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みんなでなでしこジャパンを応援しよう 8

家族でまなぶ「さがみはら地盤ツアー」
開催のご案内

全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム 2
平成２５年はたちのつどい（成人式）�3

　防災面で関心が集まる「地盤」について、家族
みんなで学べるバスツアーを、９月１日（土）に
開催します。子どもにも分かる市内の地盤解説と
観光スポット見学も組み込んだ、楽しく学べる企
画が盛りだくさんのツアーです。「子どもの勉強
に」「市内に新居を購入したいのだけど…」とい
う人にぜひおすすめです。 
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。 

お問い合わせ
コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

「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 

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/
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7月1日現在（　）は前月との増減
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人 口  719,591人　（86減）　
男  361,421人/女  358,170人

携帯電話用ホームページ
http://mobile.city.sagamihara.kanagawa.jp/

Twitterアカウント 「相模原市シティセールス推進課」
@Sagamihara_PR

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

お 知 ら せ
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＝あなたのまち相模原市を応援してください＝

暮らし潤い
さがみはら寄附金制度
＝あなたのまち相模原市を応援してください＝

　市では、市民主体のまちづくりを進めるとともに、さがみ縦貫道路の開通やリニア中
央新幹線の駅設置など、首都圏南西部の広域交流拠点都市として大きく飛躍できるよう、
中長期的な視野を持った「将来を見据えたまちづくり」を進めています。
　そこでこのたび、まちづくりや市政運営について、皆さんから資金面での応援をお願
いする「暮らし潤いさがみはら寄附金制度」を創設しました。この制度は、寄附金の使
い道を寄附者に決めていただくことにより、その思いを施策に反映することができる仕
組みです。また、寄附金の一部が税控除を受けることができるため、実質的に税金の一
部について使い道をご指定いただくのと同様の効果があります。
　皆さんの「さがみはら」への応援の思いを形にする新しい市民参加の制度です。ご協
力をお願いします。

※個人住民税の寄附金税額控除については、市民税課（1０４２－７６９－８２２１）へ

暮らし潤い
さがみはら寄附金制度
＝あなたのまち相模原市を応援してください＝

寄附金３万円 

国 所得税 ２，８００円 県 市 住民税 ２万５，２００円 

実質負担 
２，０００円 税　控　除 

寄附金は所得税、個人住民税から控除できます
　本市への寄附金のうち、
２，０００円を超える部分につい
ては、一定限度まで所得税（国
税）、住民税（県民税・市民
税）を合わせて全額が控除さ
れます。
　このため、実質的に税金の
一部の使い道をご指定いただ
くのと同様の効果があります。

税控除の例（モデルケース）
　年収５００万円（給与）の夫婦２人世帯で、３万円を
寄附した場合 ※税控除には確定申告が必要です。

※所得控除等の額によって、実際の軽減額と異なる場合があります。

※寄附の方法など詳しくは、財務課、各まちづくりセンタ
ー・公民館・図書館などにあるパンフレットまたは市ホ
ームページをご覧になるか、お問い合わせください。

申し込み　パンフレットに付いて
いる寄附申出書を財務課へ

お問い合わせ　財務課　1０４２－７６９－８２１６

市民協働推進教育保健医療子育て支援福祉寄附の　
　コース

一般区指定街づくり環境防災対策文化・
スポーツ振興

　「子育て支援」「防災対策」などの１１コース３０メニューの中から、寄附金の
使い道を指定していただくことができます。

寄附金の使い道はメニューから指定できます
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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。

日　時　９月１日（土）午後１時～４時
会　場　グリーンホール相模大野
基調講演　
　テーマ　１０年後の日本を担うきみたちへ
　講　師　川口淳一郎さん（宇宙航空研究開発機構教授）
シンポジウム
　テーマ　活力あふれる魅力的な地域社会の創造
　シンポジスト　加山俊夫市長
　　（出演者）　　石阪丈一町田市長
　　　　　　　　戸田公明大船渡市長
　　　　　　　　川口淳一郎さん　
　　　　　　　　眞鍋知子さん（金沢大学准教授）
　コーディネーター　松下啓一さん（相模女子大学特任教授）
定　員　３００人（中学生 ･高校生、大学生、一般各１００人。申込順）
申し込み　電話で８月２０日までに、さがまちコンソーシアム事務局（1０４２

－７０３－８５３５）へ
※詳しくは、同コンソーシアムのホームページ（http://sagamachi.jp/）
をご覧になるか、お問い合わせください。

全全国国大大学学ココンンソソーーシシアアムム研研究究交交流流フフォォーーララムム

相談・お問い合わせ会　場
1０４２－７６９－８３００納税課※（市役所第２別館２階）
1０４２－７７５－８８０８緑市税事務所（シティ・プラザはしもと内５階）
1０４２－７４９－２１６３南市税事務所（市南区合同庁舎３階）

　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
のために夜間納税相談窓口を開設します。また、電話相談もできます。
日　時　８月１４日（火）・２３日（木）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

※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。

川口淳一郎さん

　小田急多摩線の延伸に取り組む市民団体である同協議会の設立１０周年を
記念して、延伸の実現に向けたＰＲに活用するマスコットキャラクターを
募集します。
募集作品　マスコットキャラクターのデザイン画
　　　　　マスコットキャラクターの愛称
採用作品数・賞金　デザイン＝１点・５万円、愛称＝１点・１万円
選考結果の発表　平成２５年３月ごろに市ホームページや同協議会が発行す

る広報紙で採用作品を発表します。
応募方法　交通政策課、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）にある応募用紙（市ホーム
ページの 市政情報　→　交通　→　鉄道　からダウンロード可）に必要
事項を書いて、９月１８日（必着）までに同協議会事務局（交通政策
課内　1０４２－７６９－８２４９）へ

小小田田急急多多摩摩線線延延伸伸促促進進協協議議会会

ママススココッットトキキャャララククタターーののデデザザイインン・・愛愛称称をを募募集集

　相続や労働問題、交通事故など日常生活にかかわる法律問題を、弁護士
が分かりやすく解説します。
日　時　８月３０日～９月２７日の毎週木曜日午後６時３０分～８時３０分
会　場　相模原教育会館（中央区富士見）
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝６０人（申込順）
費　用　１，０００円（テキスト代）
申し込み　電話で８月２０日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

知知っってて役役立立つつ法法律律ああれれここれれ 市市民民法法律律講講座座〈〈全全５５回回〉〉

市市職職員員をを募募集集

※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

　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。 からもダウンロード可
申し込み　郵送で８月６日～１７日（消印有効）に人事委員会事務局へ

お問い合わせ　人事委員会事務局　1０４２－７６９－８３２０

受験資格職務内容採用予定
人数試験・選考区分

昭和５２年４月２日～６１年４月１日
に生まれ、平成１９年６月１日以前
に取得した普通自動車運転免許（オ
ートマチック車限定免許は不可）
か平成１９年６月２日以降に取得し
た中型自動車運転免許がある人

主にごみ収集、
し尿収集その他
の業務

４人程度環境整備員
（試験）

次の要件を全て満たす人
○昭和５２年４月２日～平成７年４
月１日に生まれた
○身体障害者手帳の交付を受けて
いる
○自力で通勤、職務遂行が可能
○活字印刷文か点字による出題に
対応可能

一般行政事務２人程度
身体障害者を
対象とする行政
（選考）

第１次試験・選考日
環境整備員　　　　　　　　　９月２３日（日）　麻布大学　
身体障害者を対象とする行政　１０月２１日（日）　けやき会館

救救ええるる命命をを救救ううたためめにに

救救急急救救命命士士のの処処置置拡拡大大のの新新たたなな試試みみをを実実施施
　厚生労働省では、新たに救急救命士の処置範囲を
拡大するための試み（実証研究）を行うこととなり、
その対象地域として本市が選ばれました。
　これは救急搬送される人の救命率の向上や後遺症
の軽減などの効果を検証するために行うもので、新
たに３つの医療行為を救急救命士が行います。実証研究に参加する救急救
命士は事前に研修を受け、北里大学病院救命救急センター医師からの処置
についての具体的な指示に従い、救急現場で処置を行います。

期　間　１１月１日～平成２５年１月３１日
※処置を行う場合には、本人や家族に事前説明を行い、書面による同意を
取らせていただきます。

※１０月３１日まで、情報収集と分析のため、上記の処置が求められるケース
の症状などについて、救急救命士が詳しくお聞きする場合があります。

お問い合わせ　警防・救急課　1０４２－７５１－９１４２

　自殺総合対策に関する重要事項を調査・審議します。
任　期　委嘱の日～平成２６年３月（１１月ごろに委嘱予定、会議は年２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）＝１人（選考）
申し込み　精神保健福祉課、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）にある応募用紙（市ホ
ームページの　市政情報　→　審議会・情報公開・個人情報　からダウンロ
ード可）を直接か郵送、ファクス、Ｅメールで８月２１日（必着）ま
でに精神保健福祉課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２ 
－７６９－９８１３　6０４２－７５９－４３９５　Ｅメール seishinhoken@city. 
sagamihara.kanagawa.jp）へ

市市自自殺殺対対策策協協議議会会のの委委員員をを募募集集

救急救命士が新たに行う医療行為
○低血糖性の意識障害の可能性がある人に対して血糖測定を行い、低血
糖が確認された場合はブドウ糖溶液を投与

○ぜんそく治療用の吸入薬（吸入β刺激薬）を所持している人が重症ぜ
んそく発作を起こした場合に、その吸入薬を使用

○血圧が低下して、心臓が停止する危険性があるショック状態の人への点滴

　リニア中央新幹線計画への理解を深めてもらうため、ＪＲ東海とリニア
中央新幹線建設促進神奈川県期成同盟会の共催による説明会を開催します。
日　時　８月２１日（火）午後２時～４時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと　　定　員　３００人（抽選）

もり

申し込み　県交通企画課のホームページ（http://www.pref.kanagawa. 
jp/cnt/p４９４５４４.html）から、８月１５日午後５時までに申し込んでく
ださい。

お問い合わせ　リニア中央新幹線建設促進神奈川県期成同盟会事務局
（県交通企画課内）1０４５－２１０－６１９０

リリニニアア中中央央新新幹幹線線計計画画にに関関すするる説説明明会会

第１部　表彰式（社会福祉功労者、
　　　　福祉ポスター・標語・作文入選者）
第２部　福祉のまちづくり講演会
　テーマ　今、日本人に求められる人間性知能（ＨＱ）とは
　　　　　～人間性知能を高めて福祉の現場を潤そう～
　講　師　澤口俊之さん（脳科学者）
時　間　午後１時～４時
会　場　市民会館
定　員　５００人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚４人まで）に全員の氏名（代表者に○）、代

表者の住所・電話番号、「市民福祉の集い」と書いて、８月２２日（必
着）までに地域福祉課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1 

０４２－７６９－９２２２）へ

市市民民福福祉祉のの集集いい

澤口俊之さん

９月２３日（日）９月２３日（日）
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　市内の受け入れ協力機関（高齢者福祉施設など）で行うボランティア
活動をポイントに換え、貯まったポイントを報償金として還元します。

会　場時　間日にち
南保健福祉センター午後２時

　～３時
８月３０日（木）

シティ・プラザはしもと９月１９日（水）

対　象　市内在住の６５歳以上の人　※希望者は直接会場へ
※ボランティア受け入れ協力機関も募集しています。

お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９

さがみはら・ふれあいハートポイント事業さがみはら・ふれあいハートポイント事業
登録説明会登録説明会

家族介護慰労金の支給家族介護慰労金の支給

申し込み（直接各窓口へ）・お問い合わせ
1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課1０４２－７７５－８８１２介護予防推進課緑班
1０４２－７８０－１４０８津久井保健福祉課1０４２－７６９－８３４９介護予防推進課中央班
1０４２－６８４－３２１５相模湖保健福祉課1０４２－７０１－７７０４介護予防推進課南班
1０４２－６８７－２１５９藤野保健福祉課お近くの地域包括支援センター

対　象　市内在住の要介護４・５に認定された６５歳以上の人を１年以
上介護保険サービスを利用しないで自宅で介護してきた人

※支給決定された基準日から１年間は申請できません。
支給額（年額）　
　市民税非課税世帯＝１０万円
　その他世帯　　　＝６万円

申請受付期間など
支給月申請受付期間基準日
１２月８月３１日まで８月１日

　現況届を８月３１日までに必ず本人が提出してください（支給停止中
の人も含む）。現況届を２年間提出しない場合は、手当を受けること
ができなくなります。
※必要書類や受付場所など詳しくは、７月下旬に送付した通知をご覧
ください。

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－８２３２

児童扶養手当の認定を受けている人へ 児童扶養手当の認定を受けている人へ

現況届を提出してください現況届を提出してください

　国民年金保険料は納付期限から２年を超えると納付できませんが、
１０月から３年間に限り、過去１０年以内の未納の保険料を納付できる後
納制度が始まります。後納する場合は事前の申し込みが必要です。審
査後、納付書が送付されます。
お問い合わせ　国民年金保険料専用ダイヤル　1０５７０－０１１－０５０

　　　  （ＩＰ電話等からは　1０３－６７３１－２０１５）
　　相模原年金事務所　1０４２－７４５－８１０１

国民年金保険料 国民年金保険料

後納制度（納付期限の延長）が開始後納制度（納付期限の延長）が開始

　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
体験型キャリア支援プログラムを行います。

時　間　STEP１＝午前９時～午後５時、STEP２＝午前９時～午後７時
　　　　STEP４＝午後３時～７時
会　場　STEP１・４＝さがまちコンソーシアム（相模女子大学内）
対　象　大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生
定　員　各コース１０人程度（抽選）
申し込み　同コンソーシアムのホームページ（http://sagamachi.jp/）から

８月２６日までに申し込んでください。
お問い合わせ　さがまちコンソーシアム事務局　1０４２－７０３－８５３５

　新たに成人となる人を祝う「はたちのつどい」を開催します。
対　象　平成４年４月２日～５年４月１日に生まれた人
※対象者には、案内状を１１月中旬に郵送します。

※地区（一部公民館区）について詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 
青少年 → 青少年・成人に関する催し をご覧になるか、お問い合わせください。

「はたちのつどい」を自分たちでつくりませんか？
　「式典に出席するだけでなく、思い出に残る成人式を企画したい」という新
成人が集まり、式をつくります。あなたも参加してみませんか。
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号を書いて、こども青少年

課（Ｅメール seisyonen@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ
お問い合わせ　こども青少年課 　1０４２－７６９－８２８９

STEP４
発表・交流会

STEP３
課題作成

STEP２
企業訪問

STEP１
事前学習コース

１１月１７日
（土）

グループ
ごとに
レポート
作成

９月７日（金）
９月４日
（火）

業界を 牽  引 している企業
けん いん

９月１０日（月）メイド・イン・さがみはら企業 
９月１２日（水）暮らしに密着企業
９月１３日（木）９月５日

（水）
オンリーワンの技術を持つ企業

９月１４日（金）ホスピタリティ第一企業

　開業の準備の進め方や事業計画の作成方法などの説明、市の開業支援制度（チ
ャレンジショップ支援事業）の紹介をします。

費　用定　員会　場時　間日にち

各
１，０００円
（テキスト代）

各３０人
（申込順）

産業会館午前１０時～
午後４時　

９月１日（土）
大野南公民館９月９日（日）
橋本公民館午後７時～９時９月５日・１２日の水曜日

緑区・中央区・南区 区ビジョン（案） 緑区・中央区・南区　区ビジョン（案）

パブリックコメントの結果パブリックコメントの結果

　お気に入りの市内のお店（大型店、チェーン店、歴代受賞店を除く）
を投票してください。抽選で１２人に賞品が当たります。
投票方法　お店大賞公式ホームページ（http://sagamihara-omise.
　　　com/）から８月３１日までに投票してください。

お問い合わせ　相模原商工会議所　1０４２－７５３－８１３６

８ ８月３１日まで月３１日まで

相模原お店大賞 投票受け付け中相模原お店大賞　投票受け付け中

　６月１日～７月２日に実施した各区区ビジョン
（案）について、表のとおりご意見をいただきました。
　いただいたご意見の概要や市の考え方について
は、各区役所地域政策課・行政資料コーナー・ま
ちづくりセンター・出張所・公民館（青根・沢井
公民館を除く）・図書館で閲覧できるほか、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。

お問い合わせ　緑区役所地域政策課　　1０４２－７７５－８８０１
　　　　　　　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１
　　　　　　　南区役所地域政策課　　1０４２－７４９－２１３５

お店開業の基本を伝授お店開業の基本を伝授

チャレンジショップセミナーチャレンジショップセミナー受受講講者者募募集集

就職活動を迎える学生の皆さんへ就職活動を迎える学生の皆さんへ

キャリア支援キャリア支援（４STEP PROGRAM（４STEP PROGRAM ２２００１１２２））参参加加者者募募集集

１１月月１１４４日日（（祝祝）） 平平成成25年25年はたちのつどいはたちのつどい（成人式）（成人式）

　事業の 進 
しん

 捗 状況、内容などの報告やヒアリングを行います。
ちょく

日　時　８月２５日（土）午後１時３０分～４時
会　場　けやき会館　　定　員　４０人（先着順）
※傍聴希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－９２２５

市民 市民・・行政協働運営型市民ファンド行政協働運営型市民ファンド「ゆめの芽「ゆめの芽」」

助成金交付事業の公開中間ヒアリング助成金交付事業の公開中間ヒアリング

意見数提出者数区
４件２人緑区
４件３人中央区
１３件８人南区

申し込み　直接か電話で商業観光課へ
※詳しくは、市ホームページの 産業・ビジネス → 創業したい人向け情報 を
ご覧になるか、お問い合わせください。
※９月～１０月に、市内の商店街の空き店舗で出店をめざす人から事業計画を募
集します。審査のうえ、入選者には奨励金などの支援をします。詳しくは、
本紙９月１日号でお知らせします。

お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－９２５５

会　場時　間住んでいる区・地区（一部公民館区）

 杜 のホール
もり

はしもと

午前１０時４０分～１１時３０分大沢、津久井
緑 
区

午後０時４０分～１時３０分橋本（橋本公民館区）、藤野
午後２時４０分～３時３０分橋本（相原公民館区）、城山、相模湖

市民会館
午前１０時４０分～１１時３０分上溝、田名、横山、星が丘

（一部の大沢地区を含む）中
央
区 午後０時４０分～１時３０分清新、中央、光が丘

午後２時４０分～３時３０分大野北、小山

グリーンホール
相模大野

午前１０時４０分～１１時３０分大野南、麻溝、相模台南 
区 午後０時４０分～１時３０分相武台、東林、新磯、大野中

まちなみウオッチングまちなみウオッチング
　バスで小原宿本陣、新堀用水路、鳥居原ふれあいの 館 などを巡り、

いえ

さまざまなまちの表情を見つけていきます。
日　時　９月１４日・２１日の金曜日午前９時～午後５時
集合・解散場所　市役所か橋本駅　　費　用　各５０円（損害保険代）
対　象　市内在住か在勤・在学の２０歳以上の人＝各１８人（抽選）
申し込み　はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、職業、

電話番号、希望日を書いて、８月１５日（必着）までに、街づく
り支援課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－
９２５２　6０４２－７５４－８４９０　Ｅメール machidukuri-２@city.sa 
gamihara.kanagawa.jp）へ
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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～

●プールの無料開放
時　間　午前９時～午後９時３０分
●水中パフォーマンスショー
　水中パフォーマンス集団「トゥ
リトネス」によるショー
時　間　午後２時～３時
※希望者は直接会場へ

市民健康文化センターの教室〈全１０回〉
対　象時　間日にち教室名

１８歳以上の人

午前９時３０分～１０時３０分
９月７日～１２月７日
の金曜日（１０月１２日
～２６日、１１月２３日を
除く）

初級エアロビクス

午前１１時～正午
フラダンス

初心者水泳

おむつが取れている３歳以
下の子どもとその保護者午後３時～３時４５分親子水泳★

６５歳以上の人午後１時～２時９月１１日～１２月４日
の火曜日（１０月９日
～２３日を除く）

いきいき健康づくり

１８歳以上の人
午後２時３０分～３時３０分ヨガ

午前９時３０分～１０時３０分

９月１２日～１２月５日
の水曜日（１０月１０日
～２４日を除く）

アロマストレッチ

１０か月～２歳の子どもと
その保護者午前１１時～正午親子ふれあいヨガ☆

４・５歳の子ども午後３時３０分～４時１５分幼児水泳

小学校１～３年生午後４時３０分～５時３０分小学生水泳

６０歳以上の人午前１１時～正午
９月１３日～１２月６日
の木曜日（１０月１１日
～２５日を除く）

シニア水泳

５・６歳の未就学児午後３時４５分～４時３０分幼児水泳

小学校４～６年生午後４時４５分～５時４５分小学生水泳

定　員　各３０人（抽選）、★と☆は各２０組（抽選）
費　用　各５，０００円、★は７，０００円、☆は６，０００円
※水泳教室はプール利用料が別途必要です。
申し込み　直接か電話で８月１５日までに同センター（1０４２－７４７－３７７６）へ

相模の大凧センターの教室
ペーパードール教室
　ティッシュペーパーとペットボトルを使って人形を作ります。
日　時　８月２２日（水）午前１０時～正午
対　象　小学生以上の人＝１５人（申込順）　
費　用　４００円（材料費など）

親子で楽しむ凧作り教室
　作り方が簡単なダイヤ 凧 を作って凧揚げをします。

だこ

日　時　８月２５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

１６ミリフィルム映画鑑賞会
　「ホタル」（２００１年／日本／カラー／主演　高倉 健）を１６ミリ
フィルムで上映します。
日　時　８月１９日（日）・２１日（火）午後２時～４時
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
定　員　各１５０人（先着順）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　視聴覚ライブラリー　1０４２－７５３－２４０１

講座・教室 申し込み　直接か電話で同プールへ

費　用対 象・定 員（申込順）時　間日にち講座・教室名

４００円１５歳以上の人（中学生を除く）＝１５人午前１１時～正午　　　　８月１３日（月）・１４日（火）お 腹 引き締め〈全２回〉
なか

６００円１５歳以上の人（中学生を除く）＝２０人午後２時～３時　　　　８月１５日（水）～１７日（金）シェイプアップ〈全３回〉

各１，０００円
小学校１年生以上の人＝２０人
（小学校３年生以下の人は保護者同伴）午前１０時～午後１時　　８月１８日（土）はじめてのビーズアクセサリー

１８歳以上の人＝２０人午前１０時～正午　　　　８月３１日（金）絵手紙体験

各１，２００円
小学校１～３年生＝１５人午後１時～２時　　　　

８月２１日（火）～２６日（日）enjoyダンス〈全６回〉
小学校４年生～中学校３年生＝１５人午後２時３０分～３時３０分

２００円６０歳以上の人＝２０人午前１１時～正午　　　　９月３日（月）健康エクササイズ

さがみはらグリーンプールの催し お問い合わせ　さがみはらグリーンプール
〒２５２－０２４２　中央区横山５－１１－１　1０４２－７５８－３１５１

秋季水泳教室

申し込み費　用定　員
（抽選）対　象時　間日にち教室・クラス名

往復はがき（１枚１教室）
に住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、
教室・クラス名を書いて、
８月１０日（必着）までに
同プールへ

各２，０００円

７人

３歳以上の
未就学児午後４時～５時

９月４日～１０月２３日火曜日

幼児
〈全８回〉

３人９月５日～１０月２４日水曜日

５人９月１４日～１１月９日
（１０月１２日を除く）金曜日

Ａ＝２人　Ｂ＝３人

小学生Ａ＝午後５時～５時５０分
Ｂ＝午後６時～６時５０分

９月４日～１０月２３日Ａ＝水慣れ～
クロール

Ｂ＝背泳ぎ・
平泳ぎ・

　　バタフライ

火曜日
小学生
〈全８回〉 Ａ＝７人　Ｂ＝２人９月５日～１０月２４日水曜日

Ａ＝４人　Ｂ＝８人９月６日～１０月２５日木曜日

直接、受講証（持ってい
る人）か、縦３㎝ ×横 
２．５㎝の写真（初めて同 
プールの教室に参加する
人）を持って、同プール
へ

２０人中学生・高校生午後６時～７時９月１４日～１１月９日（１０月
１２日を除く）の毎週金曜日中高生〈全８回〉

各５，０００円

２０組
おむつが取れている
２歳以上の未就学児
とその保護者

午前１１時～正午９月６日～１０月２５日の
毎週木曜日親子〈全８回〉

各３０人１８歳以上の人

午後１時～２時

９月４日～１０月２３日の
毎週火曜日

クロール

成人
〈全８回〉

バタフライ

スイム１０００

９月５日～１０月２４日の
毎週水曜日

平泳ぎ

背泳ぎ

はじめてクロール

午後６時～７時９月１４日～１１月９日（１０月
１２日を除く）の毎週金曜日

クロール

背泳ぎ

各７，０００円
（中学生以下
の人３，５００円）

３０人小学生以上で
２５ｍ以上泳げる人

午後６時～７時３０分９月１日・２９日、１０月６日・
２０日・２７日、１１月３日・１０日
の土曜日

初心者・初級飛び込み
〈全７回〉 ２５人午後７時３０分～９時中・上級

小原宿本陣の発掘調査見学会
　敷地内で行っている発掘調査の現場を公開します。調査
員による解説もあります。
日にち　８月１８日（土）〈雨天中止〉
時　間　午前１０時～午後４時（解説は午前１１時、午後２時）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

After the War
― 隆盛する戦後の欧米版画展

　２０世紀後半の美術を華やかに彩った、アメリカとヨーロッパの版画
約１３０点を紹介します。
期　間　８月４日（土）～９月２３日（日）
時　間　午前１０時～午後５時（土・日曜日、

祝日は午後５時３０分まで）
※入場は閉館時間の３０分前まで
会　場　町田市立国際版画美術館
　　　　（町田市原町田４－２８－１）
観覧料　６００円（大学生・高校生・６５歳以上

の人３００円、中学生以下の人は無料）
※８月４日は無料
休館日　月曜日（９月１７日を除く）、９月１８

日（火）
お問い合わせ

町田市立国際版画美術館
1０４２－７２６－２７７１

ロイ・リキテンスタイン
「船上の少女」１９６５年
スクリーンプリント

○C Estate of Roy Lichtenstein, 
New York & JASPAR, Tokyo.２０１２

図書館のおはなし会　　対　象＝小学生　※希望者は直接各会場へ

お問い合わせ定　員
（先着順）会　場日　時催し名

相模大野図書館
1０４２－７４９－２２４４１５０人相模大野図書館８月８日（水）

午後２時～３時
夏のこわい
おはなし会

市立図書館
1０４２－７５４－３６０４８０人市立図書館

（中央区鹿沼台）
８月１７日（金）

午後３時３０分～４時１５分
夏の大きな
おはなし会

橋本図書館
1０４２－７７０－６６００２０人ミウィ橋本５階

コミュニティルーム
８月２２日（水）

午後４時～４時４５分
夏のおはな
し大会　　

町田市 

法政クラブスポーツ教室
費　用対　象時　間日にち教室名

小・中学生
　　＝６，０００円
高校生以上
　　＝８，５００円

１泳法以上が５０ｍ以上
泳げる
○小・中学生
○高校生以上の人

午前９時３０分
　～１０時３０分

１０月１３日、１１月１７日、
１２月１５日、平成２５年１
月１９日の土曜日

スイミング
〈全４回〉

小・中学生
　　＝８，０００円
高校生以上
＝１万６，０００円

小学生午前９時３０分
　～１０時５０分１０月２７日～１２月１５日の

毎週土曜日
バドミントン
〈全８回〉 中学生以上の人午前１１時～　

午後０時２０分

会　場　法政大学総合体育館（町田市相原町４３４２）　　定　員　各２０人（申込順）
※申込方法など詳しくは、各教室開始日の１週間前までに同クラブへお問い合わせください。

お問い合わせ　法政クラブ　1０４２－７８３－２７２０

相模原ごみ DE  7  1 大作戦
で な い

日にち　
○８月１７日（金）
　ペットボトルを利用して簡単な手作
り顕微鏡を作ってみよう
○８月１８日（土）
　家庭から出た食用廃油で 石  鹸 やエコ

せっ けん

キャンドルを作ってみよう
時　間　午前１０時～正午
会　場　環境情報センター
対　象　小学生とその保護者＝各１５組（申込順）
申し込み　電話で８月１６日までに麻溝台環境事業所（1０４２

－７４７－１２４１）へ

銀河アリーナの催し お問い合わせ　銀河アリーナ　1０４２－７７６－５３１１

費　用対象・定員（申込順）時　間日にち教室名

１，０００円小学生以上の人＝３０人午前１０時～正午８月１８日（土）①樹脂粘土の
クローバー作り

４，０００円小学生＝３０人午前１０時～１１時４５分８月２１日（火）～２５日（土）②ジュニア水泳〈全５回〉
５，０００円

１８歳以上の人＝各２０人
午前１０時～１１時３０分９月６日～１１月１５日の毎週木

曜日（１０月２５日を除く）
③ピラティス〈全１０回〉

４，５００円午後３時～４時３０分④練功十八法〈全１０回〉
申し込み　①直接か電話で１５日までに、②～④往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、教

室名を書いて８月②８日③④１５日（必着）までに、同所（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６）へ

北総合体育館の教室〈全８回〉
定員（抽選）時　間日にち教室名

４０人午前９時３０分
　～１１時３０分

９月８日～１１月３日の毎週土曜日
（１０月２０日を除く）弓道

５０人９月１４日～１１月２日の毎週金曜日バドミントン
対　象　１５歳以上の人（中学生を除く）
費　用　１回２００円（６５歳以上の人１００円）
申し込み　往復はがき（１枚１教室）に住所、氏名、年齢、電話番号、教室名を

書いて、８月１５日（必着）までに同館（〒２５２－０１３４　緑区下九沢２３６８－１ 
1０４２－７６３－７７１１）へ

夏休みジュニアボウリング教室
日にち　８月２７日（月）・２８日（火）
時　間　午前１０時～午後０時３０分
会　場　相模ファーストレーン（1０４２－７５５－１０８８） 

　相模原パークレーンズ（1０４２－７５５－１１１０）
　南橋本ボウル（1０４２－７７１－８８６８）

対　象　市内在住か在学の小・中学生
定　員　各２０人（申込順）　　費　用　各１，０００円
申し込み　直接か電話で各会場へ

中級テニス教室
日にち　９月１７日（祝）〈予備日９月２３日（日）〉
時　間　午前９時～午後４時２０分
会　場　淵野辺公園テニス場
対　象　市内在住か在勤・在学の高校生以上の人

でテニス歴おおむね３年以上の人
定　員　７０人（抽選）　　費　用　４，５００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、
「中級テニス教室」と書いて、８月３０日（必
着）までに市体育協会へ

初級・中級水泳教室〈全１０回〉

会　場　さがみはらグリーンプール
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人
費　用　６，０００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、クラス名を書いて、８月
１４日（必着）までに市体育協会へ

あじさいカップテニストーナメント

（一般・小学生シングルス）
日にち　９月２９日～１０月１４日の毎週土・日曜日
時　間　午前９時
会　場　淵野辺公園テニス場ほか
対　象　市内在住か在勤・在学、市内テニスクラ

ブに在席している人
費　用　４，０００円（小学生１，０００円）
※申し込み方法など詳しくは、市テニス協会ホー
ムページをご覧ください。

市ダンススポーツ競技大会（市長杯争奪）
日　時　９月３０日（日）午前１０時～午後６時
会　場　総合体育館　　
参加費　１区分２，０００円から
申し込み　市体育協会にある申込用紙を９月３日

（必着）までに市ダンススポーツ連盟へ

市体育協会からのお知らせ

定　員
（抽選）時　間日にちクラス

８０人午前１０時
　～正午

９月４日～１１月６日の
毎週火曜日午前

６０人午後７時
　～９時

９月５日～１１月７日の
毎週水曜日夜間

都市整備公社設立５０周年記念事業

８月５日（日）プール感謝デー

小原宿本陣

ペットボトルで
作った顕微鏡

日にち　８月２３日（木）　　会　場　相模原麻溝公園競技場
対　象時　間コース

小学校１・２年生とその保護者午前８時３０分～１０時①

小学校３～６年生とその保護者午前１０時３０分～正午②
定　員　各１０組（申込順）　　費　用　各５００円
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、全員の氏名（ふりがな）・

年齢・学年・性別、電話番号、①か②、「かけっこレッスン」と書い
て同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asa 
mizo-stadium@dream.jp）へ

運動会親子かけっこレッスン

市体育協会　〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　けやき会館内
1０４２－７５１－５５５２　HP http://www.jade.dti.ne.jp/�  taikyo/
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

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

平和を願って黙とうを平和を願って黙とうを

　世界恒久平和と戦争犠牲者の冥
福を祈り、黙とうをお願いします。

問 地域福祉課

市慰霊塔への戦没者の合祀市慰霊塔への戦没者の合祀

日 １０月６日（土）
申  合  祀 を希望するご遺族は戦没者

ごう し

の写真等を持って、８月３１日までに
地域福祉課（1０４２－７６９－９２２２）へ

緑区区民会議緑区区民会議

日時 ８月１０日（金）午後２時３０分～４時
会  杜 のホールはしもと多目的室

もり

傍聴席　２０席（抽選）
※傍聴希望者は午後２時１０分～２
時２５分に直接会場へ
問 緑区役所地域政策課（1０４２－
７７５－８８０１）

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 ８月１２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

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、８月２０日までに各会場へ
問 資源循環推進課

福祉有償運送運営協議会福祉有償運送運営協議会

　ＮＰＯ法人などが登録申請する
際の輸送の必要性や条件等を協議
日時 ８月２２日（水）午前９時３０分
会 ウェルネスさがみはら
※傍聴希望者は直接会場へ
問 障害福祉課

建物の耐震巡回相談建物の耐震巡回相談

日 ８月１５日（水）　会 橋本公民館
時 午後１時３０分～４時３０分
※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

ふじの体験の森やませみふじの体験の森やませみ

１１１１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

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）

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

　１０月まで平日に空きあり
申 随時受け付け
１１月分の抽選申し込み　さがみは
らネットワークシステムか商業観
光課、各まちづくりセンター・出
張所・公民館にある申込書を８月
１０日までに各施設へ。抽選後の空
き室の申し込みは８月２１日から電
話で①7０１２０－９８８－５４７②1 

０２６７－５５－６７７６へ
１１月の休館日　①１２日（月）・１３日
（火）②７日（水）・２０日（火）・２８日（水）
②日～金曜日は特別料金で宿泊で
き、地域の特産品をプレゼント

変更 本紙７月変更　本紙７月１５１５日号日号７㌻掲７㌻掲載の載の

ひかり祭り 入場料ひかり祭り　入場料

　入場料を次のとおり変更します。
（変更前）３，０００円
（変更後）一般＝３，５００円、市内在
住か在勤・在学の人＝３，０００円
※いずれも３日間通し料金
問 同祭り実行委員会の小田嶋さん
（1０８０－３４４８－６０９０）

介護予防推進課の非常勤保健師介護予防推進課の非常勤保健師

　介護予防に関する保健指導など
勤務　月～金曜日の午前９時３０分
～午後４時（勤務日時は応相談）
賃金　時給１，７６０円
対 保健師の免許がある人＝若干名
申 電話で介護予防推進課（1０４２－
７６９－９２４９）へ

就学時健康診断事務補助員就学時健康診断事務補助員

　１０月～１２月に行う来年度小学校
入学予定者の健康診断の事務補助
賃金　時給８８５円
申 学校保健課（1０４２－７６９－８２８３）
へ電話連絡のうえ、履歴書（写真
貼付）を持って、８月２０日（月）
＝津久井総合事務所第１会議室、
９月３日（月）＝市役所会議室棟
第２会議室、９月５日（水）＝市
南区合同庁舎３階講堂へ
※時間はいずれも午前１０時～正午

市医師会の常勤事務職員市医師会の常勤事務職員

対 平成２１年４月～２５年３月末に４
年制大学を卒業したか卒業見込み
で、普通自動車運転免許がある人
申 履歴書（写真貼付）を直接（土・
日曜日を除く）か郵送で、９月３
日までに同会総務課（〒２５２－０２３６ 
中央区富士見６－１－１　1０４２－
７５５－３３１１）へ

リサイクルフェア２０１２のリサイクルフェア２０１２の

フリーマーケット出店者フリーマーケット出店者

日 １０月２１日（日）〈雨天中止〉
時 午前１０時～午後３時
会 相模原麻溝公園　費 １，０００円
対 市内在住の人＝５８人（抽選）
※業者の出店、飲食物（缶詰など
を含む）・手作り品・生き物・電
化製品・大型家具、会場内等で仕
入れた物品の販売不可
※１人１区画（３ｍ×２ｍ）
申 往復はがき（１世帯１枚）に住
所、氏名（ふりがな）、電話番号、
販売品目、「フリーマーケット出
店希望」と書いて、８月１５日まで
に同フェア実行委員会事務局（資
源循環推進課内　〒２５２－５２７７　中
央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９
－８２４５）へ

みどりのカーテン自慢コンテストみどりのカーテン自慢コンテスト

対 市内で栽培をした人〈一般の部・
団体の部（事業所など）・公共施
設の部（保育園、幼稚園を含む）〉
申 郵送かＥメールに住所、氏名、
電話番号、「カーテン自慢」と書
いて、写真（Ｅメールの場合は写
真データを添付）を８月３１日まで
に市みどりの協会（〒２５２－０３２８
南区麻溝台２３１７－１　Ｅ info@ 
sagamihara-green.or.jp　1０４２ 
－７７７－２８６０）へ

さがみはら環境まつりのさがみはら環境まつりの

ボランティアボランティア

　９月３０日（日）に環境情報センタ
ー等で行う同まつりのボランティア
対 高校生以上の人＝１００人（申込順）
申 電話か、ファクス、Ｅメールに
住所、氏名、電話番号、学校名、
学年を書いて９月１０日までに同セ
ンター（1０４２－７６９－９２４８　6０４２
－７５１－２０３６　Ｅ kankyo@eic-
sagamihara．jp）へ
※募集要領は同センターホームペ
ージからご覧になれます。

２０１２市民平和のつどい２０１２市民平和のつどい

「「平和・平和・原爆ポスター展」原爆ポスター展」

問 渉外課

市文化協会祭市文化協会祭

文芸展示
　短歌、茶会、囲碁・将棋など
日 ８月１７日（金）～１９日（日）
時 午前１０時～午後５時（１７日は午
後１時から、１９日は午後４時まで）
芸能発表
　洋舞、民謡、マジック、太鼓など
日時 ８月１９日（日）正午～午後５時

◇　　　◇
会 あじさい会館
※観覧希望者は直接会場へ
問 同協会の小山内さん（1０４２－７５６
－４１９４）

お知らせ 募　　集 

１１月３日（祝）～４日（日）
１０日（土）～１１日（日）
１７日（土）～１８日（日）
○２３日（祝）～２５日（日）

※○印は、２泊３日、１泊
２日のどちらも利用可

（
日
帰
り
利
用
も
可
）

宿
泊
利
用
日

宿泊利用（抽選）
８月１０日まで

宿泊利用空き室（申込順）
８月２１日から

日帰り利用（申込順）
８月１日から

申
込
期
間

施設のお休み

環境情報センター
日 ８月１２日（日）・１６日（木）
問 同所（1０４２－７６９－９２４８）

時　間日にち
午前８時１５分８月６日（月）広島
午前１１時２分８月９日（木）長崎

正午８月１５日（水）終戦

会　場日にち

市南区合同庁舎１階８月２日（木）
　～１５日（水）

シティ・プラザ
はしもと内６階

８月３日（金）
　～９日（木）

あじさい会館８月４日（土）
　～１７日（金）

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
　

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

津久井日帰り観光体験ツアー津久井日帰り観光体験ツアー

　酒まんじゅうの製造体験など
日 ９月１日（土）、１０月６日（土）
時 午前１０時～午後４時
集合場所　伊勢丹相模原店前、市
役所、橋本駅南口のいずれか
定 各２５人（申込順）
費 各４，２００円（昼食代等を含む）
※申し込み方法など、詳しくはお
問い合わせください。
問 津久井湖観光センター（1０４２－
７８４－６４７３）

ニローネニローネＢＢ ＢＢ まつりまつり
ブルーベリー

　ブルーベリーの摘み取りとジャ
ム作り体験、特産品販売など
日時８月４日（土）午前９時～午後
３時（受け付けは２時まで）
会 オギノパン駐車場（緑区長竹
２８４１）ほか
費 摘み取り５００円（小学生以下２００
円）、ジャム作り２００円（材料費）
※希望者は直接会場へ
問 津久井経済観光課（1０４２－７８０
－１４１６）

県立相模原公園の催し県立相模原公園の催し

①園芸教室「失敗しない秋やさい
の作り方」
日 ８月１９日（日）
時 午後１時３０分～３時３０分
対 小学生以上の人＝４０人（申込順）
②自然観察会「セミの生態を詳し
く知ろう」
日時 ８月２５日（土）午後１時～３時
定 ４０人（申込順）
費 ３００円（小学生以下は無料）
③夏休み子ども大会
　竹細工の体験、ヨーヨー釣りなど
日時８月５日（日）午前１０時～午後３時
サカタのタネグリーンハウスの催し
④子ども観客のための企画展
　連続写真等で学ぶ動画の仕組み
日 ８月７日（火）～１９日（日）
※８月１３日（月）は休館
時 午前９時３０分～午後４時３０分
⑤「コオロギ相撲」の文化体験と
自然観察会〈全２回〉
日 ９月２日・９日の日曜日
時 午後２時３０分～４時　費 ５００円
対 小学生以上の人＝３２人（申込順）

◇　　　◇
申 ①②⑤電話で同公園へ
問 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

子ども自然体験キャンプ子ども自然体験キャンプ

　野外炊事やキャンプでの宿泊など
日 ９月１５日（土）～１７日（祝）〈２
泊３日〉
会 ふじの体験の森やませみ
対 市内在住の小学校４～６年生
定 ３６人（抽選）　費 ５，０００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、「子ども自然体
験キャンプ」と書いて、８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  Ｅ 
info@sagami-nf．net　1０９０－
４５４７－９０７６）へ

さがみはらさがみはら国際交 国  際  交 流流
こく さい こう

   ラウンジのラウンジの
りゅう

催 催 しし
もよお

カナダ 人  国  際  交 
じん こく さい こう

 流 員
りゅう いん

   と 一  緒 に
いっ しょ

カナダ 文  化 を
ぶん か

 英 語
えい ご

   で 楽 しく 学 ぼう！
たの まな

日時 ８月   ２６ 日 （
がつ にち

 日 
にち

） 午 前   １０ 時 ～
ご ぜん じ

 正 
しょう

 午 
ご

対  市  内  在 
し ない ざい

 住 
じゅう

か 在  学 の
ざい がく

 小 
しょう

 学  校 １～３
がっ こう

 年  生 ＝２０ 人 （
ねん せい にん

 抽 
ちゅう

 選 ）
せん

カナダ 人  国  際  交 
じん こく さい こう

 流 員
りゅう いん

   と 一  緒 に
いっ しょ

 英 語   でスイーツを作   ろう！
えい ご つく

日 ８月   ２８
がつ

 日 
にち

（ 火 ）
か

時  午 
ご

 後 １
ご

 時 ３０
じ

 分 ～３
ぷん

 時 ３０
じ

 分 
ぷん

会  大  野  北  公  民  館 　費 ３
おお の きた こう みん かん

００ 円 （ 材 
えん ざい

 料 
りょう

 費 ）
ひ

対  市  内  在 
し ない ざい

 住 
じゅう

か 在  学 の
ざい がく

 小 
しょう

 学  校 ４～６
がっ こう

 年  生 ＝２０ 人 （
ねん せい にん

 抽 
ちゅう

 選 ）
せん

◇　　　◇
申  電  話 で８月

でん わ

   １３
がつ

 日 
にち

までに 同 ラウン
どう

ジ（1０４２－７５０－４１５０）へ

発見しよう！まちの中の小さな自然発見しよう！まちの中の小さな自然

　自然観察指導員と一緒に植物や
生き物を観察
日 ８月１５日（水）〈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、直接会場へ
問 同センター（1０４２－７６９－９２４８）

ソレイユさがみの催しソレイユさがみの催し

女性のための個別キャリアカウン
セリング
日時 ８月２４日（金）午前９時・１０時３０分
定 各１人（申込順）
女性のための心とからだの健康相談
日 ８月２５日（土）
時 午後１時３０分・２時３０分
定 各１人（申込順）

男の腕まくり「料理の基本のワザ
を身につける」
　肉じゃが、キュウリのザーサイなど
日時 ９月１日（土）午前１０時～午後１時
定 ３０人（申込順）
費 ５５０円（材料費・保険料）
イライラ・もやもやスッキリ！
ハーブでセルフケア～月経前のス
トレスを軽くするヒント～
日時 ９月９日（日）午前１０時～正午
対 女性＝２０人（申込順）　費 ５００円

◇　　　◇
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）

旧石器ハテナ館の体験教室勾玉作り旧石器ハテナ館の体験教室 勾玉作り

日時 ８月１９日（日）午後２時～４時
対 小学生以上の人＝３０人（申込順）
費 ３００円（材料費）
申 電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

ふれあい万華鏡作り教室ふれあい万華鏡作り教室

　ビーズや和紙を使い万華鏡作り
日時 ８月１９日（日）午前１０時～正午
会 老人福祉センター渓松園
対 市内在住の６０歳以上の人とその
孫（小学生）＝８組（申込順）
費１個１，２００円
申 直接か電話で８月１８日までに同
園（1０４２－７６１－９２９１）へ

ふれあい童謡教室〈全１０回〉ふれあい童謡教室〈全１０回〉

日時 ９月４日～１１月６日の毎週火曜
日午前１０時～１１時３０分
会 新磯ふれあいセンター
対 市内在住の６０歳以上の人
定 ４０人（申込順）　費 ２，０００円
申 直接か電話で同センター（1０４６
－２５５－１３１１）へ

みどりの講習会「藤田 智の夏かみどりの講習会「藤田　智の夏か

ら始めるプランターで野菜作り」ら始めるプランターで野菜作り」

日時 ９月９日（日）午前１０時～正午
会 サン ･エールさがみはら
定 ５０人（申込順）　費 ５００円
申 電話で市みどりの協会（1０４２－
７７７－２８６０）へ

催 し

仲 間

（敬称略）読者のひろば

講演・講座 

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼ダンスパーティー　８月１３日（月）・
１８日（土）・２７日（月）午後１時～
４時、サン・エールさがみはら。費
用各６００円　�問 小沼（1０９０－８７４０－
７５８０）
▼相模原地区障害児・者作品写真展
８月２４日（金）～２６日（日）午前１０
時～午後８時、イオン相模原店１階
（南区古淵）　�問 佐藤（1０４２－７７７
－０１１１）
▼上南高ＳＦＰ三大学連携シンポジ
ウム「私たちが守る地域・地球の環境」
８月２５日（土）午後１時３０分～４時、
上溝南高校。定員１００人（先着順）
�問 田口（1０４２－７７８－１６１４）
▼教養講座「東海大学医学部腎・代
謝内科学　谷亀光則准教授のメタボ
リックなんて怖くない！」　９月８
日（土）午前１１時～正午、ラポール
千寿閣（南区上鶴間本町）。定員５０
人（先着順）　�問 今泉（1０９０－９０１９
－２９７９）
　　　　　　　会費などは個別にお問い

合わせください。
▼料理　毎月第２日曜日午前１０時、
上溝公民館。対象は男性　�問  迫 （1 

さこ

０４２－７５９－３７５６）
▼社交ダンス　月３回水曜日午後１
時３０分、サン・エールさがみはらほ
か。対象は女性　�問 堀内（1０４２－７７４
－２００７）
▼スクエアダンス　月３回日曜日午
後１時３０分、サン・エールさがみは
ら　�問 小方（1０９０－３４７２－８６０８）
▼リズム＆ストレッチ体操　月３回
木曜日午前１０時、中央公民館ほか。
体験可　�問 能條（1０４２－７３３－１１３２）
▼英会話　毎週土曜日午前９時３０分、
大野北公民館ほか。対象は中級をめ
ざす人　�問 永井（1０４２－７８３－３７２４）
▼ダンス　毎週火曜日午後７時３０分、
横山公民館。初心者歓迎　�問 遠藤（1 

０９０－７１９７－８５８４）
▼カラオケ　毎週火曜日午後２時、
サン・エールさがみはら。対象は女
性。見学可　�問 中谷（1０９０－４２０４－
４４５８）

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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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。

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

相模川ふれあい科学館の催し

定員（先着順）会　場キックオフ日にち

４００席南市民
ホール

午前１時
（開場０時）か、
午前３時４５分
（開場３時）

８月７日（火）

準決勝戦
※グループステージの
結果により、時間が
変わります。

８００席市民会館

午後９時
（開場８時）８月９日（木）３位決定戦

※準決勝で負けた場合
午前３時４５分
（開場３時）８月１０日（金）決勝戦

※準決勝で勝った場合

ご注意ください
○なでしこジャパンが準決勝に進出せず、敗退した場合は実施しません。
○実施状況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。
○未成年者は保護者同伴でお越しください。
○駐車場に限りがあるため、乗り合わせやその他の交通機関でご来場ください。
○ホール内は飲食できません。
お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７（午前８時～午後９時）

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５時（８月２５日は午後７時まで）
入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）

８月は
無休

　ロンドンオリンピック体操競技日本代表の
内村航平選手や田中理恵選手をはじめ、トッ
プ選手が技を競います。
日にち　９月１５日（土）～１７日（祝）※トップ選手は１７日に出場
会　場　総合体育館
費　用　１，０００円（チケット代、１７日のみ）※１５日・１６日は無料
※チケットは８月１７日（金）午前８時３０分から総合体育館、北総合
体育館で販売（各１５０枚、１人２枚まで・先着順）します。

※当日券あり（総合体育館のみ）
※時間など詳しくは決まり次第、市ホームページでお知らせします。

お問い合わせ　総合体育館　1０４２－７４８－１７８１

フィールドミュージアム企画
相模川探検隊
　県水産技術センター内水面試験場などの見学や、生物観察会をしながら
相模川流域を散策します。
日にち　８月２１日（火）　　対　象　小学生以上の人＝２０人（申込順）
相模原探検隊
　バスで宮ヶ瀬ダムや津久井湖記念館などを巡ります。
日にち　８月２２日（水）　　定　員　２５人（申込順）

時　間　午前９時３０分～午後４時３０分　　費　用　各３００円
集　合　相模川ふれあい科学館　　　　　申し込み　電話で同館へ

ふふれれああいい科科学学館館感感謝謝月月間間！！
　相模川ふれあい科学館はリニューアルのため９月１日から平成２６年３月
中旬までお休みします。日頃の感謝を込めて８月はイベントがいっぱい！

８月３１日（金）まで

写真と生きもので 綴 るふれあい科学館
つづ

　開館から今までを、写真や人気のあった生き物で振り返ります。
展示生物　クラゲの仲間、サメの仲間など

マンスリー水槽
　今年度のテーマは『飼育係は　この生きものが好き！！』。
展示生物　スッポンモドキ

夏休みの宿題お助け企画「元気にそだて！　タナゴっち！！」
　希少魚類タナゴの仲間が卵から成長していく
様子を観察できます。

８月１１日（土）～１３日（月）
シーズンフェア夏
模擬店出店　午前１０時から
ミニＳＬ乗車会　午前１０時～午後４時（１３日は午後３時３０分まで）
　※同館の入館券で乗車できます。
ザリガニ釣り　午前１０時から　※１５分交代制 
　定　員　各回１０人（先着順）　　費　用　１回１００円

８月２５日（土）・２６日（日）
ありがとう　またね！　ペンギンのお散歩タイム
時　間　午前１１時、午後１時・３時　※各１５分

さよなら　またね！　カード配布
　リニューアル後、このカードを持って来場すると、
記念品がもらえます。
配布枚数　５，０００枚　※１人１枚

タナゴのし魚

相相模模川川ふふれれああいい科科学学館館出出張張イイベベンントト
カカブブトトムムシシ・・ククワワガガタタととミミニニ水水族族館館がが伊伊勢勢丹丹相相模模原原店店にに登登場場！！

みんな大好き！カブトムシ・クワガタ大集合！みんな大好き！カブトムシ・クワガタ大集合！
期　間　８月１５日（水）～２０日（月）
時　間　午前１０時～午後７時（２０日は午後４時まで）
会　場　伊勢丹相模原店本館６階こども広場

 関連イベント 
おさかな帽子を作ろう！
日　時　８月１５日（水）午前１１時、午後２時
定　員　各２０人（先着順）
生きものに触ってみよう！「タッチプール」
日にち　８月１８日（土）・１９日（日）
時　間　午前１１時～午後１時、午後２時～４時

お問い合わせ　伊勢丹相模原店　1０４２－７４０－１１１１

ザリガニにタッチ！

希望者は
直接会場へ

希望者は
直接会場へ

　本市在住の岩清水 梓選手が選出されている、
なでしこジャパンを応援しよう。来場者には応援
グッズをプレゼントします。

２０１２全日本社会人体操競技
選手権大会を開催

内
村
航
平
選
手

がんばれがんばれ
岩清水選手岩清水選手

ロロンンドドンンオオリリンンピピッッククササッッカカーー日日本本女女子子
パパブブリリッッククビビュューーイインンググをを開開催催

みみんなでなでしこジャパンをんなでなでしこジャパンを
応援しよう応援しよう

会いに
来てね

幽玄の世界幽玄の世界　相模原薪能相模原薪能
日　時　８月１６日（木）午後６時３０分～８時３０分
会　場　相模女子大学グラウンド（南区文京）
※悪天候時はグリーンホール相模大野にて実施
演　目　能「天鼓」ほか
※観覧希望者は直接会場へ（入場整理券は不要）
※予約席あり（２００席、１席５００円）。８月３日（金）午前１０時から
グリーンホール相模大野、市民会館、 杜 のホールはしもと各チケ

もり

ットカウンター窓口で販売（１人２枚まで、先着順）。
お問い合わせ　市民文化財団　1０４２－７４９－２２０５
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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

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９月２４日（月）
赤ちゃん
セミナー

○ウ９月２８日（金）

　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

○橋
９月１１日（火）
　　１８日（火）
　　２５日（火）

ハロー
マザークラス
〈全３回〉

○7 

　「子育てに向いていない」「子どもが
かわいく思えない」等感じているお母さ
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８月８日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

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　８月２２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　電話で精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

（相談員）

　健康や育児の相談
※希望者は直接会場へ（電話
相談も可）
※○津○湖○藤○城は来庁相談のみ
お問い合わせ　○8 ○9 ○１０ 

○橋
○ウ
○南

午前８時３０分
　～午後５時
（祝日を除く）

月～金曜日

健康相談
電話相談
（保健師）

○津月・木曜日

○湖火曜日

○藤水曜日

○城金曜日

○9 
　生活習慣病予防のための体
脂肪率の測定や個別相談
定員　各５人（申込順）

○ウ
午前９時
　　９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分

９月４日（火）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士） 

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

○橋午後２時
　～４時

８月４日（土）

エイズ等の
検査・相談

８月１８日（土）

○ウ午前９時
　～１１時

８月７日～
　　２８日の 
毎週火曜日

○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８月１５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８月１６日（木）

思春期・
ひきこもり
特定相談

○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）

午前１０時
　～正午８月２１日（火）

みんなの
アルコール
相談

○4 
　専門医による認知症につい
ての相談
定員　２人（申込順）

○南午前１０時
　～正午８月２３日（木）高齢者

認知症相談

※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　　８月１６日（木）くすりの

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　２５人（申込順）

○ウ

午前１０時
　～正午９月５日（水）ソフト

エアロビクス

　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

午後１時１５分
　～４時１５分９月６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。

○9 

　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２５人（申込順）
費用　各７００円

○ウ

午前９時４５分
　　１０時１５分
　　１０時４５分
午後１時３０分
２時

９月１０日（月）

骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー

●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

トイレトレーニングセミナー

　子どもに無理をさせない「おむつはずれ」の進め方などについてお話します。
日にち　８月２６日（日）
時　間　午前１０時３０分～１１時３０分、午後１時～２時
会　場　伊勢丹相模原店（南区相模大野）　　定　員　各２０組（申込順）
申し込み　電話でこども青少年課（1０４２－７６９－９８１１）へ

子育て広場
たんと
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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。

元気高齢者向け筋力向上トレーニング教室〈全１２回〉
　専属トレーナーが、体操や機器を用いた筋力トレーニングなどを指導します。

費　用電話番号会　場時　間日にち

６，０００
円

1０４２－７８０－７９７７
（午前８時３０分～
午後５時）日曜日
を除く

ほのぼの
サービスセンター
（緑区太井１６５－１）

午後４時
　～５時

９月４日～１０
月１１日の毎週
火・木曜日

①

４，０００
円

1０４２－７７４－６７２５
（午前８時３０分～
午後５時３０分）土・
日曜日、祝日を除く

ワールドウィング町田
アネックス相模原

（中央区清新５－２４－１２）

午後１時
　～２時３０分

９月４日～１０
月１２日の毎週
火・金曜日

②

６，０００
円

1０４２－７７５－６６００
（午前９時３０分～
午後１０時）金曜日
を除く

スポーツクラブ
ルネサンス橋本

（緑区橋本３－３－１）

午後２時３０分
　～４時

９月６日～１１
月２２日の毎週
木曜日

③

３，６００
円

1０４２－７７１－７３３３
（午前１０時～午後
５時）８月１１日～
１７日を除く

相模原
ドルフィンクラブ

（緑区橋本１－４－１）

午前１１時～
午後０時３０分

９月１４日～１０
月２３日の毎週
火・金曜日

④

対　象　市内在住の６５歳以上で、運動に支障がない人＝各１０人（抽選）
申し込み　電話で８月①２０日②２４日③３０日④３１日までに各会場へ

急病などで困ったときは （電話番号をよく確かめて）
相模原救急医療情報センター　1０４２－７５６－９０００
　平日　午後５時～翌朝９時　　土曜日　午後１時～翌朝９時
　日曜日・祝日・年末年始　午前９時～翌朝９時
※診療可能な医療機関を案内。医療相談・歯科案内は行いません。
※８月９日（木）～１７日（金）は、２４時間案内します。

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

食中毒にご注意を
　食中毒が発生しやすい時期です。調理前の手洗いや、食品を十分に加熱
するなど衛生的な調理を行いましょう。食の安全性確保のため、スーパー
マーケットなどを中心に「夏期食品総点検」を８月３１日まで行います。

お問い合わせ
生活衛生課　1０４２－７６９－９２３４　同課津久井班　1０４２－７８０－１４１３

食中毒予防キャンペーン

会　場時　間日にち

橋本・古淵・相模大野の大型店など午後２時３０分
　～３時３０分８月８日（水）

城山地区・藤野地区のスーパーなど午後３時　　
　～４時３０分 津久井地区・相模湖地区のスーパーなど８月９日（木）

体験！発見！すぐ実践！
明日を変えるプロジェクト〈全２回〉

　血管・カラダ年齢や運動量の測定、生活習慣病予防について学びます。
日　時　８月３１日、９月７日の金曜日午後２時～４時
会　場　市民健康文化センター　　対　象　市内在住の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

生活習慣病
予防教室

どうすれば下がる？血糖値〈全３回〉  会　場　南保健福祉センター
内　容対　象時　間日にち

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

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当
する人＝１０人程度（選考）
①空腹時血糖値が１００～１２５㎎／dl
②HbA1cが５．２～６．０％
③検査値が①または②よりも高い人で、医師の
許可がある
※内服治療をしている人は医師の許可が必要

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分～ 
正午は公開講座○Ｃ 

１０月１日（月）

午前１０時～正午
１０月９日（火）

１１月２日（金）

申し込み　電話で８月２２日までに南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

下がる？下げたい！高血圧〈全３回〉 会　場　ウエルネスさがみはら
内　容対　象時　間日にち

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

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

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分～ 
正午は公開講座○Ｂ 

９月１４日（金）

午前１０時～正午
９月２１日（金）

１０月３０日（火）

申し込み　電話で８月２２日までに中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

悪玉コレステロールを下げよう〈全３回〉 会　場　シティ・プラザはしもと
内　容対　象時　間日にち

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

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当
する人＝８人程度（選考）
①中性脂肪が１５０～２９９㎎／dl
②ＬＤＬコレステロールが１２０～１３９㎎／dl
③ＨＤＬコレステロールが３５～３９㎎／dl
④検査値が①または②よりも高いか③よりも
低い人で、医師の許可がある
※内服治療をしている人は医師の許可が必要

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分～ 
正午は公開講座○Ａ 

９月３日（月）

午前１０時～正午
９月１０日（月）

１０月１５日（月）

申し込み　電話で８月２２日までに緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）へ

油脂との賢いつきあい方を知って油脂との賢いつきあい方を知って、、 
毎日の食生活に生かそう毎日の食生活に生かそう

　健康維持や生活習慣病予防のための最新の知識を学びます。
日　時　９月８日（土）午後１時～３時
会　場　麻布大学　　定　員　 ２００人（申込順）
講　師　奥山治美さん（金城学院大学教授）
　　　　鈴木平光さん（女子栄養大学教授）
申し込み　郵送かファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話

番号、「市民公開講座希望」と書いて、８月２４日（必
着）までに日本脂質栄養学会第２１回大会事務局（〒
２５２－５２０１　中央区淵野辺１－１７－７１　16０４２－８５０
－２４９９　Ｅメール fns@azabu-u.ac.jp）へ

市民公開
講座

不活化ポリオワクチンの予防接種
～集団接種はありません～

　生ワクチンから不活性ワクチンへ変更することに伴い、
集団接種から個別接種に変わります。接種方法も、経口接
種（口から飲む）から皮下接種（皮下に注射）に変わります。
対　象　市内に住民登録している生後３か月～７歳６か月

未満の子ども

不活化ポリオワクチン接種回数〈全４回〉

口腔がん検診
　 口  腔 粘膜の状態を検診します。むし歯、歯周病の検診は行いません。

こう くう

日　時　９月９日（日）正午～午後４時（市が指定する時間）
会　場　相模原口腔保健センター（ウェルネスさがみはら内）
対　象　市内在住の４０歳以上の人（今年度受診した人を除く）
定　員　６０人（抽選）　　費　用　５００円
申し込み　はがき（１人１枚）に住所、氏名、生年月日、電話番号、「口

腔がん検診」と書いて、８月１５日（必着）までに健康企画課（〒２５２
－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８３４５）へ

タバコをやめたい人・やめさせたい人のための 

禁煙サポート講座
　禁煙に成功した人の体験談や、タバコ依存度の測定などを行います。
日　時　９月１日（土）午前１０時～正午
会　場　シティ・プラザはしもと　　定　員　５０人（申込順）
申し込み　直接か電話で緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）へ

９月から
無料接種開始

●１～３回目（初回接種）　２０日以上（目安は５６日まで）の間隔で３回接種しましょう。 

●４回目（追加接種）　３回目接種後６か月以降（目安は１年～１年６か月未満の間）
　　　　　　　　に接種しましょう。 

２０日目 ５６日目前回接種日
推奨接種期間推奨接種期間

６か月後 １年後 １年６か月後３回目接種日
推奨接種期間推奨接種期間

無料接種可能期間（～７歳６か月未満）無料接種可能期間（～７歳６か月未満）

無料接種可能期間（～７歳６か月未満）無料接種可能期間（～７歳６か月未満）

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

時　間　午前１０時３０分～正午　　対　象　市内在住か在勤の人＝各５０人（申込順）
申し込み　電話で○Ａ は緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）、○Ｂ は中央保健センター

（1０４２－７６９－８２３３）、○Ｃ は南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

公開講座
会　場内　容日にち

シティ・プラザはしもと悪玉コレステロールを下げよう９月３日（月）○Ａ 
ウェルネスさがみはら下がる？下げたい！高血圧９月１４日（金）○Ｂ 
南保健福祉センターどうすれば下がる？血糖値１０月１日（月）○Ｃ 

予　約　電話で各医療機関へ
※接種できる医療機関は市ホームページの 暮らしの情報 
→ 子育て → 子どもに関する医療・健康 → 子どもの予
防接種 をご覧になるか、お問い合わせください。
※予診票は各医療機関にあります。接種するときは体温計、
筆記用具、母子健康手帳を持参してください。
※生ワクチンを２回接種している人は接種する必要はあり
ません。１回接種している人は３回接種が必要です。
お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７
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