
　６月２９日、加山市長は南関東防衛局の山本
達夫局長より、在日米軍再編に係る「最終報
告」で示された相模総合補給廠の一部約３５㌶
の共同使用が、同日に日米合同委員会で合意
されたとの報告を受けました。 
　共同使用区域のうち約１０㌶はスポーツ・レ
クリエーション、約２５㌶はイベント・防災訓
練等に利用する見込みですが、詳細につきま
しては、今後、国、米軍、市の三者で協議を
進め、早期実現に向けて取り組んでまいりま
す。 

宇宙のまちの博物館 

まるかじり!!さがみはらの夏メニュー 

さがみはら夏の祭典２０１２ 

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

お問い合わせ 
渉外課　1０４２－７６９－８２０７

相模総合補給廠の共同使用が 
正式合意されました

約２５㌶

約１０㌶

共同使用
約３５㌶

返　還
約１５㌶

しょう 

返　還
鉄道・道路用地

約２㌶

相模原駅

「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 
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銀河連邦の取り組みについては２㌻をご覧ください。
お問い合わせ　渉外課　1０４２－７６９－８２０７

世界遺産白神山地を望む 
ノシロ共和国（秋田県能代市） 
　能代ロケット実験場では、ロケット固
定モーターの燃焼実験などを行ってお
り、「はやぶさ」を打ち上げたロケット
の地上燃焼試験もここで行われました。 

清流千曲川が流れる 
サク共和国（長野県佐久市） 

　臼田宇宙空間観測所には直径６４ｍの大
パラボラアンテナがあり、「はやぶさ」
との交信もここで行われました。 

日高山脈のふもと 
タイキ共和国 

（北海道大樹町） 
　大樹航空宇宙実験場では、
実験用航空機を使った飛行
実験や大気球による宇宙科
学実験が行われています。 

豊かな海産物に 
恵まれたまち
サンリク 

オオフナト共和国 
（岩手県大船渡市） 
　三陸大気球観測所（平
成１９年９月閉所）では、
観測器を載せた大気球
が、成層圏、宇宙圏へ
飛び立っていきました。 

はやぶさの故郷 

サガミハラ共和国（相模原市） 
　ＪＡＸＡ相模原キャンパスは、日本
の宇宙科学研究の中心的な施設です。 
　「はやぶさ」の開発、運用もここで
行われました。 

本土最南端大隅半島の 
温暖な気候のまち 

ウチノウラキモツキ 
共和国 

（鹿児島県肝付町） 
　内之浦宇宙空間観測所
では、科学観測ロケット
などの打ち上げや追跡な
どを行っており、「はや
ぶさ」もここから打ち上
げられました。

提供：ＪＡＸＡ 提供：ＪＡＸＡ 

提供：ＪＡＸＡ 提供：ＪＡＸＡ 

提供：ＪＡＸＡ 提供：ＪＡＸＡ 

提供：ＪＡＸＡ 提供：ＪＡＸＡ 

銀河連邦の仲間たち銀河連邦の仲間たち

　小惑星イトカワから表面の物質（サ

ンプル）を持ち帰った小惑星探査機

「はやぶさ」。帰還してから２年がたちましたが、夢と感動を与えてくれた偉業は今も私た

ちの心に深く刻まれています。その「はやぶさ」の開発、運用に携わってきたのが、銀河連

邦の各市町にある宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の研究施設です。銀河連邦では、ＪＡ

ＸＡの研究施設が縁で交流を始めた市町が、ＪＡＸＡとの連携のもとに「宇宙」をテーマと

してさまざまな交流事業を行ってきました。その銀河連邦も今年で２５周年を迎えます。本市

は銀河連邦の一員として「宇宙とつながる相模原」をめざし、銀河連邦の仲間やＪＡＸＡと

連携しながら、子どもたちに夢や希望を与える取り組みを進めていきます。

「はやぶさ－故郷、地球」
提供：池下章裕

銀河連邦友好交流25周年 銀河連邦友好交流25周年 

　普段は見られない施設の公開や、最新の研究内容を研究員が
わかりやすく紹介します。会場では銀河連邦物産展なども開催
します。
日　時　７月２７日（金）・２８日（土）午前１０時～午後４時３０分
※希望者は直接会場へ
※関連イベントとして、宇宙学校スペシャル（市立博物館。詳しくは６㌻をご覧ください。）
や水ロケット教室（共和小学校）なども行われます。

お問い合わせ　ＪＡＸＡ相模原キャンパス　1０４２－７５９－８００８

昨
年
の
特
別
公
開
の
様
子

ＪＡＸＡ相模原キャンパス特別公開 ＪＡＸＡ相模原キャンパス特別公開 提供：ＪＡＸＡ提供：ＪＡＸＡ
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市民桜まつりでの物産展

サンリクオオフナト共和
国から直送されたサンマ
を使い市内商店街で開催
されるサンマまつり

　銀河連邦は、昭和６２年１１月８日に、ＪＡＸＡの宇宙科学研究施設が縁で交流
を始めた５つの市町（現在は４市２町）が、ユーモアとパロディの精神で共和
国名を名乗り、連邦国家を組織したことが始まりです。
　銀河連邦では各共和国が手を取り合い、さまざまな交流事業などを通じて、
相互の理解と親善を深めることで宇宙平和の一翼を担うとともに、人々の笑顔
あふれるユートピアの創造をめざしています。また、東日本大震災での大船渡
市への支援活動を通して、各共和国の絆もさらに深まりました。

（仮称）市民の森検討委員会の委員を募集
　さがみはら森林ビジョンの基本施策「市民が森林と触れ合う機会の創
出」に記載されている「市民の森」の整備について検討します。
任　期　委嘱の日～平成２５年３月（９月に委嘱予定、会議は年３回程度）
対　象　市内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会等の委員・職員・

議員を除く）＝２人（選考）
申し込み　津久井経済観光課、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）にある応募申込書（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、Ｅメールで７月１７日～８月１０日（必
着）に津久井経済観光課（〒２５２－５１７２　緑区中野６３３　1０４２－
７８０－１４１６　6０４２－７８４－７４７４　Ｅメール tsukui-keizai@city.sa 
gamihara.kanagawa.jp）へ

市民研究員を募集
　市政に関するテーマについて、自主的に調査研究を進め、成果を市に提言し
ます。
テーマ　福祉、環境、都市計画、防災、教育などの特定の分野で関心を持って

いること
任　期　９月から１年程度
対　象　２０歳以上の人（本市の職員・議員を除く）＝２人程度（選考）
申し込み　企画政策課さがみはら都市みらい研究所、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）・図書館にある
応募用紙（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７月３１日（必着）までに同研究所へ

お問い合わせ　企画政策課さがみはら都市みらい研究所　1０４２－７６９－９２２４

　境川の横町橋～小山橋（上流）、小山橋（下流）～高木橋を清掃します。
日　時　７月２９日（日）午前８時～１１時（予定）
※集合場所や雨天時の実施など、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ
境川クリーンアップ作戦実行委員会事務局　1０４２－７１８－４０３０

　地域の各種団体による音楽やダンス等のステージ披露、プロのアーティスト
による演奏、模擬店、フリーマーケット、幼児絵画展示などを行います。
日　時　８月４日（土）午前１１時～午後９時
　　　　　　５日（日）午前１０時～午後８時
会　場　鹿沼公園

お問い合わせ　同実行委員会事務局の 茅 さん　1０９０－３００３－８７０４
かや

ささささささささささららららららららららにににににににににに深深深深深深深深深深ままままままままままるるるるるるるるるる交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流のののののののののの絆絆絆絆絆絆絆絆絆絆 銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀河河河河河河河河河河河連連連連連連連連連連連邦邦邦邦邦邦邦邦邦邦邦2222222222255555555555年年年年年年年年年年年間間間間間間間間間間間ののののののののののの取取取取取取取取取取取りりりりりりりりりりり組組組組組組組組組組組みみみみみみみみみみみとととととととととととこここここここここここれれれれれれれれれれれかかかかかかかかかかかららららららららららら

東日本大震災での取り組み

子ども留学交流
　銀河連邦の大きな財産でもある、輝く子どもた
ちを育むため、各共和国の特色を生かした体験型
交流を行っています。

スポーツ交流
　サッカーやスケート、マラソン大会などが実施
され、スポーツ精神を育み、一緒に汗を流すこと
で絆を深めています。

経済交流
　各共和国で開催されるイベントでの物産展など
を通して、各共和国の特産品をＰＲするなど、地
域経済の活性化につなげています。

　銀河連邦を構成する市町では、平
成８年から、災害が発生した場合の
応援、復旧にかかる相互応援協定を
締結しています。
　東日本大震災では、銀河連邦の一
員である大船渡市が甚大な被害を受
けたことから、銀河連邦を構成する
市町が発災直後から支援活動にあた
りました。
　本市でも、市民の皆さんや企業から寄せられた支援物資を届け
たほか、さまざまな職種の職員を派遣するなどの取り組みを現在
も継続して実施しています。義援金も「頑張れ大船渡　銀河連邦応
援金」として、大船渡市への応援金の募集を独自に行っています。
　今後もさまざまな側面から息の長い支援を続けていきます。

頑張れ大船渡　銀河連邦応援金
　多くの市民の皆さん、企業からご
協力いただき、ありがとうございま
す。６月末現在で１億６，９０６万９，９０９円
の募金が寄せられました。引き続き、
ご支援、ご協力をお願いします。
※振込者名（法人の場合は法人名）
を書いて、振り込んでください。
なお、振り込みには、別途、口座
振込手数料が必要な場合がありま
す。

横浜銀行相模原駅前支店金融機関
普通預金　６０２８６５７口座番号
オオフナト共和国応援金口 座 名

大船渡市で支援活動に
あたる本市の職員

「うちのうら銀河
マラソン」

サク共和国「銀河連邦
星の町スピードスケー
ト親善大会」

子ども留学交流（ウチノウラキモツキ共和国）

サク共和国で行われた
昨年の子ども留学交流
（写真右、上）

さささささささささささささらららららららららららららなななななななななななななるるるるるるるるるるるるる「「「「「「「「「「「「「交交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流流流流ののののののののののののの絆絆絆絆絆絆絆絆絆絆絆絆絆」」」」」」」」」」」」」をををををををををををををめめめめめめめめめめめめめざざざざざざざざざざざざざししししししししししししし
　すでに「はやぶさ」の後継プロジェクトで
ある「はやぶさ２」も、平成２６年の打ち上げ
をめざして開発が進められています。
　銀河連邦では、ＪＡＸＡと連携しながら、
さらなる交流の絆を深めるとともに、「はや
ぶさ２」のミッションが計画通りに行われる
よう応援していきます。

小
惑
星
探
査
機
「
は
や
ぶ
さ
2
」

提
供：

池
下
章
裕

お問い合わせ　渉外課　1０４２－７６９－８２０７

地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域ををををををををををつつつつつつつつつつななななななななななぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ地域をつなぐ

ささささささささささががががががががががみみみみみみみみみみははははははははははらららららららららら都都都都都都都都都都市市市市市市市市市市みみみみみみみみみみららららららららららいいいいいいいいいい研研研研研研研研研研究究究究究究究究究究所所所所所所所所所所さがみはら都市みらい研究所

川川川川川川川川川川ををををををををををききききききききききれれれれれれれれれれいいいいいいいいいいににににににににににししししししししししよよよよよよよよよようううううううううう！！！！！！！！！！川をきれいにしよう！
はやぶさグルメ
も出店予定

　銀河連邦では、「はやぶさ」が地球に帰還した６月１３日を“はやぶさの
日”と制定しました。当日は、ＪＡＸＡ相模原キャンパス展示室で日本記
念日協会加瀬清志代表（写真左）から加山市長に登録証が授与されました。
はやぶさプロジェクトを指揮したＪＡＸＡの川口淳一郎教授（写真中央）
も立ち会い、「この日が困難なことに向けて独創性を発揮できる記念日と
なれば」とあいさつしました。

★★６月１３日　「はやぶさの日」を制定★★

大野北銀河まつり 境川クリーンアップ作戦

同まつり開催のため、８月４日・
５日は児童交通公園（鹿沼公園
内）の一般利用はできません。

「はやぶさ２」も
応援してください！

ＪＡＸＡ開発員ＪＡＸＡ開発員
岩田直子さん岩田直子さん
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

ちょっとおしえてコール相模原
午前８時～午後９時　年中無休
※おかけ間違いにご注意ください。

※所得制限や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
※現在医療証を持っている人は、新たな申請は不要です。

お問い合わせ　地域医療課　1０４２－７６９－８２３１

　市では、市民の皆さんの思いをより市政に反映できるよう、寄附金の使い道を選
択することができる「暮らし潤いさがみはら寄附金制度」が新たに始まります。これ
は、市民の皆さんの「さがみはら」への思いを形にする新しい市民参加の制度です。
　寄附金のうち２，０００円を超える分は、個人住民税所得割額のおおむね１割を上限
に、住民税と所得税の控除対象です。同制度では、税金の一部の使い道を指定する
ことと同様の効果があります。皆さんの市政への参加をお待ちしております。
※同制度について詳しくは、市ホームページの 暮らし潤いさがみはら寄附金につ
　いて をご覧になるかお問い合わせください。
※寄附金の使い道など、詳しくは本紙８月１日号でお知らせします。

お問い合わせ　財務課　1０４２－７６９－８２１６

　市議会６月定例会が５月３０日～６月２９日に開かれました。
　この定例会では、平成２４年度相模原市一般会計補正予算（下
表のとおり）や相模原市寄附金積立基金条例など１１議案が審議
され、可決されました。
　主な議案内容や結果などは、８月１日発行の「さがみはら市
議会だより」をご覧ください。

　ごみの減量化・資源化について、市民の皆さんがより深く理解し、ごみ・資源に
関する問題点や課題等について意見を交換するため、懇談会を開催します。ぜひ、
最寄りの会場にお越しください。

特別障害者手当・障害児福祉手当
対　象　在宅で常時介護を必要とする重度障害児・者（所得制限あり）
手当月額　特別障害者手当２万６，２６０円　障害児福祉手当１万４，２８０円
特別児童扶養手当
対　象　在宅で公的年金を受給していない２０歳未満の障害児・者を養育している人

（所得制限あり）
手当月額　重度５万４００円　中度３万３，５７０円
申し込み　直接、お住まいの住所を所轄する窓口へ
※申請方法など詳しくは、お問い合わせください。
窓口・お問い合わせ

1０４２－７８３－８１３６城山保健福祉課1０４２－７７５－８８１０緑障害福祉相談課
1０４２－７８０－１４１２津久井保健福祉課1０４２－７６９－９２６６中央障害福祉相談課
1０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課1０４２－７０１－７７２２南障害福祉相談課
1０４２－６８７－５５１１藤野保健福祉課

　助成を受けるには、医療証が必要です。現在、医療証を持っていない人は申請し
てください（小児入院を除く）。

所得制限
（養育者を含む）対　象医療費助成

制度の種類

１歳以上は
あり

小学校３年生まで
※現在、所得制限により医療証がなく、次の年齢
で資格審査を希望する場合は、誕生日の１か月
前ごろに申請してください。

乳児・幼児等

あり

小学校４年生～中学校３年生
※医療証は交付しません。詳しくは、入院費など
の精算後にお問い合わせください。

小児入院

次のいずれかに該当する児童（原則として高校卒
業まで）とその養育者
○母子・父子家庭
○父か母に重度の障害がある
○両親がいない家庭など

ひとり親家庭等

なし

次のいずれかに該当する人
○身体障害者手帳が１級か２級
○精神障害者保健福祉手帳が１級か２級
○ＩＱ（知能指数）が３５以下
○身体障害者手帳が３級でＩＱが５０以下

重度障害者

　家庭から出るごみの３分の１は生ごみです。身近にあるもので作ることができる、
環境に優しいダンボールコンポストによる生ごみの堆肥化相談会を行います。
日　時　８月６日（月）午後２時～３時
会　場　環境情報センター　　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８

※参加希望者は直接会場へ
※９月以降も市内各地で実施します。９月以降の実施予定については決まり次第、
　本紙などでお知らせします。

お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８３３４

平成２４年度６月補正予算の概要　　　　※１万円未満切り捨て
一般会計　総額　２億３，８３０万円

２，４８３億１，７７０万円補正前
２億３，８３０万円補正

２，４８５億５，６００万円補正後

主な歳出
１，００７万円寄附金積立基金積立金

２２万円特定非営利活動法人指定経費
１億５，６００万円特別養護老人ホーム等建設費補助金

７，２００万円高齢者福祉施設運営費補助金

申し込み　必要書類を郵送で７月２３日～８月１０日（消印有効）
に各団体へ

※必要書類や勤務条件など、詳しくは各団体のホームページを
ご覧になるか、お問い合わせください。

試験日　９月１６日（日）　　試験会場　相模女子大学

お問い合わせ　市都市整備公社　　1０４２－７５１－６６２３
　　　　　　　市民文化財団　　　1０４２－７４９－２２０７
　　　　　　　市社会福祉協議会　1０４２－７３０－３８８８

特別障害者手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・障害児福祉手当・
特別児童扶養手当の申請特別児童扶養手当の申請

　仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組んでいる企業を表彰
します。
対　象　市内に本社か主な事業所があり、次のような取り組み

を行い成果をあげている企業など
　　　○短時間勤務制度　　　○フレックスタイム制　
　　　○所定外労働の免除　　○託児施設の設置
　　　○乳幼児健診、授業参観などのための子育て休暇制度　
　　　○始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ　など　　
申し込み　産業・雇用政策課にある応募用紙（市ホームページ

の　産業・ビジネス　→　事業者向け情報　→　表彰制度　か
らダウンロード可）を７月１７日～８月１４日（必着）に同
課（1０４２－７６９－８２３８）へ

寄附で市政に参加してみませんか寄附で市政に参加してみませんか
暮らし潤いさがみはら寄附金制度暮らし潤いさがみはら寄附金制度

仕事と家庭両立支援推進企業表彰仕事と家庭両立支援推進企業表彰

市議会６月定例会市議会６月定例会
～～１１１１議案を可決～議案を可決～

主な歳入
２億２，８００万円県支出金

７万円財産収入
１，０００万円寄附金

２２万円繰越金

ダンボールコンポスト相談会を開催ダンボールコンポスト相談会を開催

保険診療による医療費の自己負担額を助成保険診療による医療費の自己負担額を助成

会　場時　間日にち
東林公民館午前９時～１０時７月１９日（木）
田名公民館

午後７時３０分～９時
８月８日（水）

橋本公民館８月１７日（金）
星が丘公民館午後７時～８時３０分８月２２日（水）
新磯公民館午後７時３０分～９時８月２４日（金）

ごみ・資源に関する懇談会を開催ごみ・資源に関する懇談会を開催

市外郭団体職員を募集市外郭団体職員を募集
受験資格職務内容募集人員団体名

昭和４８年４月２日～平成３
年４月１日に生まれた人

経理や事業の
企画、施設管
理

各若干名

市都市整備
公社
市民文化財団

昭和５７年４月２日～平成３
年４月１日に生まれ、社会
福祉主事任用資格があるか
平成２５年３月までに取得見
込みの人

一般事務、
社会福祉業務

市社会福祉
協議会

　市では、休日や夜間にも市民の皆さ
んからの市政に関するお問い合わせに
対応する「相模原市コールセンター」
を開設しています。
　年間約１０万件にも及ぶお問い合わせのうち、「ごみと資源」に
関するお問い合わせが約３割と多く寄せられていることから、
さらなる市民サービスの向上を図るため、新たに「相模原市家
庭ごみ分別サイト」を開設しました。同サイトでは、ごみの出
し方や収集日程などが検索できますので、「これは何ごみ？」、
「このごみはいつ出せばいいの？」などの確認や、新着情報、
先週のお問い合わせランキングなども更新しています。市ホー
ムページにある 相模原市家庭ごみ分別サイト からご覧になれ
ますので、ぜひ、ご活用ください。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

「「相模原市家庭ごみ分別サイト」が相模原市家庭ごみ分別サイト」が
オープンオープン

候候補補企企業業
募募集集
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もうすぐ 待ちに待った夏休み！！もうすぐ　待ちに待った夏休み！！

世界のカブトムシ・クワガタ展’12
　日本はもちろん、世界のカブトムシ・クワガタ約３０種類が、生息地域
を再現した森に大集合します。生きたカブトムシに触れ、間近で観察す
ることができるカブトムシハウスも登場します。
期　間　８月３１日（金）まで　　　
※期間中は無休
時　間　午前９時３０分～午後５時
会　場　相模川ふれあい科学館
料　金　３００円（小・中学生１００円、

６５歳以上の人１５０円）
お問い合わせ

 相模川ふれあい科学館
1０４２－７６２－２１１０

※同館はリニューアルのため９月１日から平成２６年３月中旬まで一時休館します。

自然に触れよう

相模川の帆かけ舟展示と　　
　　相模の大凧まつり写真展

　明治から昭和初期にかけて相模川を往来していた「帆かけ舟」と相模
の 大  凧 まつり写真コンテストの応募作品を展示します。

おお だこ

○展　示
期　間　８月１８日（土）まで
時　間　午前９時～午後６時
会　場　相模の大凧センター

お問い合わせ
相模の大凧センター　1０４６－２５５－１３１１

○１日限定！帆かけ舟の伴走船に乗船ができます
日　時　８月５日（日）午前１１時～午後２時　※天候により中止の場合あり
会　場　磯部民俗資料館（南区磯部２９５）　 ※希望者は直接会場へ

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

文化・芸術に親しもう

牛乳パックで「はがき」を作ろう

夏休み親子リサイクル体験教室
　牛乳パックを使ったはがき作りを体験します。ごみ収集車の乗車体験
もできます。
日　時　８月２日（木）午後１時～４時
会　場　橋本台リサイクルスクエア
対　象　小学生とその保護者＝１５組（申込順）
申し込み　電話で７月１７日から資源循環推進課（1０４２－７６９－８３３４）へ

相模原ごみ相模原ごみ

ＤＥ７１ Ｄ Ｅ  ７１ 大作戦大作戦
で ない

こどもエコクラブ　セミと地球の関係を調べよう

「セミのぬけがら調査隊員」募集
　相模原にはどんなセミがいるのか、セミはどんな生活をしているのか、
セミの抜け殻を調査しながら、楽しく学びます。
日　時　８月２１日（火）午前９時３０分～午後３時　※雨天時は２４日（金）
会　場　相模原北公園
対　象　小学校４年生以上の人＝２０人（申込順）
申し込み　電話で環境情報センター（1０４２－７６９－９２４８）へ

しっかり学ぼう

シルバー人材センターの おさらい教室〈３日間〉

　教員経験のある同センター会員が、豊かな経験と能力を生かし、国語
と算数の１学期の授業のおさらいや夏休みの宿題をサポートします。

会　場　①シルバー人材センター緑事務所②同センター中央・南事務所
費　用　各３，０００円
申し込み　電話で７月３１日までに希望する会場へ

申し込み・お問い合わせ
1０４２－７８３－１３１３緑 事 務 所

シルバー人材センター 1０４２－７５４－１１７７中央事務所
1０４２－７４５－２１５８南 事 務 所

定　員 
（申込順）対　象時　間期　間

１０人
小学校４～
６年生

午前９時３０分
～１１時３０分

８月１日（水）～３日（金）①

各１２人
８月７日（火）～９日（木）② ８月２１日（火）～２３日（木）

古民家園の和太鼓コンサート
　江戸中期に建造されたといわれる 庫  裡 で、和太鼓の演奏を披露します。

く り

観客の皆さんも参加できる体験タイムもあります。
日　時　７月２２日（日）午前１０時～１１時３０分
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

ヘラクレスオオカブト（左）
マンディブラリスフタマタクワガタ（右）

学生企画展関連ワークショップ　アソビノワ
　カラーボールを半球や輪状に切ってつなげ、帽子やかばんなどの形を
作ります。
日　時　８月１２日（日）午後２時～４時　　会　場　アートラボはしもと
対　象　小学生＝１５人（申込順）　※３年生以下は保護者同伴
申し込み　電話で８月５日までに、同所（1０４２－７０３－４６５４）へ

八瀬川を探検しよう　川歩きと魚観察
　旧石器ハテナ館の近くの八瀬川で川歩
きや魚の観察を行います。地元の人たち
が、とうもろこしを用意して皆さんの参
加をお待ちしています。
日　時　７月２９日（日）午前１０時～正午
会　場　旧石器ハテナ館周辺
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

参加者募集　相模湖自然体験教室
　相模湖周辺の豊かな自然の中で、石老山ハイキング、まき拾いと火お
こし、地元食材を使ったダッチオーブンクッキングなどを体験します。
日　時　８月２５日（土）午前９時～午後４時３０分
会　場　相模湖休養村キャンプ場（緑区寸沢嵐３５７４）ほか
定　員　３０人（抽選）　　参加費　１，０００円
申し込み　はがきかファクスに、全員の住所・氏名・年齢・電話番号、

「相模湖自然体験教室」と書いて、７月２５日（必着）までに相模
湖経済観光課（〒２５２－５１６２　緑区与瀬８９６　1０４２－６８４－３２４０
　6０４２－６８４－３６１８）へ

　　　　　　花の競演  　　町田ダリア園
　色とりどりに咲く約５００種、４，０００株のダリアの
花をお楽しみください。
期　間　１１月３日（祝）まで
開園時間　午前９時３０分～午後４時３０分 

（入園は午後４時まで）
入園料　３５０円（中学生以下は無料）
交　通　町田バスセンター５番乗り場から山崎団

地行きバスで「北一号」下車、徒歩１０分

周辺には、町田リス園、薬師池公園等があり、
自然の中で散策を楽しむことができます。

お問い合わせ　町田ダリア園　1０４２－７２２－０５３８

町田市 

薬師池
公園
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作文・標語・ポスターを募集

応募先・お問い合わせ応募期限対　象テーマ・規格内　容

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

mihara.kanagawa.jp
９月６日

市内在住か在学の
小・中学生

「交通」か「防犯」
標語＝Ａ６用紙、ポスター＝四つ切り画用紙　※１人各１点まで

安全・安心
まちづくり
標語・ポスター

①

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

hara.kanagawa.jp

９月７日

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

美化標語・
ポスター②

こども青少年課　1０４２－７６９－８２８９
Ｅメール　seisyonen@city.sagamiha 

ra.kanagawa.jp

「親子や家族のふれあい」「地域・社会とのかかわり」「学校・友人」
「ボランティアや野外体験など」
絵画＝四つ切り画用紙（テーマ等の文字は書かないこと）　※１人１点
標語＝はがき（同規格の用紙可）　※１人２点まで

青少年健全育成
啓発絵画・標語③

障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５

小学生以上の人

出会い、ふれあい、心の輪
－障害のある人とない人との心のふれあい体験を広げよう－
４００字詰め原稿用紙（Ｂ４判縦書き）小・中学生＝２～４枚、高校生・
一般＝４～６枚　※最優秀作品は内閣府に推薦します。

心の輪を広げる
体験作文

④

小・中学生

障害の有無にかかわらず誰もが安心して生活できる社会の実現
Ｂ３判か四つ切り画用紙の縦位置（縦長）
小学生＝文字の使用は不可
中学生＝「１２月３日～９日は障害者週間」の標語は使用不可
※最優秀作品は内閣府に推薦します。

障害者週間の
ポスター

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

1０４２－７６９－８２９０

市内在住か在学の
小学生～高校生

明るい選挙を推進するために役立つポスター
四つ切りか八つ切り画用紙

明るい選挙
啓発ポスター⑤

生涯学習課津久井教育班
1０４２－７８０－１４１０９月１０日市内在住か在学の

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

がく どう

を読んだ感想
４００字詰め原稿用紙３～４枚

「尾崎行雄」
読書感想文⑥

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夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュ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
さがみはらには、夏を楽しむイベントがいっぱいですさがみはらには、夏を楽しむイベントがいっぱいです

心で感じたことを表現しよう！

ペットと楽しく! !　写真コンテスト2012
　１０月６日（土）に開催する「さがみはら動物愛護キャンペーン」の会
場で展示し、人気投票します。
テーマ　家庭で飼っている動物（犬の場合は登録と今年度の狂犬病予防

注射をしていること）
サイズ　１４０ｍｍ×１４０ｍｍに収まるサイズ
対　象　市内在住の人
応募点数　１家族１点まで
応募方法　生活衛生課や各公民館などにある応募票（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）に写真を貼付し、９月
２１日（必着）までに同課（1０４２－７６９－８３４７）へ

小倉橋ライトアップ＆フォトコンテスト
　かながわの景勝５０選、かながわの橋１００選、相模川八景に選ばれてい
る小倉橋のライトアップに合わせ、フォトコンテストを実施します。

ライトアップ
期　間　７月２３日（月）～８月３１日（金）
時　間　午後８時～１０時

フォトコンテスト
テーマ　「城山から未来へ・・・」
サイズ　Ｌサイズ以上（推奨４つ切り）
応募点数　１人２点まで
応募票の配布場所　城山商工会
※同商工会ホームページ（http://www.siroyama.or.jp/）からダウン
ロード可

応募方法　写真１点ごとに、住所、氏名、年齢、電話番号、職業か学校
名・学年、題名、撮影年月日、返却希望の有無を書いた応募票（自
作可）を裏面に貼って、直接か郵送で７月２３日～９月２１日（消印
有効）に小倉橋フォトコンテスト募集係（同商工会内　〒２５２－
０１０５　緑区久保沢２－５－１）へ

結果発表　１０月２１日（日）開催予定の城山もみじまつりで表彰式を行い
ます。入選者には直接通知します。

入賞・入選作品の展示　各区役所ロビー、城山公民館、城山もみじホー
ルで展示します。展示期間など詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ　城山商工会　1０４２－７８２－３３３８

カメラを持って出かけよう！

フォトシティさがみはら　親子写真教室
　写真家の大西みつぐさんから、デジタルカメラを使った写真撮影を教
えてもらいます。優秀作品には、賞品をプレゼントします。
日にち　８月２５日（土）
時　間　午前１０時～午後３時
会　場　相模原麻溝公園ほか
対　象　小・中学生とその保護者＝５０人（申込順）
※参加者全員にデジタルカメラを貸し出します。
申し込み　電話で７月１７日～８月１０日にフォトシティさがみはら実行委

員会事務局（文化振興課内　1０４２－７６９－８２０２）へ

申し込み　①～③、⑥直接か郵送、Ｅメール（標語のみ）で、
作品に住所、氏名（ふりがな）、年齢、学校名、学年、
組、電話番号を書いて、各応募期限（必着）までに各
応募先へ
　④障害福祉課にある応募用紙（市ホームページの 作
品・スタッフ募集　からダウンロード可）と作品を９月
７日（必着）までに同課へ
　⑤作品に市区名、氏名（ふりがな）、学校名、学年
を書いて、９月７日（必着）までに直接、応募先へ

応募先住所など
①～④ 〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５
⑤緑　区＝緑区選挙管理委員会事務局

（〒２５２－５１７７　緑区橋本６－２－１ シティ・プラザはしもと内）
中央区＝中央区選挙管理委員会事務局

（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）
南　区＝南区選挙管理委員会事務局

（〒２５２－０３７７　南区相模大野５－３１－１）
⑥〒２５２－５１７２　緑区中野６３３
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プラネタリウム
　ドームスクリーンは県内最大級の直径２３ｍ。本物の星空に近いイメージを再現できる光学式
のプラネタリウムは７．４等級までの２万５，０００個の星を投影します。クイズなどを取り入れた解
説員による生解説など、観覧者参加型の投影を行っています。
　プラネタリウムのキャラクター、相模原生まれのタヌキ「さがぽん」と一緒に宇宙の仕事に
ついて学べる「こどもプラネタリウム」や全天周映画なども楽しむことができます。

　本市にはＪＡＸＡ相模原キャンパスがあり、「銀河連邦」事業

など、宇宙に関するさまざまな取り組みを行っています。そんな

「宇宙のまち」の市立博物館は、ＪＡＸＡと連携してさまざまな

講演・講座やイベントなどを開催しています。

　「宇宙のまち」の博物館で宇宙に思いをめぐらせ、学んでみま

せんか。

プラネタリウム・全天周映画　夏休み期間特別上映
期　間　７月２１日（土）～９月２日（日）

内　容時　間
こどもプラネタリウム　おしえて！さがぽん 宇宙のおしごと午前１１時　　

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

プラネタリウム　あかり～赤外線天文衛星が見た宇宙午後２時４０分

プラネタリウム　星空模様　※７月２７日（金）・２８日（土）は特別番組午後３時５０分

観覧料　５００円（４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円）

天文展示室
　「宇宙とつながる」をテーマに昨年４月にリニュ
ーアルオープンしました。ＪＡＸＡと連携し、小惑
星探査機「はやぶさ」に搭載されたサンプラーホー
ン（試料回収装置）の試作機やマイクロ波イオンエ
ンジン開発初号機の「ＹＯＳＨＩＮＯ－１」など、
実物の資料や本物の 隕  石 を展示しています。また、

いん せき

１６台のマルチモニ
ターで迫力の宇宙
映像を楽しむこと
ができるコスミッ
クシアターなども
あります。

　「日本の宇宙開発・ロケットの父」といわれ、「はやぶさ」がサンプル
を持ち帰った小惑星「イトカワ」の由来にもなった“糸川英夫”とＸ線天
文学の草分けとして活躍した“小田稔”。
　日本初のロケット「ペンシルロケット」の実物や５０周年記念再現実験装
置など、日本の宇宙科学を推し進めた２人の偉人のゆかりの品々やエピソ
ードなどの紹介、そこから発展した日本の宇宙科学の現状と今後の可能性
を紹介します。
期　間　９月２日（日）まで

※希望者は直接会場へ

夏のイベントＪＪＡＡＸＸＡＡ連連携携 もちろん「宇宙」だけじゃない！

博物館で楽しく学ぼう
夏休み子ども学習相談
　夏休みの自由課題・研究などについて、学芸
員や学習指導員がアドバイスします。
日にち　７月２１日（土）～９月２日（日）
対　象　小・中学生
※希望者は直接会場へ

あなたも学芸員
こどものための博物館実習〈全２回〉
　博物館の裏側部分の見学と、学芸員の業務の
体験ができます。
日にち　８月２１日（火）・２２日（水）
時　間　午前９時３０分～午後３時
対　象　市内在住か在学の小学校５年生～中学生
定　員　１５人（抽選）

小・中学生のための生物学教室
　実際の動物や植物を使って観察などをします。
日　時　８月２９日（水）午前１０時～午後３時
対　象　小学校４年生～中学生
定　員　２０人（抽選）

　ＪＡＸＡ宇宙科学研究所の佐藤毅彦教授
などが金星探査機のミッションを振り返り、
トークライブを行います。参加者には参加
証のプレゼントもあります。
日　時　８月５日（日）午後１時～４時
定　員　２００人（先着順）
※希望者は直接会場へ

　かさ袋でロケットを作って、ロケットの
仕組みを学びます。
日　時　７月２２日（日）午前１０時３０分、 

午後１時・３時（各回９０分）
対　象　小・中学生
定　員　各回３０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙ののののののののののままままままままままちちちちちちちちちちのののののののののの
博博博博博博博博博博物物物物物物物物物物館館館館館館館館館館

申し込み　往復はがき（１枚２人まで）に
全員の氏名（代表者に○）、代表者
の住所・電話番号、催し名を書いて、
７月３１日（必着）までに同館へ

市立博物館前 市立博物館前 

ＪＡＸＡ 

共和４丁目 

宇宙科学 
研究本部 

淵野辺公園 

至八王子 至横浜 
国道１６号 

淵野辺駅 
JR横浜線 至町田 

至橋本 

歩道橋 

共和小 渕野辺 

博物館 

淵
野
辺
駅
南
口
か
ら
バ

ス
、
青
葉
循
環
「
市
立

博
物
館
前
」
下
車
す
ぐ

交　通

さがぽん
○C 東急コミュニティー

イオンエンジンイオンエンジン

市立博物館　1０４２－７５０－８０３０
〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５
開館時間　午前９時３０分～午後５時
７月、８月の休館日　月曜日（７月１６日、 

８月１３日を除く）、７月１７日（火）

　ＪＡＸＡの研究員
が講師となり、それ
ぞれの研究内容をわ
かりやすく解説し、
子どもたちの質問に
答えます。
日にち　７月２７日（金）・２８日（土）
時　間　午前１０時３０分、午後１時３０分、 

午後２時５０分（各回５０分）
対　象　小学生以上の人＝２００人（先着順）

日にち　７月２７日（金）・２８日（土）
時　間　午後３時５０分
講　師　海老沢　研さん（ＪＡＸＡ宇宙科

学研究所教授）
定　員　２１０人（先着順）
※当日１０時から整理券を配布
※観覧無料

昨
年
の
様
子

糸
川
英
夫
博
士

相模原市立博物館 検 索  
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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。

京王相模原
線 

歩行者天国　 午後1時～10時 
※8月2日（木）は前日準備のため午後3時～ 
　8時に交通規制があります。 
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協同病院 

相
原
駅
へ 

国
道
国
道
16
号 

国
道
国
道
16
号 

国
道
16
号 

橋本駅 

神
明
神
社

神
明
神
社 

神
明
大
神
宮 

JR横浜線 JR横浜線 

＝駐車場（有料） 

＝駐輪場 

＝バイク 

＝車両進入禁止 
午後6時30分 
～9時（予定） 

※バスは午後４時か 
　ら上田名バス停で 
　折り返し運転とな 
　ります。 

P
 

田名八幡宮 

相模川 
ふれあい科学館 
田名八幡宮 

相模川 
ふれあい科学館 

大島へ 田名 
小学校 
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会場 水郷田名相模川
高田橋上流

P

P
 

P

P
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★ 

　  通行止　　  交通規制午後5時～10時 
　  ＝駐車場 
★印箇所は各駐車場が満車になり次第、進入禁止になります。 

相模湖駅前 相模湖駅前 藤野 

中学校中学校  中学校 

小原小原  
ふれふれああいい  
広場広場  

小原 
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広場 

相模湖大橋相模湖大橋  相模湖大橋 

相
模
湖

相
模
湖 

交
流
交
流
セ
ン
タ
ー 

相
模
湖 

交
流
セ
ン
タ
ー 

臨時バス発着所 
公園駐車場 
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相模湖駅 
国道国道
2020
号号  

国道
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小学校小学校  小学校 

※駐車場は有料です。詳しくはお問
い合わせください。

7月28日○土 午後6時～9時
7月29日○日 午後2時30分

～9時30分
※御輿は29日午後5時ごろか

み こし

ら出ます。

上上上上上上上上上上溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭りりりりりりりりりり上溝夏祭り
がんばろう日本

歩行者天国 7月28日（土）午後6時～9時 
29日（日）午後2時30分～9時30分 

南橋本駅へ 

JR相模線 

上溝中学校 

橋本五差路へ 

作
ノ
口 

交
差
点 

上溝小学校 

番田駅へ 

ちとせ橋 
交差点 
ちとせ橋 
交差点 

上溝 
交差点 

上溝駅 

　地域の団体・住民などが趣向を
凝らした竹飾りで通りが包まれま
す。音楽やダンスなどの多彩なス
テージイベントも開催します。

会場

橋本七夕通り ほか

8月3日○金 ～5日○日
午後2時～9時

（5日は午後8時30分まで）
※雨天時、屋外イベントは中止

橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋本本本本本本本本本本七七七七七七七七七七夕夕夕夕夕夕夕夕夕夕ままままままままままつつつつつつつつつつりりりりりりりりりり橋本七夕まつり
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お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

Ｗ杯優勝
なでしこ

ジャパン

Ｗ杯優勝
なでしこ

ジャパン

ディフェ
ンスの要

ディフェ
ンスの要

岩清水　梓 選手
（南区若松在住 大野南中学校卒業）

サッカー女子
〈初戦 予選グループＦ 対カナダ
日本時間７月２６日（木）〉

吉川美香 選手
（南区西大沼出身 麻溝台中学校卒業）

陸上 女子１００００ｍ
〈日本時間８月４日（土）〉○C TOKYO VERDY

日本選手
権初優勝

日本選手
権初優勝

好調の波
に乗って

好調の波
に乗って

ロンドン
へ！

ロンドン
へ！

がんばれニッポン！ががんんばばれれニニッッポポンン！！

ひひかかりり祭祭りり

会会場場

牧牧郷郷ララボボ

88月月33日日○○金金～～55日日○○日日

照照明明ややキキャャンンドドルルのの灯灯りりのの中中
でで、、映映像像ややパパフフォォーーママンンススがが繰繰
りり広広げげらられれるるアアーートトフフェェスステティィ
ババルル。。昨昨年年にに引引きき続続きき、、110000%%
自自家家発発電電ででのの開開催催ををめめざざししまますす。。

入入場場料料３３，，００００００円円（（３３日日間間通通しし料料金金））
※※入入場場料料ややププロロググララムムななどど、、詳詳ししくくははおお問問いい合合わわせせ
くくだだささいい。。
※※有有料料駐駐車車場場（（１１日日１１，，００００００円円））・・駐駐車車場場かかららのの無無料料シシ
ャャトトルルババスス・・藤藤野野駅駅かかららのの臨臨時時ババススあありり

33日日 午午後後66時時～～99時時〈〈前前夜夜祭祭〉〉
44日日 正正午午～～午午後後99時時
55日日 午午前前1100時時～～午午後後99時時

（（旧旧牧牧郷郷小小学学校校
緑緑区区牧牧野野77002299））

小小倉倉灯灯ろろうう流流しし

会会場場 小小倉倉橋橋下下

88月月1166日日○○木木
午午後後６６時時～～８８時時
そそれれぞぞれれのの願願いいをを込込めめたた約約550000基基のの灯灯
ろろううがが、、ラライイトトアアッッププさされれたた小小倉倉橋橋ののたた
ももととかからら相相模模川川にに流流さされれまますす。。

※※灯灯ろろううはは城城山山観観光光協協会会ななどどでで販販売売ししてていいまますす。。
（（前前売売りり１１，，２２００００円円、、当当日日１１，，５５００００円円））

※※ラライイトトアアッッププ等等ににつついいててはは５５㌻㌻ををごご覧覧くくだだささいい。。

８月25日○土 午後７時～８時15分

相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模原原原原原原原原原原納納納納納納納納納納涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼花花花花花花花花花花火火火火火火火火火火大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会相模原納涼花火大会

　相模原の夏の夜空を彩る風物
詩。自然豊かな水郷田名で、約
8，000 発の豪華な演出の花火
を打ち上げます。

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

※大会当日、エフエムさがみ（８３．９Ｍ
Ｈｚ）で交通情報・実況中継を放送
します。

※花火大会臨時駐車場は有料です。
（駐車場利用協力金１台１，０００円）

※荒天・相模川増水時は26日○日
に順延。26日も開催できない
場合は中止

8月4日○土 午後6時～9時
8月5日○日 午後5時20分～9時
※荒天時は中止。順延はなし

東東東東東東東東東東林林林林林林林林林林間間間間間間間間間間東林間
ササササササササササママママママママママーーーーーーーーーーわわわわわわわわわわサマーわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!!!!!!!!ニニニニニニニニニニぁ!ニババババババババババルルルルルルルルルルバル

　地元や本場徳島などからのグループ
も参加する盛大な阿波踊り。祭りの最
高潮に行われる「にわか連」では来場
者も飛び入りで踊ることができます。

会場 東林間駅前大通り
（シャンテ大通り）ほか

ささささささささささががががががががががみみみみみみみみみみ湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖上上上上上上上上上上祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭花花花花花花花花花花火火火火火火火火火火大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会さがみ湖湖上祭花火大会
　約5,000発の花火の美しさは
もちろん、山々に囲まれた相模
湖にとどろく迫力のある音も魅
力の一つ。幅約１ｋｍに広がる
ラストのナイアガラは幻想的な
光景です。

8月1日○水
打ち上げ 午後７時30分～９時
※荒天時は２日○木に順延

会場 県立相模湖公園

７７７７７７７７７７７月月月月月月月月月月月２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（土土土土土土土土土土土）））））））））））開開開開開開開開開開開会会会会会会会会会会会式式式式式式式式式式式
（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本時時時時時時時時時時時間間間間間間間間間間間）））））））））））

　地域伝承の祭り 囃  子 にのせて、古
ばや し

くから保存継承されてきた御輿や
山車が上溝のまちを練り歩きます。

会場

上溝商店街通り ほか

童館児童館 

歩行者天国 
・車両通行 
止め（予定） 

午後５時 
　～９時３０分 

東林間 
神社 
東林間 
神社 

郵
便
局

郵
便
局 

郵
便
局 

振
興
組
合 

事
務
所 

相模大野へ 

くぬぎ台小学校 くぬぎ台小学校 

本部会場 

東林間駅 

駅前 
公園 
駅前 
公園 

農協 農協 

　世界中が熱くなるオリンピック。この舞台に、市の出身者
や市内で技を磨いた選手たちが出場します。世界に挑戦する
彼女たちの勇姿に温かい声援をお願いします。

市にゆかりのある選手も出場します
深瀬菜月 選手（光明学園相模原高校在学中）新体操団体
海渕　萌 選手（市内カヌークラブ出身）
　カヌースラローム 女子カヤックシングル
中村美里 選手（相原中学校卒業）柔道 女子５２kg級　
川澄奈穂美 選手（弥栄西高校〈現弥栄高校〉卒業）サッカー女子
片山梨絵 選手（前 相模原市在住）
　自転車 女子マウンテンバイク クロスカントリー
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みんなの スポ・レク情報 
～スポーツ・レクリエーションを楽しもう～

ラジオ体操〈小雨決行〉
日　時　７月２３日（月）～２７日（金）午前６時３０分～６時４０分
会　場　相模原北公園スポーツ広場
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　北総合体育館　1０４２－７６３－７７１１

さがみはらグリーンプールの
講座・教室

会　場時　間日にち
総合体育館午後７時～８時３０分８月３日（金）

北総合体育館午前１０時～１１時４５分　　４日（土）

市長杯・議長杯バレーボール大会
日　時　９月９日（日）午前９時１５分
会　場　総合体育館　　参加料　５，０００円
※市バレーボール協会登録チームは３，０００円
申し込み　市体育協会にある申込用紙と参加料

を８月１０日までに市バレーボール協会へ
市民登山教室（中級）「北岳」
日にち　９月１５日（土）～１７日（祝）〈２泊３日〉
集　合　午前６時に相模原駅北口
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人
※１日７時間以上の登山ができる人
定　員　３０人（抽選）　　費　用　３万９，８００円
申し込み　往復はがきかＥメールに、全員の住

所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・電
話番号、「登山教室」と書いて、８月３
日（必着）までに、往復はがきは市体育
協会へ、Ｅメールは市山岳協会の田村さ
ん（kazuhisa - tamura@jcom.home. 
ne.jp）へ

スポーツチャンバラ夏休み体験教室

対　象　４歳以上の人
※希望者は運動のできる服装（室内履き持参）
で直接会場へ

３世代交流ニュースポーツ講習会
日　時　８月８日（水）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　市体育館（市役所前）
費　用　５００円
※希望者は室内履きを持って直接会場へ
居合道・杖道体験講習会
日　時　８月１２日（日）午前９時～正午
会　場　市体育館（市役所前）
対　象　高校生以上の人 
※希望者は運動のできる服装で直接会場へ
ねんりんピック２０１３　剣道選考会
日　時　７月２９日（日）午前９時～１１時３０分
会　場　総合体育館
対　象　市内在住の昭和２９年４月１日以前に生

まれた人
申し込み　はがきかファクスに住所、氏名（ふ

りがな）、生年月日、電話番号、段位、
ねんりんピックの出場経験、「剣道選考
会」と書いて、７月２６日（必着）までに
市体育協会へ

ソフトバレー友好団体設立記念大会
日　時　９月１６日（日）午前９時１５分　
会　場　北総合体育館　　
種　目　フリー、レディース、シルバー
参加料　３，５００円（協会登録団体は２，０００円）
申し込み　市体育協会にある申込用紙と参加料

を８月１５日までに市バレーボール協会へ

中級ダンススポーツ講習会
日　時　７月２９日（日）午前９時１５分～正午
会　場　市体育館（市役所前）
費　用　８００円（ダンス連盟会員５００円）
※希望者はダンススポーツができる服装で直接
会場へ
市公認記録会（陸上競技）
日　時　８月２６日（日）午後０時３０分～６時
会　場　相模原麻溝公園競技場
種　目　フィールド、リレー
対　象　中学生以上の人
費　用　８００円（中学生４００円、高校生５００円）
※日本陸上競技連盟の未登録者は別途４，０００円
※申込方法など詳しくは、市体育協会にある募
集要項か、同協会ホームページをご覧ください。
初級テニス教室＜全５回＞
日にち　９月７日～１０月５日の毎週金曜日
時　間　午前１０時３０分～午後０時２０分
会　場　淵野辺公園
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の人
定　員　５０人（抽選）
費　用　５，５００円
申し込み　市テニス協会ホームページからか、

往復はがき（１人１枚）に住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号、テニ
ス歴、「初級テニス教室」と書いて、８
月１８日（必着）までに市体育協会へ

市体育協会からのお知らせ 市体育協会　〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　けやき会館内
1０４２－７５１－５５５２　6０４２－７５１－５５４５　HP http://www.jade.dti.ne.jp/�  taikyo/

夏休みスタンプラリー
　対象施設のうち３か所のプールを利用して、スタン
プを集めた先着５００人に記念品をプレゼントします。
期　間　７月２１日（土）～８月３１日（金）
対　象　中学生以下の人

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

対象施設

市立小学校のプール開放
　緑区（橋本・大沢地区）、中央区、南区の
市立小学校のプールを開放します。
※麻溝・大島・夢の丘・富士見・小山小学校
を除く

期　間　前期＝８月３日（金）～７日（火） 
後期＝８月２３日（木）～２７日（月）

時　間　午前９時３０分～１１時４５分、午後１時４５分～４時
※開放期間・時間は各校により異なります。詳しくはお問い合わせ
ください。

対　象　市内在住の小・中学生とその保護者
※希望者は直接各校へ
※城山・津久井・相模湖・藤野地区の市立小・中学校プール開放に
ついては、生涯学習課の各教育班へお問い合わせください。

お問い合わせ
スポーツ課　1０４２－７６９－８２８８

申し込み　①～⑥直接か電話で、⑦直接か、往復はがき（１枚１コース）に住所、氏名（ふり
がな）、学年、性別、電話番号、希望コース、「夏休み短期体操」と書いて７月２２日（必
着）までに、同プール（〒２５２－０２４２　中央区横山５－１１－１　1０４２－７５８－３１５１）へ

費　用定　員対　象時　間日にちコース講座・教室名
２００円２０人（申込順）６０歳以上の人午前１１時～正午７月３０日（月）健康エクササイズ①

各４００円各１５人（申込順）
１５歳以上の人

（中学生を除く）午後２時～３時８月１日（水）・２日（木）お 腹 引き締め〈全２回〉
なか

②

１８歳以上の人午前１１時～正午８月２日（木）・３日（金）歩き方〈全２回〉③

２，５００円３０組（申込順）６歳～小学生と
その保護者午前１１時３０分～午後０時３０分８月４日～２５日の毎週土曜日親子で水泳〈全４回〉④

４，０００円２０人（申込順）クロールで２５ｍ以上
泳げる小・中学生午後１時３０分～２時３０分８月４日～１０月６日の毎週土曜日

（９月８日・２２日を除く）
初心者シンクロナイズドスイミング

〈全８回〉⑤

各４００円各１０人（申込順）１５歳以上の人
（中学生を除く）

午前１１時～正午
８月６日（月）・７日（火）はじめてのバランスボール〈全２回〉⑥

午後２時～３時

各１，２００円各１５人（抽選）

小学校１・２年生午後１時３０分～２時３０分
８月８日（水）～１０日（金）

Ａ

夏休み短期体操〈全３回〉⑦
小学校３・４年生午後３時～４時Ｂ
小学校１・２年生午前１０時～１１時

８月２２日（水）～２４日（金）
Ｃ

小学校３・４年生午前１１時３０分～午後０時３０分Ｄ
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布えほん展
　手作りの布えほんや布おもちゃ、エプロンシアターなどの展示、布えほ
んなどによるおはなし会を行います。

片山右京チャレンジスクール夏の冒険キャンプ
　本市の名誉観光親善大使の片山右京さんと一緒
に、大自然を満喫する冒険に出掛けよう。
活動内容（予定）　冒険ウオークラリー、魚釣り、

バーベキュー、肝試し、昆虫採集
日にち　①７月３０日（月）～８月１日（水）
　　　　②８月１４日（火）～１６日（木）〈２泊３日〉
集　合　午後１時に藤野駅　　解　散　正午に同駅

会　場　緑区藤野地区
対　象　小学生＝各３０人（抽選）　※保護者の同伴参加不可
費　用　各１万６，０００円（保険料、宿泊費、食費等を含む）
※活動内容や費用など、詳しくは同スクールのホームページをご覧に
なるか、お問い合わせください。
申し込み　同スクールのホームページ（http://www.teamukyo.com/ 

kcs/）から、①７月２０日②８月３日までに申し込んでください。
お問い合わせ

片山右京チャレンジスクール事務局　1０３－６２７８－７９４２

お問い合わせ　市立図書館（中央区鹿沼台）　1０４２－７５４－３６０４

市立図書館の催し
ひとりで着られる浴衣教室
～夏のおでかけに浴衣はいかがですか～
　浴衣の着方、着崩れの直し方を学びます。
日　時　７月２７日（金）午後２時～４時
対　象　１８歳以上の女性＝１０人（申込順）　　申し込み　電話で同館へ

視聴覚ライブラリーの催し
月例子ども映画会
　「ぼくの青空」などを上映します。
日　時　８月１１日（土）午後２時～３時３０分

シネマサロン
　「樺太１９４５年夏　氷雪の門」（１９７４年／日本／カラー）を上映します。
日　時　８月１４日（火）・１５日（水）午後２時～４時

会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝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

勝坂を学ぼう！ 勝坂の生き物観察
　史跡勝坂遺跡公園周辺を散策し、斜面林や谷
戸田で見られるクモ類を中心に観察します。
日にち　８月５日（日）〈小雨決行〉
時　間　午前１０時～正午
集合場所　同公園管理棟
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で、７月１７日から文化財保護課

（1０４２－７６９－８３７１）へ 勝坂遺跡下段部の谷戸田

夏休み交通安全教室
　自転車シミュレーター等を使って自転車の正しい乗り方を指導します。
日にち　８月１日～３１日の毎週火～金曜日
時　間　午前１０時～１１時３０分、午後３時～４時３０分
会　場　児童交通公園（鹿沼公園内）
対　象　小学生以下の子どもとその保護者
※希望者は直接会場へ　　※自転車実技は小学生のみ

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

尾崎咢堂記念館企画展　新しく知る咢堂の横顔
　旧津久井町出身の尾崎行雄（ 咢  堂 ）が、東京市長時代に米国ワシントン

がく どう

に桜を寄贈してから今年でちょうど１００年。これを記念して、市立博物館の
所蔵資料や未公開資料から、折々の尾崎行雄を紹介します。
期　間　９月１５日（土）まで　　時　間　午前９時～午後４時３０分
会　場　尾崎咢堂記念館

お問い合わせ　市立博物館　1０４２－７５０－８０３０

野球教室〈全３回〉
　ベイスターズ・ベースボールアカデミーの指導員（元横浜ベイスタ
ーズの選手）が指導します。
日　時　８月２２日（水）～２４日（金）午前１０時～午後３時
会　場　サーティーフォー相模原球場
対　象　市内在住か在学で、軟式野球の経験があり、高校で硬式野球

をしたいと思っている中学校３年生＝６０人（抽選）
費　用　４,０００円
申し込み　直接か、ファクスに住所、氏名、学校名、学年、電話番号、

ファクス番号、指導を希望するポジション（第２希望まで）、経
験ポジション、高校で希望するポジションを書いて、７月３１日
までに同球場（1０４２－７５３－６９３０　6０４２－７５３－７８９７）へ

ノジマ相模原ライズの

アメリカンフットボール体験会
　タックルの代わりに腰に付けたフラッグを取る「フラッグフットボ
ール」を体験します。

対　象時　間日にち
４歳以上の未就学児午前９時～１０時　　①７月２２日（日）

②７月２９日（日） 小・中学生午前９時～１１時３０分

会　場　國學院大學相模原グラウンド（中央区淵野辺５丁目）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電話番号、希望日、

「体験会」と書いて、７月①２１日②２８日までに相模原ライズ・
アスリート・クラブ（1０４２－８１５－３０９４　Ｅメール risemate 
@sagamihara-rise.com）へ

申し込み　直接か電話で同センター（1０４２－７４７－３７７６）へ

市民健康文化センターの教室

甲州夢街道ウオーク２０１２
旧街道　相模湖を歩こう

　甲州街道の歴史に触れながら、秋のウオーキングを楽しみましょう。
日　時　９月２２日（祝）午前１０時～午後３時〈小雨決行〉
集　合　午前９時に桂北公民館
定　員　３００人（申込順）　　費　用　３００円（当日申し込みは５００円）
申し込み　郵便振替の通信欄に、参加者全員の住所・氏名・年齢・性

別、代表者の電話番号、「甲州夢街道ウオーク２０１２」と書いて、
９月７日までに、口座名＝東京都ウオーキング協会、口座番号
＝００１６０－７－１８９０３９へ振り込んでください

※当日受付時に、振替払込受領証（控）を提示してください。
お問い合わせ

甲州夢街道事務局（八王子商工会議所内）　1０４２－６２３－６３１１

費　用対象・定員
（申込順）時　間日にち教室名

各
５００円

どなたでも
＝各１０人
※未就学児
は保護者
同伴　

午前９時３０分
　～正午　　
午後１時　　
　～３時３０分

８月５日（日）キットで作る
クレヨンカップ

各
１，０００円

１８歳以上の人
＝各１５人　　

午前９時３０分～
午後０時３０分　
午後１時３０分～
　　４時３０分　

８月１６日（木）
七宝焼き

（虹のショール
ピン）　　　

親子で楽しむ星空教室〈全３回〉
日にち　８月９日～２３日の毎週木曜日
時　間　午後６時３０分～７時３０分（２３日は午後７時～８時）
会　場　サン・エールさがみはら　　定　員　５組１０人（抽選）
対　象　市内在住か在勤の親子（子どもは小学校４～６年生）
申し込み　往復はがきに住所、親子の氏名、学年、電話番号、「親子で楽

しむ星空教室」と書いて、７月２３日までに同所（〒２５２－０１３１　緑
区西橋本５－４－２０　1０４２－７７５－５６６５）へ

時　間
日にち

おはなし会布えほん展
午後２時午後１時～４時３０分７月２５日（水）

午後２時午前１１時午前１０時～午後４時７月２６日（木）
※希望者は直接会場へ

街頭紙芝居
～今年はなぞなぞ紙芝居、
　　　　　なぞなぞ好きな子集まれ～
日　時　７月２２日（日）午前１１時、午後４時
　　　（各回１５分）※希望者は直接会場へ

片山右京さん
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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。

マンション管理士による無料相談会マンション管理士による無料相談会

日時 ８月１１日（土）午後１時～５時
会 おださがプラザ
対 市内の分譲マンション管理組合
役員と居住者＝１０組（申込順）
申 電話か、ファクス、Ｅメールに
住所、氏名を書いて、首都圏マン
ション管理士会相模原部会事務局
（1０４２－７６５－０２２１　6０４２－７０５
－３１４２　Ｅ t-nakamura@a-tem 
po.co.jp）へ

建物の耐震巡回相談建物の耐震巡回相談

日 ７月２５日（水）
時 午後１時３０分～４時３０分
会 相模湖まちづくりセンター
※希望者は直接会場へ。確認通知
書と図面があれば持参してください。
問 建築指導課

中小企業退職金共済制度へ中小企業退職金共済制度へ

加入しましょう加入しましょう

　中小企業で働く人のための外部
積立型の国の退職金制度で、掛け
金は全額非課税です。詳しくは中
小企業退職金共済事業本部ホーム
ページ（http://chutaikyo.taisyo 
kukin.go.jp/）をご覧ください。
申 電話で同所（1０３－６９０７－１２３４）へ
市の補助金制度　新規加入の事業
主に１年間、従業員ごとに掛け金
の３０％（月額上限５,４００円）を補助
問 産業・雇用政策課

エコアクション２１相模原セミナーエコアクション２１相模原セミナー

事前説明会事前説明会

　中小企業者の環境経営を促進す
る「エコアクション２１」の認証取
得に向けた事前説明会
日時 ８月６日（月）午後２時～５時
　（個別相談１時間を含む）
会 環境情報センター
対 市内の中小企業者＝４０人（申込順）
申 ファクスかＥメールに企業名、
氏名（１社１人）、電話番号を書
いて、同所（6０４２－７５１－２０３６
Ｅ kankyo＠eic-sagamihara．jp 
1０４２－７６９－９２４８）へ

介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験

日時 １０月２８日（日）午前１０時
会 青山学院大学相模原キャンパス
ほか
費 ８,７００円
申 介護保険課、介護予防推進課の
各班、各保健福祉課・図書館、市
社会福祉協議会などにある申込書
を７月２５日までに県社会福祉協議
会（1０４５－３１１－８８９９）へ

分譲マンション無料相談分譲マンション無料相談

日 ８月６日（月）、９月３日（月）
時 午後１時３０分～４時３０分
会 中央区役所市民相談室
対 市内の分譲マンションに住んで
いる人＝各３組（申込順）
申 電話で７月１７日から建築指導課
（1０４２－７６９－８２５３）へ

子犬・子猫の譲渡会と子犬・子猫の譲渡会と

飼い方等の相談飼い方等の相談

日 ８月５日（日）〈雨天決行〉
会 衛生試験所の北側に隣接する建
物（中央区富士見１－３－４１）
譲渡会
時 午後１時～１時３０分
対 ①譲りたい人②欲しい人ともに
市内在住の２０歳以上の人。①子犬
・子猫は生後約２～５か月で、１
週間前までに市獣医師会所属の動
物病院で健康チェックと駆虫（実
費約５００円）を受けてください。②
印鑑と健康保険証などの住所・氏
名を証明する書類、２，０００円（マイ
クロチップ代・装着費用）が必要
飼い方等の相談
時 午後１時３０分～２時
対 当日、譲渡会で子犬・子猫を譲
り受けた人
※当日愛犬・愛猫は同伴不可
問 市獣医師会譲渡会事務局（星ヶ
丘動物病院　1０４２－７５４－１０１１）
か生活衛生課

飼い犬の登録と飼い犬の登録と

狂犬病予防注射はお済ですか狂犬病予防注射はお済ですか

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

自衛官自衛官

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

救護所看護ボランティア救護所看護ボランティア

　災害発生時に救護所で負傷者の
応急措置などの医療救護活動を行
うボランティア
対 看護師か保健師、助産師、准看
護師の免許がある人
申 電話で７月１７日から地域医療課
（1０４２－７６９－９２３０）へ

南区役所区民課の非常勤職員南区役所区民課の非常勤職員

　窓口事務の補助
勤務　１０月か１１月から週３・４日
で、午前８時３０分～午後３時か午
前１０時３０分～午後５時（南区内の
連絡所勤務の場合もあり）か、午前
１１時～午後２時
※勤務のない月あり
賃金　時給８８５円（年間２０～５０万
円台）
対 市内在住で簡単なパソコン操作
ができる人＝若干名
申 履歴書（写真貼付）を持って、
８月９日（木）午前９時３０分～１１
時に市南区合同庁舎３階講堂へ
※受付時に面接あり
問 同課（1０４２－７４９－２１３１）

子育てサポーター子育てサポーター

　ふれあい親子サロンなどで子育
てを支援するボランティア
※活動には講習会の受講が必要
講習会
日 ７月３１日（火）
時 午前９時３０分～正午
会 大野南公民館
申 電話で７月１７日～２７日にこども
青少年課（1０４２－７６９－９８１１）へ

相模大野ハワイアンナイト相模大野ハワイアンナイト

　フラダンスや音楽ステージ、ハ
ワイをテーマにした出店など
日時 ７月２８日（土） 午後３時～９時
会 相模大野駅北口コリドー通り
問 商業観光課

みんなで歩こう！みんなで歩こう！

早朝ウオーク早朝ウオーク

薬師池公園の 蓮 　１４㎞
はす

日 ７月２２日（日）〈小雨決行〉
集合　午前７時５０分に古淵北公園
木もれびの森散策　１１㎞
日 ８月３日（金）〈小雨決行〉
集合　午前７時５０分に相模大野中
央公園

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

土曜コンサート土曜コンサート

「ハワイアンコンサート」「ハワイアンコンサート」

日時 ８月４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（当日午後
４時３０分から整理券を配布）
問 同所（1０４２－７７５－５６６５）

県立相模原公園の催し県立相模原公園の催し

サカタのタネグリーンハウスの催し
ぱらぱらマンガをつくる
ワークショップ
日 ８月１２日（日）
時 午前１０時、午後２時
対 小学校３年生以上の人（２年生
以下は保護者同伴）
定 各２０人（申込順）
費 各１００円
申 電話で同公園へ
「サカタ食堂」
～おもしろ野菜を味わおう～
　サカタのタネが開発しているミ
ニ白菜など珍しい野菜で作る料理
のレシピの実演紹介と試食
日 ７月２１日（土）・２２日（日）
時 午前１１時、午後１時・午後２時
３０分（各回３０分）
※希望者は直接会場へ（試食は先
着各５０食）
大堀幸生写真展
日 ７月２４日（火）～８月５日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
食虫植物展
日 ７月２８日（土）～８月１９日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分

◇　　　◇
※同ハウスは月曜日休館
問 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

ソレイユさがみの催しソレイユさがみの催し

①であいのサロン
　自分らしい生き方をみつける場
日 ８月１３日（月）
時 午前１０時～正午
定 ３０人（申込順）
②初級傾聴ボランティア講座〈全５回〉
日 ８月１８日、９月１日・１５日、１０
月２０日の土曜日と、施設実習を９
月１７日（祝）～１０月１８日（木）に
1人1回
時 午前１０時３０分～午後０時３０分
定 ２５人（申込順）　　費 ５００円

お知らせ 

募　　集 

イベント 

対　象種　目

１８～２６歳の人
一般曹候補生

自衛官候補生
高校卒業（見込み
含む）～２０歳の人航空学生

国民健康保険診療所の
臨時休診日

青根診療所
日 ８月１５日（水）～１７日（金）、
９月１２日（水）～１４日（金）
内郷診療所
日 ８月３日（金）・６日（月）・７
日（火）・１３日（月）・２４日（金）
日連診療所
日 ８月１３日（月）～１７日（金）
問 国民健康保険課
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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。

③子育ておしゃべりサロン
　自分らしい子育てをみつける場
日時 ８月２０日（月）午前１０時３０分～正午
対 １歳未満の初めての子とその保
護者＝１０組（申込順）
みんなで橋本の七夕をもりあげよう！
④七夕コンサート
　オカリナ演奏、エイサー（沖縄
の伝統芸能）、浴衣ファッション
ショーなど
日 ８月４日（土）
時 午後１時３０分～３時３０分
定 １５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
⑤七夕茶会
日時 ８月５日（日）午後１時～５時
費 ３００円（小学生１００円）
※希望者は直接会場へ
⑥イクメン・カジダンフォトコン
テスト２０１２
募集作品　市内在住か在勤・在学
の人がイクメン・カジダン（育児・
家事に積極的に取り組む男性）を
撮影したもの（２Ｌ判～六つ切り
サイズで１人３点まで。自作、未
発表のものに限る）

◇　　　◇
申 ①～③直接か電話、ファクスに
氏名、電話番号、催し名を書いて、
⑥直接か郵送で、ソレイユさがみ
などにある応募用紙と作品を９月
１５日までに、同所（緑区橋本６－
２－１　シティ・プラザはしもと
内　1０４２－７７５－１７７５　6０４２－
７７５－１７７６）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り（要予約）

陽光園夕涼み会陽光園夕涼み会

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

ワクワク体験・地下発電所の探検ワクワク体験・地下発電所の探検

　水力発電の仕組みなどを見学
日時 ８月１９日（日）午前１０時～午後４時
会 企業庁発電総合制御所（緑区川尻）
対 小学生以上の人＝２００人（申込順）
※小学校３年生以下は保護者同伴
申 電話で８月１６日（土・日曜日、
祝日を除く）までに同所（1０４２－
７８２－２８１３）へ

若者支援セミナー若者支援セミナー

「履歴書の空白に悩むあなたへ」「履歴書の空白に悩むあなたへ」

　ニートやひきこもり状態から自
立への最初の一歩を応援します。
日時 ７月３１日（火）午後１時～４時
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
対 １５～３９歳の就労に悩んでいる人
定 ３０人（申込順）
申 電話かＥメールで７月３０日まで
にさがみはら若者サポートステー
ション（1０４２－７０３－３８６１　Ｅ
info@parasute.jp）へ　

銀河の森プレイパーク銀河の森プレイパーク

プレイリーダー・スタッフ講習会プレイリーダー・スタッフ講習会

〈全３回〉〈全３回〉

　プレイリーダーの役割や救急法、
たき火での料理方法などの講習
日時 ８月２６日（日）、９月１５日（土）・
２３日（日） 午前９時３０分～午後５時
会 淵野辺公園隣接キャンプ淵野辺
留保地など
対 市内在住か在勤・在学の中学生
以上の人＝１０人
申Ｅメールに住所、氏名、学年か
年齢、電話番号、メールアドレス、
緊急連絡先、志望動機を書いて、
８月１５日までに、相模原に冒険遊
び場をつくる会（1０８０－４３５９－
１９３４　Ｅ sagami_bouken@pc. 
so-net.jp）へ

パソコン研修８月コースパソコン研修８月コース

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

夏休みそろばん教室〈全２回〉夏休みそろばん教室〈全２回〉

日 ８月２７日（月）・２８日（火）
時 午前１０時～正午
会 相模原商工会議所
対 小学生＝５０人（申込順）
費 ３,５００円
申 電話で７月１７日～２７日に同所（1 

０４２－７５３－８１３４）へ

けやき体育館のけやき体育館の

障害者ふれあい講座障害者ふれあい講座

①スポーツ吹き矢〈全２回〉
日 ７月２８日、８月４日の土曜日
時 午前１０時～正午
対 市内在住か在勤の就労している
障害者＝２０人、ボランティア＝５
人（申込順）
②絵画〈全３回〉
日 ７月２９日～８月１９日の毎週日曜
日（８月１２日を除く）
時 午後２時～４時
対 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（申込順）
費 ２００円
③フラワーアレンジメント
日時 ８月２７日（月）午後２時～４時
対 市内在住か在勤・在学の身体障
害児・者＝１８人、ボランティア＝
５人（申込順）
費 １,０００円
④やさしい仏像彫刻
～童仏作り～〈全４回〉
日 ９月４日～２５日の毎週火曜日
時 午後２時～４時
対 市内在住か在勤・在学の身体障
害児・者＝１８人、ボランティア＝
５人（申込順）
※④原則、小学生～高校生は付き
添いが必要
費  １,５００円

◇　　　◇
申 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、
７月①２１日②２２日、８月③２０日④
２５日までに、同館（1０４２－７５３－
９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

ブルーベリージャムの作り方ブルーベリージャムの作り方

日時 ７月２８日（土）午前１０時～１１時３０分
会 環境情報センター
定 ３０人（申込順）
費 ５００円
申 電話で市みどりの協会（1０４２－
７７７－２８６０）へ

催 し

講演・講座 （敬称略）読者のひろば
催 し

仲 間

掲載の申込方法は
毎月１日号でお知らせします

固定資産税・都市計画税　第２期
国民健康保険税　第２期

納期限　７月３１日（火）

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

納納税は便利な口座振替で税は便利な口座振替で
申金金融機関の窓口へ融機関の窓口へ

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼はじめよう社交ダンス〈全１０回〉
７月２１日～１２月１５日の毎月２回土曜
日午前１０時～正午、大野南公民館。
対象は初心者。費用３，０００円　�問 吉田
（1０９０－６３４７－１７５２）
▼音声ガイドって、な～に！？　「伝
えることのバリアフリーを求めて」
をテーマにした講演　７月２１日（土）
午後１時３０分～４時３０分、西洋の台
所ＨＡＭＡ（南区相模大野８－４－
７）。視覚障害者のために相模大野駅
からガイドヘルプあり　�問 田嶋（1 

０９０－１６０３－０６８６）
▼浴衣の着方　７月２４日（火）午後１
時～３時、橋本公民館。定員１０人（先
着順）　�問 竹本（1０４２－７７０－３９４８）
　　　　　　　会費などは個別にお問い

合わせください。
▼社交ダンス　毎週木曜日午前９時、
市体育館（市役所前）ほか。対象は
初級～中級　�問 井戸（1０９０－９３０２－
１８２０）
▼絵画　毎月第２・第４日曜日午前
９時３０分、老人福祉センター若竹園。
対象は６０歳程度以上の人。初心者歓
迎　�問 澁谷（1０４２－７４６－６２６２）
▼詩吟　毎月第２・第４土曜日午前
１０時、相武台公民館。初心者歓迎　�問 
森（1０４６－２０５－５７２１）
▼簡化二十四式太極拳　毎週月曜日
午後２時１５分、新磯ふれあいセンタ
ー　�問 加藤（1０８０－５６９９－２０４０）
▼詩の創作　月１回月曜日午前１０
時、大野南公民館　�問 遠藤（1０４２－
７４３－３９６９）
▼女声コーラス　毎週火曜日午前９
時５０分、星が丘公民館。初心者歓迎
�問 大久保（1０４２－７５９－２２１４）
▼社交ダンス　毎週水曜日午後７時
３０分、川尻小学校体育館。対象は多
少経験のある人　�問 粟野（1０４２－
７５５－０８０１）
▼フラダンス　月３回土曜日午後１
時３０分、城山保健福祉センターほか。
初心者歓迎。見学・体験可　�問 室井
（1０８０－５１７２－５４８３）
▼社交ダンス　毎週日曜日午後２時、
小山公民館ほか。初心者歓迎　�問 松
井（1０９０－５４３７－５８５８）
▼子ども絵画造形　毎週火曜日午後
３時、ソレイユさがみ。対象は幼稚園
児～小学生　�問 寺床（1０８０－３３０５－
１３６３）
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Facebook ページ「ミウル」
http://www.facebook.com/miuru.midori

▲緑区のイベント情報や地域の話題などを、
緑区のイメージキャラクター「ミウル」が紹介中！
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● 毎月１５日発行 ●

２０１２年 平成２４年 区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 

人　口 人 １７７，１０３

７２，０９０世帯 

平成２４年６月１日現在 （　）は前月との増減 
 

男 ８９，４７７ ／ 女 ８７，６２６ 

（３５減） 

（５９増） 

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

発行／相模原市　　編集／緑区役所総務課 

1０４２－７７５－８８０２ 

緑区イメージキャラクター 
「ミウル」 

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

Twitter アカウント「ミウル」
@miuru_midori

お・た・く大賞 お・た・く大賞 お・た・く大賞 

旧鎌倉街道・静かな寺院と 

大樹コース（橋本地区）　 

原宿・町屋・小松コース 

（城山地区） 

○ 旧鎌倉街道・静かな寺院と大樹コース（5km） 
○ 原宿・町屋・小松コース（8km） 
○ 石老山・桜道コース（8km）　など 

対象は6地区各3コースだよ。 対象は6地区各3コースだよ。 

賞・副賞　Oｈ！キング賞（全１８コース全てを踏破した人） 
　　　　　　温泉ペア入館券とミウルグッズ（全員）、バーベキュープラン（抽選で５組） 
　　　　　緑区１周ｄｅ賞（各地区１コースを踏破し、かつ１００㎞以上踏破した人） 
　　　　　　温泉ペア入館券（全員）、ミウルグッズ（抽選で１００人） 
　　　　　潤水を踏破ｄｅ賞（５０㎞以上踏破した人） 
　　　　　　さがみの潤水とミウルグッズ（抽選で５０人） 
　　　　期　間　７月２１日（土）～平成２５年１月２１日（月）（当日消印有効） 
　　　　※詳しくは７月２０日から緑区役所、区内のまちづくりセンターなどで配布する 
　　　　　「緑区ウォーキング・マイレージ ガイドブック」をご覧ください。

賞・副賞　Oｈ！キング賞（全１８コース全てを踏破した人） 
　　　　　　温泉ペア入館券とミウルグッズ（全員）、バーベキュープラン（抽選で５組） 
　　　　　緑区１周ｄｅ賞（各地区１コースを踏破し、かつ１００㎞以上踏破した人） 
　　　　　　温泉ペア入館券（全員）、ミウルグッズ（抽選で１００人） 
　　　　　潤水を踏破ｄｅ賞（５０㎞以上踏破した人） 
　　　　　　さがみの潤水とミウルグッズ（抽選で５０人） 
　　　　期　間　７月２１日（土）～平成２５年１月２１日（月）（当日消印有効） 
　　　　※詳しくは７月２０日から緑区役所、区内のまちづくりセンターなどで配布する 
　　　　　「緑区ウォーキング・マイレージ ガイドブック」をご覧ください。

参加方法　①緑区役所や区内のまちづくりセンターなどで「緑区ウォーキング・マイレージガイドブ 
　　　　　　ック」を手に入れて、対象コースを歩こう。 
　　　　　②コース途中のチェックポイントでキーワードを書き写そう。 
　　　　　③規定のマイレージ（距離）を歩いたら、ガイドブックに付いているはがきにキーワード 
　　　　　　を書いて応募しよう。認定証のほか、すてきな記念品が当たるかも!?

参加方法　①緑区役所や区内のまちづくりセンターなどで「緑区ウォーキング・マイレージガイドブ 
　　　　　　ック」を手に入れて、対象コースを歩こう。 
　　　　　②コース途中のチェックポイントでキーワードを書き写そう。 
　　　　　③規定のマイレージ（距離）を歩いたら、ガイドブックに付いているはがきにキーワード 
　　　　　　を書いて応募しよう。認定証のほか、すてきな記念品が当たるかも!?

緑区ウォーキング・マイレージ 緑区ウォーキング・マイレージ 緑区ウォーキング・マイレージ 
緑区を歩いて健康に、歩いた距離で記念品 緑区を歩いて健康に、歩いた距離で記念品 

 お もしろ・ た のしく・ 区 を知ろう  お もしろ・ た のしく・ 区 を知ろう

手ぶらでバーベキュープランが当たるかも!?手ぶらでバーベキュープランが当たるかも!?

緑区みんなで自由研究 緑区みんなで自由研究 緑区みんなで自由研究 作品募集 作品募集 

どんな発見が 

あるのかな？ 
どんな発見が 

あるのかな？ 

なかよく　かしこく　のびのびと

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校
　「広げよう夢と力を」「■な かよく■か しこく■の 
びのびと」の目標の下、全校を縦割りにしたスマ
イル班で、休み時間の遊びや日々の清掃活動など、
助け合いながら行っています。
　学習では算数科や歯科保健を重点に、考える力
を育む取り組みをしています。
　５月２６日の「なかのっ子運動会」では、クラス
別の３色に分かれて大いに盛り上がりました。か
わいい演技や棒倒し、勇壮な組体操も行われまし
た。

学びや行進曲 学びや行進曲 学びや行進曲 

力を合わせて
ぶつかり合う棒倒し

勇壮な組体操を披露

区区区区区区区区区区民民民民民民民民民民会会会会会会会会会会議議議議議議議議議議区民会議
日　時　７月２３日（月）午後７時
会　場　Flos橋本（緑区橋本６－４－１５）
傍聴席数　１０席（抽選）
※傍聴希望者は午後６時４０分～５５分にFlos橋本３階第４会議室へ
※緑区区民会議の会議録は、緑区ホームページ、緑区役所行政資料コーナー、緑
区内の各まちづくりセンターや出張所・公民館でご覧になれます。

お問い合わせ　緑区役所地域政策課　1０４２－７７５－８８０１

　中野の夏を彩る伝統行事で、 御  輿 や山車などが練り歩き、多くの人で
み こし

にぎわいます。夕闇になると御輿や山車の 提  
ちょう

 灯 に明かりがともり幻想的です。
ちん

期　間　７月２８日（土）午後３時～９時
　　　　　　２９日（日）午後０時３０分～９時
会　場　緑区中野　中野商店街通り
　　　（日赤交差点～大沢交差点周辺）
お問い合わせ　つくい中野夏祭り実行委員会

1０９０－１６５８－７５２７

相模川の恵みを感じて

　「生活の身近に自然豊かな相模川があります。市
民にとって、本当に恵まれた環境です」。
　相模川の恵みを肌で感じて育った大貫　清さん
（緑区大島在住）は、史跡ヤツボをよみがえらせた
り、対岸の城山地区と一体となって新たに観光振興
を手掛けたりするなど、相模川を活用した地域の活
性化に精力的に取り組んできました。「川が危険な
ものとして敬遠される現状は寂しい。昔のように、

子どもたちが安心して遊びに来られる場所に変えていきたい」と熱い
思いを語る大貫さん。「将来的には渡し船なども運航して、相模川エ
リアをもっと盛り上げていきたい」と、さらなる夢を描いています。

大貫　清さん

破顔一笑 破顔一笑 破顔一笑 

　緑区のまち・自然・文化・歴史・人・食べ物などを題材とした「おもしろ、た緑区のまち・自然・文化・歴史・人・食べ物などを題材とした「おもしろ、た
のしくのしく、区を知る」、区を知る」ことができることができる調査・研究の成果を募集します。調査・研究の成果を募集します。
募集内容募集内容 区の魅力の発掘、再発見につながるもの。ジャンルは問いません。　区の魅力の発掘、再発見につながるもの。ジャンルは問いません。

（例えば、「酒まんじゅうのあんこの量を比較した（例えば、「酒まんじゅうのあんこの量を比較した」」「「滝の名前の由来を滝の名前の由来を
調べた調べた」」「「おお囃子 囃  子 のルーツを調べた」など）のルーツを調べた」など）

はや し

賞賞 お・た・く大賞１作品、ミウルもびっくりで賞２作品、参加賞　お・た・く大賞１作品、ミウルもびっくりで賞２作品、参加賞
期 間期　間 ８月１日（水）～平成　８月１日（水）～平成２５２５年１月年１月１５１５日（火）（消印有効）日（火）（消印有効）
作品の展示作品の展示 応募作品は、　応募作品は、２５２５年３月に開所予定の（仮称）緑区合同庁舎、区内公年３月に開所予定の（仮称）緑区合同庁舎、区内公

共施設などで展示します（応募総数により、全ての作品を展示できない場共施設などで展示します（応募総数により、全ての作品を展示できない場
合もあります）。合もあります）。

※※応応募方法など募方法など、、詳しくは緑区ホームページを詳しくは緑区ホームページをご覧になるかご覧になるか、、お問い合わせくださいお問い合わせください。。

つくい中野夏祭りつつくくいい中中野野夏夏祭祭りり

おお問い合わせ 緑区魅力づくり事業実行委員会事務局問い合わせ　緑区魅力づくり事業実行委員会事務局
（緑区役所地域政策課内）（緑区役所地域政策課内）　11０４２－７７５－８８０１０４２－７７５－８８０１
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２０１２年 平成２４年 

No.００２８ 

区の人口・世帯 

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

発行／相模原市　　編集／中央区役所総務課 

1０４２－７６９－９８０２ 

人　口 人 ２６７，１３９ 
男 １３５，３３９ ／ 女 １３１，８００ 

（５１増） 

１１３，９２４ 世帯数 世帯 （１３６増） 
平成２４年６月１日現在 （　）は前月との増減 
 

「はやぶさ２」プロジェクトメンバー　
ＪＡＸＡ宇宙科学研究所　助教　佐伯孝尚さん

　私は、ここＪＡＸＡ相模原キャンパスの元「はやぶさ」プロジ
ェクトマネージャ川口淳一郎先生の研究室で学びました。その
後、宇宙科学研究所に籍を置くことになり、「はやぶさ２」プロ
ジェクトに参加しています。「はやぶ
さ２」は、小惑星に人工的にクレー
ターを作り地中の物質を持ち帰ると
いう新たな挑戦をします。私は、そ
のクレーターを生成するための衝突
装置の研究開発をしています。

　今、２０１４年の打ち上げに向けて、プロジェクトが進
行中です。皆さん、ぜひ、応援してください。

ＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模原原原原原原原原原原原キキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャンンンンンンンンンンンパパパパパパパパパパパススススススススススス特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別公公公公公公公公公公公開開開開開開開開開開開ににににににににににに
中中中中中中中中中中央央央央央央央央央央区区区区区区区区区区役役役役役役役役役役所所所所所所所所所所ブブブブブブブブブブーーーーーーーーーースススススススススス中央区役所ブースををををををををををを出出出出出出出出出出出展展展展展展展展展展展

お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

お問い合わせ
中央区役所地域政策課
1０４２－７６９－９８０１

発信！ 

～活躍する若者世代サポート隊～

　「銀河まつり」は、淵野辺駅前の商店街「にこにこ星ふちの
べ協同組合」が中心となって平成元年から開催されているお祭
りです。一昨年からは、地域活性化事業交付金を活用し、地区自
治会連合会の協力のもと地区を挙げたイベントにしようと、地
域住民自らが実行委員として企画から運営まで携わっています。
　今年は、地域の絆をより一層深めるべく、名称を「ふちのべ
銀河まつり」から「大野北銀河まつり」に改称し、大野北地区
のシンボルパークとも言える鹿沼公園で開催します。メインス
テージでの地元団体・サークルによるダンスや演奏の競演、模擬店やフリーマーケット、各種
団体のＰＲブースなど盛りだくさんの内容で皆さんをお待ちしています。熱気と活気にあふれ
る「大野北銀河まつり」に、ぜひ、ご来場ください。

お問い合わせ　地域をつなぐ「第２４回大野北銀河まつり」実行委員会事務局の 茅 さん　1０９０－３００３－８７０４
かや

　ブースでは、中央区の見どころ
や地域の取り組みのＰＲのほか、
中央区や銀河連邦に関するクイズ
などのイベントを行います。
※ＪＡＸＡ相模原キャンパス特別公開に
ついては、１㌻をご覧ください。

※このコーナーでは、区民によるまちづくりの取り組みを紹介します。

昨年の「ふちのべ銀河まつり」

～地域をつなぐ「銀河まつり」～ 大野北地区

昨年の様子昨年の様子

FFFFFFFFFFaaaaaaaaaacccccccccceeeeeeeeeebbbbbbbbbbooooooooooooooooooookkkkkkkkkkFacebook（（（（（（（（（（フフフフフフフフフフェェェェェェェェェェイイイイイイイイイイススススススススススブブブブブブブブブブッッッッッッッッッックククククククククク））））））））））（フェイスブック）始始始始始始始始始始めめめめめめめめめめままままままままままししししししししししたたたたたたたたたた！！！！！！！！！！始めました！
　中央区役所では、中央区の魅力や区内のイベント
情報などをタイムリーに発信するフェイスブックペ
ージを開設しました。
　中央区ホームページからリンクしています。
　ぜひ、アクセスしてください。
お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

いいね！ 

日　時　８月４日（土）午前１１時～午後９時　　会　場　鹿沼公園
　　　　　　５日（日）午前１０時～午後８時

開館時間　午前９時４５分～午後５時３０分
休 館 日　年中無休（７月２５日（水）・２６日（木）は、臨時休館）
個人見学　申し込み不要（門衛所で受け付けをお願いします）　
団体見学　月～金曜日　１０～６０人（要事前予約）　※詳細はお問い合わせ先まで

大型ディスプレイで、Ｊ
ＡＸＡ相模

原キャンパスでの活動紹
介や、宇宙

映像を楽しめます。

ＪＡＸＡ宇宙科学研究所 教授 海老沢 研さん
　私は、科学衛星から送信される宇宙の観測データを集
積し世界に発信することや、ブラックホールをはじめと
するＸ線天体の研究をしていて、大学院生の指導にも当
たっています。
　ここ相模原キャンパスは、研究開発機関であると同時
に教育機関でもあり、学生が科学衛星の開発や運用など
のプロジェクトに関わることができる、世界でも数少な
い施設です。また、世界各国からトップレベルの研究者や
学生が集まり、世界最先端の宇宙科学研究が進められている現場なのです。

お問い合わせ　広報・普及係　1０４２－７５９－８００８
相模原キャンパス　所在地　中央区由野台３－１－１

営業時間（月～金曜日＊祝日は除く）
【売店】午前９時３０分～午後４時３０分
【食堂】午前１１時３０分～午後１時３０分
【喫茶】午後１時３０分～午後４時

世界に誇る研究機関
世界に誇る研究機関
世界に誇る研究機関

「はやぶさ」のカプセル
をリアルに再現！持ち
上げることもできます。

団体見学者を案内している並木道義先
生（写真中央）は、「はやぶさ」のカプ
セル回収チームの一員だったんです！

　小惑星探査機「はやぶさ」の実物大模型。
　衛星や探査機の本体は、開発中に二つ作られます。一つは熱や構造の
試験用に使われ、もう一つは宇宙へ旅立ちます。今、展示ロビーにある
模型は試験用の本体を使ったものです。いわば、７年間６０億㎞の宇宙の
旅をした「はやぶさ」の兄弟です。

大野北銀河まつり大野北銀河まつり大野北銀河まつり

見学の

ご案内

「はやぶさ２」の模型

第１６回・第１７回
中 央 区
区 民 会 議

第１６回　日　時　７月１９日（木）午前１０時　　　　会　場　市役所第２別館第３委員会室
第１７回　日　時　８月８日（水）午後１時３０分　　会　場　相模原教育会館（中央区富士見６－６－１３）
傍聴席数　各回１０席（抽選）　※傍聴希望者は、各回とも開始１０分前までに直接会場へ

ＪＪＡＡＸＸＡＡ相相模模原原キキャャンンパパススはは、、どどななたたででもも自自由由にに見見学学ががででききまますす。。展展示示室室はは、、今今年年
リリニニュューーアアルルさされれ、、よよりり楽楽ししめめるる空空間間ににななりりままししたた。。
皆皆ささんんもも、、宇宇宙宙科科学学のの歴歴史史とと未未来来にに触触れれててみみまませせんんかか。。

2014年打ち上げ予定のＸ線天文衛
星 ＡＳＴＲＯ 

ア ス ト ロ

 －Ｈ をはじめ、数々の

エイチ

科学衛星の模型を展示しています。

JAXA 丼 宇宙食

「はやぶさ２」プロジェクト進行中！
「はやぶさ２」プロジェクト進行中！
「はやぶさ２」プロジェクト進行中！

キャンパス内には売店や食堂もあ
ります。売店では、宇宙食や「は
やぶさ」グッズも売っています。

実物大ロケットは迫力満点！

 Ｍ－Ｖ （写真右）は、「はやぶさ」を宇
ミューファイブ

宙へ連れていったロケットです。
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２０１２年 平成２４年 

No.００２８

区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 7 15
人　口 人 ２７５,４３５

１２２,３９２世帯 

男 １３６，６６８ ／ 女 １３８，７６７ 
（５０増） 

（９５増） 
平成２４年６月１日現在 （　）は前月との増減 
 

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

発行／相模原市　　編集／南区役所総務課 

1０４２－７４９－２１３４ 

東東林林間間ササママーーわわぁぁ！！ニニババルルのの祭祭りりササポポーータターー

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりサササササササササササササササササササササササササササササササササササササササポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ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タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」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しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて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加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴鶴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中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校 333333333333333333333333333333333333333 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生「「祭祭りりササポポーータターー」」ととししてて参参加加すするる上上鶴鶴間間中中学学校校33年年生生

行ってきました！ 行ってきました！ Vol.

南区の社会科見学 南区の社会科見学 20
南区内の隠れスポット、歴史、人物、産業などを紹介します

（（株株））ソソーーアアッッププ

　ソーアップは、「縫って形にする技術」による
ものづくりを行う企業です。
　国内の自動車メーカーの大多数と取り引きがあ
り、数多くの自動車関連商品を手掛けています。
メーカーからの受注品や自社開発製品の製造のほ
か、クライアントからの要望を受けて、品質やコ
ストなどを考慮しながら製品を提案し、作り上げていくこともあります。
　確かな技術と、企画・開発から生産・販売支援まで一貫して行う作業体制に対
する信頼は厚く、車内のインテリアから自動車販売店内のキッズコーナーまで、
その取扱製品は多種多様です。皆さんも、気付かないままソーアップ製品に出会
っているかも知れません。

　そんな同社の製品は、市内中小企業の優れた新製品等の販
路開拓を支援する目的で創設された「市トライアル発注認定
制度」で、平成２２・２３年度と２年連続で認定されています。
　２３年度に認定された「サポートクッションβ」は、運転中
の腰への負担を軽くするため、大学の研究室との共同開発に
より人間工学に基づいて設計されており、運転時の疲労も軽
減します。
　この製品は一般的な車のシートのほとんどに簡単に取り付
けられます。これからの夏休みシーズン、遠出の運転に魅力
的な製品です。

木もれびの森近くの
縫製の会社です

お問い合わせ　（株）ソーアップ　南区大野台３－２５－２９　1０４２－７５２－５０５０

サポートクッションβ

南区の魅力づくり事業

応募は８月３１日（必着）まで

「相模原市南区」をテーマとした作品を募集します
風景や四季折々の自然、イベントや観光名所、残したいまち並み、
あまり知られていないあなたのとっておきのスポット…など

対　象　南区在住か在勤・在学、南区で活動する人
作品の形式　デジタルカメラで撮影した写

真（JPEG 形式のみ、１枚のサイズ
は２MB以下、一人２枚まで）

※応募方法など詳しくは、南区役所地域政
策課や南区内の各まちづくりセンター・
公民館などにあるチラシ（市ホームペー
ジの 南区 からもダウンロード可）をご覧ください。

応募先・お問い合わせ　南区役所地域政策課
1０４２－７４９－２１３５　南区相模大野５－３１－１（市南区合同庁舎４階）
Ｅメール m-chiikiseisaku２@city.sagamihara.kanagawa.jp

「東林間サマーわぁ！ニバル」の開催については、
７㌻をご覧ください。

　同校では、地域団体等と連携してボランティア活
動等を行うため、毎年３年生全員がスタッフとして
祭りに参加しています。
　この活動は、今では授業の一環として定着し、生
徒たちにとって、会場案内や放送、迷子の案内、清
掃などを分担し、大人のスタッフと交流することが、
自分たちの地域について考える機会になっています。
　生徒からは、「学校行事等で自治会の人たちに支
えられているので頑張ります」「この機会に地域の人
たちとも交流したい」などの声が寄せられています。

「祭りサポーター」として参加する上鶴間中学校3年生

★
私私のの「「イイチチ押押しし」」写写真真大大募募集集！！

南区区民会議のお知らせ
日　時　①７月２３日（月）午後３時②８月６日（月）午前９時４０分
会　場　市南区合同庁舎３階講堂　　傍聴席数　４０席（抽選）
※傍聴希望者は、①午後２時４５分②午前９時２５分までに直接、同
庁舎４階会議室２へ
お問い合わせ　南区役所地域政策課　1０４２－７４９－２１３５
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キッズコーナー

　東林間駅前が阿波踊りで一色となる「東林間
サマーわぁ！ニバル」は、２日間で約１５万人が
訪れるビッグイベントで、今年は８月４日（土）・
５日（日）に開催されます。

　地元東林間の「 連 ※」のほか、本場徳島や高円寺
れん

など全国から集まる約３，０００人の踊り子が練り
歩くこの祭りを、地域のみんなが支えています。
※阿波踊りのグループを「連」と呼びます。

東林間サマーわぁ！ニバル
大会会長　佐藤　昇さん

　この祭りは、「自分たち
の力でやる」という手作り
の発想で始まり、現在も受
け継がれています。
　商店街を中心に地元自治
会や諸団体のほか上鶴間中
学校からも参加していただ
き、地域が一丸となって祭
りを盛り上げ絆を深める活動になっています。
　祭り終了後は、スタッフのほか地元の連な
ども参加する「クリーンアップ作戦」を展開
し、みんなで一斉に清掃を行い、翌朝にはご
み一つないきれいなまちに戻ります。

▲清掃係

▲案内係（プログラム　
　やチラシなどを配布）



○ウ○南○橋○城○津○湖○藤

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

別冊　保健・介護予防事業案内 （平成24年） 

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

○ウ○南○橋○城○津○湖○藤

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

申込内容・時間・対象など会場日にち教室名

○8 

　離乳食の講習、簡単な実習と試食
時間　午後１時～２時１５分
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　２０人（申込順。調整あり）

○津８月２９日（水）赤ちゃん
セミナー

　妊娠、出産、育児に関する知識・技術の習得
と仲間づくり
時間　午後１時３０分～４時
対象　妊娠２０週以降の初めて出産する人とその

家族
申し込み　電話で８月３１日までにコールセンタ

ー（1０４２－７７０－７７７７）へ

○南
９月５日（水）
　　１２日（水）
　　１９日（水）

ハロー
マザークラス
〈全３回〉

　むし歯予防の秘けつや歯みがきの裏技実演
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　平成２３年６月～１０月生まれの乳幼児とそ

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

－７７７７）へ

○南
８月７日（火）

親子で 歯 っぴぃ
は

ちゃれんじ
大作戦！

８月２０日（月）

○ウ
８月２１日（火）

８月３１日（金）

○橋８月２９日（水）

○9 
　出産後の体を適正体重に保つ運動体験
時間　午前１０時～正午
対象　生後４～６か月の乳児とその母親
定員　２０組（申込順）※保育なし

○ウ８月２２日（水）産後ママの
エクササイズ

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

○南８月３日（金）
ぴよぴよ
サロン

○9 ○ウ８月１０日（金）

●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

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

1０４２－７６９－９８０６
○南 ＝南障害福祉相談課 

1０４２－７０１－７７１５ 
 ○津 ＝津久井保健福祉課 

1０４２－７８０－１４１２
○橋 ＝緑障害福祉相談課 

1０４２－７７５－８８１１

○ウ

午後１時
　～２時

８月８日（水）

精神
保健相談

（精神科医）

８月２８日（火）

○南
８月１４日（火）

８月２３日（木）

○津８月２０日（月）

○橋午前１０時
　～１１時８月２１日（火）

○8 
　生活習慣病予防のための各
種測定や個別相談
定員　各５人（申込順）

○橋
午前９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分
　　１１時

８月２８日（火）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士）

○１０ 　食事の相談
持ち物　母子健康手帳か、健康

手帳（持っている人）

○南午後１時
　～３時３０分８月８日（水）

栄養相談
（栄養士） ○9 ○ウ午前９時

　～１１時３０分８月２０日（月）

○5 
　エイズ、性器クラミジア、
梅毒の検査・相談（無料・匿
名）
定員　各１２人（申込順）

○ウ午前９時
　～１１時

７月１７日～
８月１４日の
毎週火曜日エイズ等の

検査・相談
○橋午後２時

　～４時７月２１日（土）

○6 

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

○ウ午前９時
　～１０時

８月２２日（水）
健康チェック
～１９歳から３９歳
のあなたへ～

９月５日（水）

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

午前９時～１１時
午後１時～４時

月～金曜日
（祝日を除く）

電話歯科相談
（歯科医）

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

○橋午前９時３０分
　～１１時３０分８月８日（水）

歯科相談
（歯科衛生士） ○南午前１０時

　～１１時３０分８月２４日（金）

○7 対象　障害のある人（児）○ウ午後１時３０分
　～２時３０分８月２７日（月）特別歯科相談

（歯科医）
※○南 ○橋○湖 でも実施。日程はお問い合わせください。

○2 
　専門医による認知症につい
ての相談
定員　２人（申込順）

○橋午後１時
　～３時８月１日（水）高齢者

認知症相談

●健康診査・検診・検査●
　がん検診（胃・子宮・乳・肺・大腸）・お口の健康診査・肝炎ウイルス検
診を、市内協力医療機関や公共施設などで実施しています。
※費用や日程など詳しくは、本紙９月１日号でお知らせします。
※肝炎ウイルス感染の心配がある人（家族に肝炎ウイルス感染者がいるなど）
は、肝炎ウイルス検査を無料で実施（原則１回）しています。
申し込み・お問い合わせ　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

●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

○１０ 

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

技に支障がない人
定員　チューブ体操＝２０人、

ボールエクササイズ
＝１５人（申込順）

○南

午後７時
　～９時８月３日（金）チューブ体操

午後２時
　～４時８月１０日（金）ボール

エクササイズ

○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

○ウ午後１時１５分
　～４時１５分８月２３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。

1０４２－７７５－８８１６緑保健センター○8 申し込み・お問い合わせ（７月１７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 
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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

お口の健康教室
　丈夫な歯を保つための知識と、 口  腔 ケアについてお話しします。

こう くう

日　時　７月２６日（木）午後１時３０分～３時
会　場　老人福祉センター若竹園
対　象　６０歳以上の人＝２０人（申込順）
申し込み　直接か電話で同園（1０４２－７４６－４６２２）へ

離乳食教室 「中期～完了期」
　離乳食の中期以降の進め方についてお話しします。
日　時　８月６日（月）午後２時～３時１５分
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　平成２３年１１月～１２月生まれの初めての子の保護者＝２０人（申込順）
申し込み　直接か電話で７月１７日から中央保健センター（1０４２－７６９－

８２３３）へ

「食生活改善推進員養成講座」受講生を募集
～“わかな会”で食べる楽しさと健康を伝えませんか？～

　“わかな会”は、「おいしく　楽しく　健康に　私たちの健康は私たち
の手で」をスローガンに活動しているボランティア団体で、食生活改善推
進員養成講座を修了した人で組織しています。
　生活習慣病予防のための食事について学ぶ教室や、子どもと一緒に食事
作りを楽しみながら食育を行う親子の料理教室など、地域の健康づくりを
支える活動をしています。
　皆さんも学んだ知識を生かして一緒に活動しませんか。

食生活改善推進員養成講座〈全１１回〉
日にち　９月６日（木）～平成２５年３月１４日（木）

定員（申込順）会　場コース
５０人ウェルネスさがみはらＡ

３０人南保健福祉センターＢ

時　間　午前１０時～午後１時
対　象　市内在住で、養成講座修了後わかな会に所属し、ボランティア活

動ができる人
費　用　８００円（材料費・資料代など）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、希望コース、応募

理由を書いて、８月８日（必着）までに健康企画課（〒２５２－５２７７　中
央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８３２２）へ

健康づくり普及員養成講座〈全８回〉
　地域でウオーキング教室などの健康づくり活動をする人を養成します。

時　間　①午後１時３０分～３時３０分、②③午前１０時～正午
対　象　市内在住で、養成講座修了後、地域での健康づくり活動を企画・

運営できる人＝各３０人（申込順）
申し込み　電話で７月１７日～８月１７日に健康企画課（1０４２－７６９－８３４５）へ

日にち・会場

内　　容 南コース中央コース緑コース
③南保健福祉
センター

②ウェルネス
　さがみはら

①津久井保健
センター

９月１４日（金）９月５日（水）９月４日（火）健康づくり普及員の活動紹介
９月２４日（月）
　　２８日（金）

９月１２日（水）
　　２６日（水）

９月１１日（火）
　　２５日（火）

健康づくりをサポートするため
の基礎知識など

１０月中旬～平成２５年１月（３回）
〈市内一円〉健康教室などの地区事業を体験

２５年
１月１１日（金）

２５年
１月２３日（水）

２５年
１月２２日（火）

地区事業体験の振り返り
健康づくり普及員の役割

２５年２月１日（金）午後　ウェルネスさがみはら公民館との協力関係、終了証交付

脳を鍛える！ 脳活道場〈全１３回〉
　ウオーキングや調理などのグループワークを通して、脳の活性化を図る
方法を学びます。
日　時　９月５日～１１月２８日の毎週水曜日午前１０時～正午
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　６５歳以上で介護認定を受けていない人で、物忘れ等がある人
定　員　１４人（選考）　　費　用　無料（調理実習は実費）
申し込み　電話で７月１７日～２５日に介護予防推進課中央班（1０４２－７６９－

８３４９）へ

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

会　場日にち区　分

あじさい会館
８月６日、９月３日の月曜日、

９月２６日（水）肢体
不自由 南保健福祉センター８月１６日、９月２０日の木曜日

城山保健福祉センター８月２２日（水）
南保健福祉センター８月１５日（水）

聴覚障害
城山保健福祉センター９月１９日（水）

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

装具購入等の判定が必要な人
申し込み　電話で住んでいる地区の担当課へ

申し込み・お問い合わせ
1０４２－７８３－８１３６城山保健福祉課1０４２－７７５－８８１０緑障害福祉相談課
1０４２－７８０－１４１２津久井保健福祉課1０４２－７６９－９２６６中央障害福祉相談課
1０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課1０４２－７０１－７７２２南障害福祉相談課
1０４２－６８７－５５１１藤野保健福祉課

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

会　場時　間日にち

市役所前
午前１０時～正午
午後１時３０分～３時３０分

７月１９日（木）
７月２６日（木）
８月１日（水）
８月７日（火）

橋本駅ペデストリアンデッキ下
８月４日（土）
８月８日（水）

愛 の 献 血

がんによる悩みを
体験者に相談しませんか？

　がん体験者が自らの体験をもとに、がん患者やその家族の相談（ピアサ
ポート※）に応じます。　※同じような立場の人によるサポート
日にち　８月①１２日（日）②２６日（日）　　時　間　午前１０時～午後３時
会　場　①南保健福祉センター②ウェルネスさがみはら
対　象　がん患者やその家族＝各４組（各組１時間）
申し込み　電話で７月１７日から健康企画課（1０４２－７６９－８３２２）へ

がん
ピアサポート

禁煙チャレンジコース
　保健師が、個別であなたの禁煙を３か月間支援します。
呼気中の一酸化炭素濃度の測定や喫煙の状況を伺うなど
して、あなたにぴったりの禁煙方法をアドバイスします。
対　象　市内在住で１か月以内に禁煙したい人
申し込み　直接か電話で７月１７日から中央保健センター

（1０４２－７６９－８２３３）へ

会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　統合失調症の人の家族＝１５人（選考）
申し込み　電話で７月１７日から中央障害福祉相談課（1０４２－７６９－９８０６）へ

時　間日にち内　容
午後２時～３時３０分９月７日（金）精神科医の講義

午前９時３０分～１１時９月２０日（木）当事者からのメッセージ

午後２時～４時１０月１日（月）いきいきコミュニケーション術

午前９時３０分～１１時１０月１７日（水）家族の体験談

統合失調症家族教室〈全４回〉
　統合失調症の知識や当事者とのコミュニケーション術などを学びながら、
家族同士の交流を深めます。
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