください。
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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

1０４２－７７５－８８１６緑保健センター○8 申し込み・お問い合わせ（７月２日から）

1０４２－７６９－８２３３中央保健センター○9 1０４２－７６９－９２４９介護予防推進課（介護予防班）○1 
1０４２－７０１－７７０８南保健センター○１０ 1０４２－７７５－８８１２介護予防推進課（緑班）○2 
1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課○１１ 1０４２－７６９－８３４９介護予防推進課（中央班）○3 
1０４２－７８０－１４１４津久井保健福祉課○１２ 1０４２－７０１－７７０４介護予防推進課（南班）○4 
1０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課○１３ 1０４２－７６９－８２６０疾病対策課○5 
1０４２－６８７－５５１５藤野保健福祉課○１４ 1０４２－７６９－８３２２健康企画課（成人）○6 
1０４２－７６９－９８１８精神保健福祉センター○１５ 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８月２０日（月）
赤ちゃん
セミナー

○ウ８月３１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＝１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○南８月２８日（火）
９月１１日（火）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２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７月１１日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

内容・時間・対象会　場日にち教室名

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

△向陽○こ 、大野南○こ ７月３日（火）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

△大野台○こ ７月４日（水）
新磯○こ 、△鹿島台○こ ７月５日（木）
上溝南○こ 、星が丘○こ ７月６日（金）

△○藤 、清新○こ 、
陽光台○こ 、富士見○こ 

７月１０日（火）

□○津 、横山○こ 、並木○こ ７月１１日（水）

△城山○こ 、大野北○こ 、
相模台○こ 、大沼○こ 、
△上鶴間○こ 、麻溝○こ 

７月１２日（木）

大島○こ 、△橋本○こ ７月１３日（金）
二本松○こ 、△田名○こ 、
鶴園中和田○こ ７月１７日（火）

相武台○こ ７月１８日（水）

○湖 ７月２６日（木）

アルコール・薬物家族教室
　アルコール・薬物問題を理解し、その対応を学びます。
日　時　７月２５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・薬物問題のある人の家族
定　員　１０組（申込順）
申し込み　電話で７月２日から精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

さがみはら わかち合いの会（自死遺族の集い）
　同じ体験を持つ人同士で語り合う場です。
日　時　７月１２日（木）午後２時～４時
会　場　 杜 のホールはしもと　セミナールーム２

もり

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

お問い合わせ　精神保健福祉センター　1０４２－７６９－９８１８

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

○4 　専門医による認知症につい
ての相談
定員　各２人（申込順）

○南午前１０時
　～正午

７月１９日（木）
高齢者

認知症相談 ○3 ○ウ７月２４日（火）

※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　　７月１９日（木）くすりの

相談

○１５ 

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

題を持つ人とその家族
定員　２人（申込順。調整あ

り）

け
や
き
会
館

午後１時３０分
　～３時３０分７月１７日（火）

みんなの
アルコール
相談

○１５ 
　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

○ウ午後２時
　～４時７月１８日（水）ひきこもり

相談会

○１５ 

　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）

け
や
き
会
館

午後２時
　～４時７月１９日（木）

思春期・
ひきこもり
特定相談

●もっと健康になるための教室●
申込内容・対象など会場時　間日にち教室名

○9 

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

に支障がない人
定員　ボールエクササイズ＝

３０人、踏み台エアロビ
クス＝１６人（申込順）

○ウ

午前１０時
　～正午７月２５日（水）ボール

エクササイズ

午後２時
　～４時８月７日（火）踏み台

エアロビクス

○１０ 

　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３０人（申込順）
費用　各７００円

○南

午前９時４５分
　　１０時１５分
　　１０時４５分
午後１時３０分
２時

８月３日（金）

骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー

○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８月９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。
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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

高齢者筋力向上トレーニング 中央区Ｂコース〈全２４回〉
　機器を使った筋力トレーニングやストレッチなどを行います。
日にち　９月４日～１１月２７日の毎週火・金曜日（１１月２３日を除く）
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６５歳以上で足腰の衰えを感じている人＝若干名（選考）
費　用　４，０００円
申し込み　電話で７月２日～４日に介護予防推進課（1０４２－７６９－９２４９）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）

北総合体育館９月１２日（水）

検
診
車

橋本小学校９月１６日（日）

当麻田小学校９月１７日（祝）

銀河アリーナ９月１９日（水）

南保健福祉センター９月２４日（月）

ウェルネスさがみはら９月２８日（金）

津久井保健センター９月２９日（土）

南保健福祉センター９月３０日（日）

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７月２日から健康企

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。

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

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

子どもの躓きにとどく支援
つまづ

～医師が語る発達障害の新たな展望～
日　時　７月２９日（日）午後２時～４時
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本５－４－２０）
対　象　①発達障害のある子どもの保護者  ②親子の支援に関わる人
定　員　５０人（申込順）　　費　用　１,５００円（同会の会員は１,０００円）
申し込み　電話（火～金曜日午前１０時～午後４時）か、Ｅメールに住所、

氏名、電話番号、対象（①か②）、質問（ある人のみ）を書いて、
７月２５日までに発達障害の会神奈川オアシス（1０９０－８５０６－０７１４
Ｅメール semi２０１２kosodate@yahoo.co.jp）へ

※同会のホームページからも申し込みできます。

「自宅で死ぬということ・
いろいろな病気での最期」について

日　時　７月２１日（土）午前１０時～正午
会　場　北里大学相模原キャンパス
講　師　小野沢滋さん（北里大学病院患者支援センター部副部長）
定　員　１５０人（申込順）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号を書いて、７月１７日（必着）

までに北里大学病院患者支援センター部公開講座担当（〒２５２－０３７５
南区北里１－１５－１　1０４２－７７８－９３９７）へ

公開講座

難病講演会 多系統萎縮症、脊髄小脳変性症
　治療と療養の最新情報などについてお話しします。
日　時　７月２８日（土）午後２時～４時　会　場　ウェルネスさがみはら
講　師　磯崎英治さん（東京都立神経病院副院長）
定　員　１００人（申込順）　※個別相談会あり（要予約）
申し込み　電話で７月２７日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）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。

夏休み自由研究

ベビーにタッチ～明日がキラめく体験タイム～
　生命の神秘や育児について学びます。
日　時　８月６日（月）午前９時３０分～正午
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住か在学の中学生・高校生＝３０人（申込順）
※１歳未満の赤ちゃんと一緒に、育児体験をお話しできる人も募集します。
申し込み　電話で７月２日から中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

子育て広場たんと　夏の離乳食セミナー
　離乳食中期～完了期について栄養士によるお話と、試食（保護者のみ）
を通して学びます。暑くなる季節の注意点などもお話しします。
日　時　７月２２日（日）午前１１時３０分～午後１時、午後２時～３時３０分
会　場　伊勢丹相模原店（南区相模大野）
定　員　各１５組（申込順）　　費　用　各３００円
申し込み　電話で７月２日からこども青少年課（1０４２－７６９－９８１１）へ

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

所要時間　４０分程度　※２００ml献血を行わない場合があります。

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

愛の献血
会　場時　間日にち

相模原警察署午前９時３０分～１１時３０分７月４日（水）

市役所前午前１０時～正午　　　　
午後１時３０分～３時３０分

７月５日（木）
７月１０日（火）

橋本駅ペデストリアンデッキ下７月１４日（土）
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