
なでしこジャパン・岩清水 梓選手
ロンドンオリンピック

銀メダル獲得 おめでとう！

　ロンドンオリンピックで日本女子サッカー史上
初となる銀メダルを獲得したなでしこジャパン。 
　本市南区在住の岩清水 梓選手は全試合にフル
出場し、守備の要として大活躍しました。 
　市では、市民に勇気と感動を届けた岩清水選手
の活躍を称え、「相模原市スポーツ特別顕賞」を
贈呈します。 

 今号の主な内容 L I N E U P

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

災害時の適切な行動と日頃からの備え 3
障害者の働きたいを支援 6

▲岩清水 梓選手 
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宇宙こどもワークショップ２０１２ 12

▲決勝戦のパブリックビューイ
　ングの会場となった市民会館
　には、午前３時４５分からの試
　合にもかかわらず約８５０人が
　集まり、熱い声援を送りました 

たた 

「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/

編　集／総務局渉外部広聴広報課  1042－769－8200

8月1日現在（　）は前月との増減

世 帯  308,719世帯　（148増）

市の人口・世帯
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人 口  719,600人　（9増）　
男  361,405人/女  358,195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

■ トピックス ■ 

このほかの自殺対策街頭キャンペーンの内容など、詳しくは２㌻をご覧ください。

お問い合わせ　精神保健福祉センター　1０４２－７６９－９８１８

９月は自殺対策強化月間

** ああななたたににももででききるる““ゲゲーートトキキーーパパーー””のの役役割割 **
気気づづきき

家家族族やや仲仲間間のの変変化化にに気気づづいいてて、、声声ををかかけけるる
大大切切なな人人がが悩悩んんででいいるる、、いいつつももとと様様子子がが違違
ううここととにに気気づづいいたたらら、、一一歩歩勇勇気気をを出出ししてて声声をを
かかけけててみみまませせんんかか。。

つつななぎぎ
早早めに専門家に相談するように促すめに専門家に相談するように促す　　　　
悩　悩んでいる人は混乱して自ら助けを求めるんでいる人は混乱して自ら助けを求める

ことが難しい場合があるので、本人任せにせことが難しい場合があるので、本人任せにせ
ずず相談窓口につなげる手助けがとても重要で相談窓口につなげる手助けがとても重要で
すす。。

傾傾 聴聴
本本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける人の気持ちを尊重し、耳を傾ける　　　　
ま　まずは心配していることを伝え、じっくりずは心配していることを伝え、じっくり

話せる環境を作りましょう話せる環境を作りましょう。。本人を責めたり本人を責めたり、、
安易に励ましたり、相手の考えを否定するこ安易に励ましたり、相手の考えを否定するこ
とは避けましょう。とは避けましょう。

見見守守りり
温温かく寄り添いながら、じっくり見守るかく寄り添いながら、じっくり見守る　　
専門家への相談につながった後も、身近に　専門家への相談につながった後も、身近に

相相談できる人がいれば本人の安心感が大きく談できる人がいれば本人の安心感が大きく
なりまなりますす。。

こころの健康に不安を感じたら
　身近な相談窓口で、こころの病の治療・社会
復帰・生活上の問題などの相談に応じます。
昼間の相談
月～金曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を除く）
午前８時３０分～正午、午後１時～５時
緑障害福祉相談課　　　　　1０４２－７７５－８８１１
津久井保健福祉課　　　　　1０４２－７８０－１４１２
中央障害福祉相談課　　　　1０４２－７６９－９８０６
南障害福祉相談課　　　　　1０４２－７０１－７７１５
夜間の電話相談
月～土曜日（１２月２９日～１月３日を除く）
午後５時～１０時
こころの電話相談　　　　　1０４２－７６９－９８１９

自殺を考えるほどつらいときは
毎週日曜日　午後５時～１０時

（１２月２９日～１月３日を除く）
“いきる”ホットライン
　　　　　（自殺予防専門電話相談）

1０４２－７６９－９８００

年中無休　夜間・休日も電話相談できます
東京自殺防止センター　　　1０３－５２８６－９０９０
〈午後８時（毎週火曜日は午後５時）～午前６時〉
横浜いのちの電話

1０４５－３３５－４３４３〈２４時間〉
川崎いのちの電話

1０４４－７３３－４３４３〈２４時間〉

・・・・・ 一人で悩まずご相談ください ・・・・・
※相談の秘密は守られます

・・・・・ 一人で悩まずご相談ください ・・・・・

　日本では平成１０年以降毎年、自殺者が３万人を超える状態が続いており、昨年の自殺者数

は３万６５１人で、本市でも１６１人もの人が自殺で亡くなっています。

　自殺は、その多くが心身の病気などの健康問題、多重債務などの経済的な問題、過酷な労

働環境や仕事上の問題など、さまざまな要因が複雑に絡み合い「心理的に追い込まれた末の

死」であり、個人の自由な意思や選択の結果ではありません。

　このような状況を踏まえ、市は新たに市自殺対策協議会を設立したほか、世界自殺予防デー

（９月１０日）のある９月を「自殺対策強化月間」として、自殺対策についての啓発活動など

の取り組みを展開しています。

　自殺対策では、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な

支援につなげ、見守る人＝“ゲートキーパー”が大きな役割を果たします。

　“ゲートキーパー”の養成は、効果的な自殺対策の一つとされ、国では

自殺総合対策大綱で目標に掲げています。本市もこれに基づき“ゲートキ 

ーパー“の養成を積極的に行っています。

　大切な人を自殺の危機から救うために私たち一人ひとりができること。

あなたも“ゲートキーパー”の輪に加わりませんか。
自殺対策キャラクター
イラスト：細川貂々
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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。○R

　市では、ゲートキーパー研修を実施するとともに、「自殺対策事業における協力に関する協
定」を締結しているスポーツ４団体（ＳＣ相模原、ブレッサ相模原、三菱重工相模原ダイナ
ボアーズ、ノジマ相模原ライズ）と協力し、さまざまな自殺対策の取り組みを行っています。
　あなたの大切な人を守るために、自殺の現状や対策などを知り、自殺の問題を考えてみま
しょう。

　啓発リーフレットの配布や、自死遺族の
メッセージボードのパネルなどを展示しま
す。

自殺対策啓発コーナー自殺対策啓発コーナー

会　場時　間期　間

シティ・プラザ
はしもと内６階午前８時３０分

～午後１０時

９月３日（月）
　～１４日（金）

南保健福祉
センター９月１７日（祝）

まで ウェルネス
さがみはら

午前８時３０分
～午後７時

会　場時　間
淵野辺駅周辺午前９時～１０時

相模大野駅周辺午後１時～２時

橋本駅周辺午後４時～５時

　自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応
ができる人「ゲートキーパー」の役割について学
びます。
日　時　９月２６日（水）午後２時～４時
会　場　市民会館
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝８０人（申込順）
申し込み　電話で９月３日から精神保健福祉セン

ターへ

ゲートキーパー研修ゲートキーパー研修

ＦＭラジオ特別番組
ひとりじゃないよ

あなたの“生きる”を応援したい
　エフエムさがみ（８３．９ＭＨｚ）で選手からのメッセ
ージなどをお届けします。
日　時　９月１０日（月）午後７時～８時
※８月２０日に放送したものと同じ内容です。

　自殺対策啓発リーフレットやグッズを配布します。
日にち　９月１０日（月）

市市内内ススポポーーツツ４４団団体体のの選選手手もも参参加加！！
自殺対策街頭キャンペーン

※原則、採用は平成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
申し込み　申込用紙を郵送で９月５日～１８日（消印有効）に人事委員会事務局へ

第１次試験日　１０月１４日（日）　麻布大学
お問い合わせ　人事委員会事務局　1０４２－７６９－８３２０

　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。電話での相談も受け付けます。
日　時　９月１３日・２７日の木曜日午後５時３０分～７時

※午後６時以降に市役所に来庁する場合は、市役所本庁舎裏玄関の守衛室に申し
出てください。

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　時　１０月２０日（土）午後１時３０分～４時　　
会　場　産業会館　　定　員　１８０人（申込順）
基調講演
テーマ　鉄道整備の現状と今後の展望
　　　　～小田急多摩線延伸にいま必要なこと～
講　師　森地　茂さん（政策研究大学院大学特別教授）
パネルディスカッション
テーマ　小田急多摩線延伸とこれからのまちづくり
コーディネーター　森地　茂さん
パネリスト
　　　加山俊夫市長
　　　谷口綾子さん（筑波大学大学院講師）
　　　成川　猛さん（小田急多摩線延伸促進協議会会長）
申し込み　電話で１０月１８日までにコールセンター（1０４２－７７０－

７７７７）へ

小田急多摩線延伸促進協議会設立１０周年記念

小小田田急急多多摩摩線線延延伸伸促促進進シシンンポポジジウウムム

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

受験資格職務内容採用予定人数試験区分
昭和５７年４月２日～平成３年
４月１日に生まれた人一般行政事務１０人程度行　政

（大学卒業程度）

昭和５２年４月２日～平成３年
４月１日に生まれた人

土木工事の設計、施工
監理等、土木に関する
専門業務

１５人程度土　木
（大学卒業程度）

まずは知り、まずは知り、
大切な人を守ろう大切な人を守ろう

　就活自殺の実情と防止策についてお話しします。
日　時　９月２９日（土）午後１時～３時
会　場　横浜弁護士会館　※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　横浜弁護士会　1０４５－２１１－７７１１

ＳＴＯＰ就活自殺

就就職職活活動動にに疲疲れれてていいまませせんんかか？？
講講演演

お問い合わせ
精神保健福祉センター
1０４２－７６９－９８１８

　７月、市教育委員会と県警察本部は、学校と警察と
の相互連携に係る協定（学校・警察連携制度）を締結
しました。
　この制度を活用し、市立小・中学校と警察が児童・
生徒の個人情報を必要な範囲で提供し合い、相互に連
携して、子どもたちの健全育成、非行防止、犯罪被害
防止を図っていきます。

お問い合わせ　学校教育課　1０４２－７６９－８２８４

平成２４年４月からの児童手当を受けている人は、６月１日の状
況を書いた現況届の提出が必要です（６月分以降の新規認定者
を除く）
　現況届の提出が済んでない人には、９月中旬ごろに現況届を郵送
します。提出がない場合は６月分以降の手当を受けることができな
くなりますので、早めに提出してください。

学学校校・・警警察察がが連連携携ししたた
犯犯罪罪被被害害防防止止等等のの取取りり組組みみがが始始ままりりまますす

９９月月１１日日
かからら

児児童童手手当当現現況況届届のの提提出出をを

長谷川県警察相模原市警察
部長（左）と岡本教育長（右）

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

６～９月分の児童手当の支払いは１０月です
支払日　１０月１５日（月）

※着金まで２～３日かかる場合があります。

　「金原準工西側地区における新産業用地創出事業の概要」について、ご意見を
お寄せください。
同制度の概要の閲覧と配布場所　産業・雇用政策課、建築指導課、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）
※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メールで９月３日～１０月１日（必着）に産業・

雇用政策課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－９２５３　6 

０４２－７５４－１０６４　Ｅメール kigyou-r０１@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

市市職職員員をを募募集集

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

転入・出生により児童手当の対象になる人へ　窓口で申請して
ください。原則、申請日の翌月からの支給になります。

申請窓口　各こども家庭相談課・保健福祉課・区役所区民課・
まちづくりセンター・出張所

子ども手当（２４年３月までの制度）の申請は９月２８日までです
　２３年９月まで本市で子ども手当を受給していた人が、２３年１０月～
２４年３月分の手当を受給するには、９月２８日までに申請が必要です。
まだ手続きが済んでいない人は至急申請してください。
※子ども手当は２４年４月から児童手当に変わりました。
※６月に手当の支払いがあった人や、現況届が送られてきた人はす
でに申請が済んでいます。

　市民の視点に立った「利便・活力・効率」の向上を基本理念とす
る同計画（平成２２年度～２６年度）の取り組み状況を市ホームページ
でお知らせします。
主な事業　○さがみはら地域ポータルサイトの構築事業
　　　　　○コールセンター「市民の声」活用事業　　など
※詳しくは、　市政情報　→　市政運営　→　情報及び情報通信技術（ICT）
の利活用について　をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　情報政策課　1０４２－７６９－８２１２

市市情情報報ママネネジジメメンントト推推進進計計画画のの
取取りり組組みみ状状況況ををおお知知ららせせししまますす
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　地震は突然襲ってきます。災害が発生した場合には、自分自身がどう行動すべきかを日頃から具体的にイメージしておくこ
とが大変重要です。いつ地震が発生しても被害を最小限に食い止められるように、事前に家の中や周りの安全対策をしておく
ことも必要です。地震など災害時には、日頃の備えがあなたや家族、そして大切な暮らしの場を守ります。この機会に、家族
で避難場所や連絡方法について話し合うなど、もしものときに備えておきましょう。

災災害害時時のの適適切切なな行行動動とと日日頃頃かかららのの備備ええ

我が家の耐震性は大丈夫？

木木造造住住宅宅・・ママンンシショョンンのの耐耐震震化化をを支支援援

地地地地地地地地地地地震震震震震震震震震震震発発発発発発発発発発発生生生生生生生生生生生 そそそそそそそそそそそののののののののののの時時時時時時時時時時時ののののののののののの行行行行行行行行行行行動動動動動動動動動動動（（（（（（（（（（（自自自自自自自自自自自宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅にににににににににににいいいいいいいいいいいるるるるるるるるるるるとととととととととととききききききききききき）））））））））））

地震発生直前 テレビやラジオ、携帯電話などから緊急地
震速報が流れます。

地震発生
周囲の状況に応じて、落ち着いて
自分の身の安全を確保する。

○ドアを開けて逃げ道を確保する。
○揺れが収まってから火の始末、出火して
いたら初期消火する。

○家族の安全を確認し余震に注意する。

○隣近所の安否を確認する。
○消火活動や救出活動に協力する。

○非常持ち出し品を携帯する。
○テレビ・ラジオ・ひばり放送などで正し
い情報を確認する。

○家屋の倒壊などの恐れがあれば避難する。

家族で防災会議
○避難場所や避難路を確認しておきましょう。

　最寄りの広域避難場所、避難所は、防災ガイドブックや暮らしのガイド
「ナイスガイドさがみはら」で調べることができます。（市ホームページ
の 防災・危機管理情報 からもご覧になれます。）

○家族が離れ離れになったときの緊急連絡方法を
確認しておきましょう。

○必要な物がそろっているか非常持ち出し品を確
認しておきましょう。

○最低３日分の水や食料、懐中電灯、携帯ラジオ
などを準備しておきましょう。

○消火器など防災用具の設置場所の確認と使用方
法を覚えておきましょう。

家の中や周りの安全対策
○家具類を置かない安全なスペースを
確保しましょう。

○家の中の安全点検をして家具類の転
倒防止とガラスの飛散防止対策をし
ておきましょう。

○家の周りのブロック塀やプロパンガ
スボンベなどの点検と補強をしてお
きましょう。

○瓦などの屋根材やアンテナ・支線の
点検と補強をしておきましょう。

日日日日日日日日日日日頃頃頃頃頃頃頃頃頃頃頃かかかかかかかかかかからららららららららららででででででででででできききききききききききるるるるるるるるるるるこここここここここここととととととととととと

　心臓が止まると１５秒以内に意識がなくなり、その状態が３～４分以
上続くと、回復することが困難になるといわれています。大切な人を
救うためには、救急車が到着するまでの間の処置が重要です。この機
会に、応急手当てを覚え、救急に関する知識を深めましょう。

旧耐震基準の在来工法による戸建て木造住宅
無料（要予約・要図面）　　　　窓口簡易耐震診断
費用の５分の４以内、上限８万円耐震診断補助制度
費用の２分の１以内、上限３万円耐震改修計画補助制度
費用の２分の１以内、上限８０万円耐震改修工事補助制度
最大２０万円を改修工事補助に加算高齢者世帯等割増（※１）

対　象　所有者が居住している住宅
　このほか耐震改修と合わせて行う防火構造改修に対する補助もあります。
※１　６５歳以上の人のみの世帯、障害者や要介護者がいる世帯など

　市では、旧耐震基準（昭和５６年５月３１日以前）で建築された戸建て
木造住宅と分譲マンションの耐震化に向け、さまざまな支援を行って
います。大切な命と財産を守るため、この機会に耐震補強をしませんか。

建築物の耐震巡回相談
日　時　９月５日（水）午後１時３０分～４時３０分　　会　場　大野南公民館
※希望者は、確認通知書と図面があれば持参して直接会場へ

　これらの制度の利用には条件があります。また、手続きが必要となります
ので、事前にお問い合わせください。
２４年度補助制度申込受付期間　１２月２８日まで
※補助予定金額が終了した時点で締め切ります。

国や市をかたる悪質業者にご注意を
　国や市では、建物の耐震診断や耐震改修について、電話や訪問による個別
の勧誘はしていません。不審に思ったときは、お問い合わせください。

旧耐震基準の分譲マンション
無料（要予約・申込順）
設計図・構造図等の設計図書が必要です耐震巡回相談

費用の２分の１以内、上限１住戸につき３万円耐震診断補助制度
費用の３分の２以内、上限１住戸につき５万円耐震改修計画補助制度
詳しくはお問い合わせ下さい耐震改修工事補助制度

耐震改修促進税制
　耐震改修工事を行った人を対象に、所得税の控除、固定資産税の減額制度
があります。

耐震改修工事費用から補助額を差し引いた額の１０％を控除。
上限２０万円所得税

家屋分を１年間２分の１に減額（居住床面積１２０㎡まで。
平成２４年１２月３１日までに工事が完了した住宅は２年間）固定資産税

救救急急フフェェアア
～大切な人を救うのはあなた～　応急手当てを覚えましょう

お問い合わせ　（メイン会場）相模原消防署緑が丘分署　1０４２－７５９－０１１９　（津久井会場）津久井消防署　1０４２－６８５－０１１９

※希望者は
　直接会場へ

昨
年
の
様
子

お問い合わせ　建築指導課　1０４２－７６９－８２５２　　固定資産税について　資産税課　1０４２－７６９－８２２４

全全国国瞬瞬時時警警報報シシスステテムム（（JJ－－AALLEERRTT））のの
試試験験放放送送をを行行いいまますす

　Ｊ－ＡＬＥＲＴは、地震や武力攻撃など、対処に時間的余裕のない事
態が発生した場合に、国からの情報をひばり放送を通じて伝えるもので
す。緊急時の情報を確実に伝えるため、全国一斉の試験放送を行います。
日　時　９月１２日（水）午前１０時ごろ、１０時３０分ごろの２回
放送内容　「これは、試験放送です。」という音声を３回繰り返し放送

５分～１０分

１分～２分

１０分～数時間

マンション管理セミナー「計画修繕工事の実務について」
日　時　９月２２日（祝）午後１時３０分～４時３０分
会　場　産業会館　　　定　員　１００人（申込順）
申し込み　電話で９月３日～１８日に建築指導課（1０４２－７６９－８２５３）へ

内　容会　場時　間日にち

○心肺 蘇  生 法とＡＥＤ取り扱い体験、血圧測定　
そ せい

○救急車とミニ消防車の展示
○消防車等のペーパークラフトコーナー　など

淵野辺公園中央広場
（中央区弥栄）午後１時～４時９月８日（土）

〈荒天時中止〉
メイン
会場

○心肺蘇生法とＡＥＤ取り扱い体験　　
○救急車の展示　○ミウルの１日救急隊長　などダイエー津久井店（緑区中野）

午前９時３０分～
午後０時３０分　

　　９日（日）
津久井
会場 ○心肺蘇生法とＡＥＤ取り扱い体験　　

スーパーまつば（緑区日連）
津久井赤十字病院（緑区中野）

　　１０日（月）
森田病院（緑区三ケ木）

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８

９月１日は防災の日　８月３０日～９月５日は防災週間

９月９日は救急の日 救急フェア



���24 (2012) .9.1 No.1248

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。

高齢者・障害者の
人権あんしん電話相談 強化週間

　虐待や心配ごとなどの相談を受け付けます。
　　相談ナビダイヤル　1０５７０－００３－１１０　　

日　時　９月１０日（月）～１６日（日）午前８時３０分～午後７時
※土・日曜日は午前１０時～午後５時

お問い合わせ　横浜地方法務局　1０４５－６４１－７９２６

高めませんか　あなたの生きがい
シルバー人材センター新規会員募集

　家庭や企業などからの依頼で、臨時的、短期的な仕事を紹介します。
仕事量に応じて配分金があります。
対　象　市内在住のおおむね６０歳以上の人
年会費　１，５００円
申し込み　直接、同センターの各事務所・

連絡所へ
※後日開催する入会説明会の案内をします。
※仕事の内容など詳しくは、各事務所・
連絡所にお問い合わせください。

お問い合わせ
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
1０４２－７８３－１３１３緑事務所
1０４２－７８０－１８７２津久井連絡所
1０４２－６８４－３１２６相模湖連絡所
1０４２－６８６－６５０５藤野連絡所

キャラバン・メイト養成研修
　認知症に対する正しい知識と具体的な接し方を、地域の皆さんに伝え
る講師「キャラバン・メイト」を養成するための研修を行います。
日　時　９月２９日（土）午前１０時～午後５時
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　原則、ボランティアとして、年１０回程度「認知症サポーター養

成講座」を行うことができ、次のいずれかにあてはまる人 
○介護従事者（ケアマネジャー、地域包括支援センター職員等）

　　　○認知症介護指導者養成研修・認知症介護実践リーダー研修修了者
○介護相談員　○認知症の人を対象とする家族の会会員など

定　員　４０人（申込順）
申し込み　介護予防推進課緑・中央・南班にある申込書（市ホームペー

ジの 暮らしの情報 →　介護　からダウンロード可）を郵送かファク
スで、９月１４日（必着）までに介護予防推進課（〒２５２－５２７７　中
央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－９２４９　6０４２－７６９－８３２３）へ

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

悠遊シニアスタッフ（介護予防サポーター）養成講座
〈全９回〉

　主に地域包括支援センターで行う地域
介護予防教室の補助スタッフを養成しま
す。
会　場　あじさい会館城山分室
　　　　（城山保健福祉センター内）
対　象　市内在住の４０歳以上の人
定　員　３０人（選考）
申し込み　電話で９月３日～１８日に介護

予防推進課（1０４２－７６９－９２４９）へ

時　間日にち

午前１０時
　～正午

１０月３日（水）
　　１２日（金）
　　２４日（水）
　　３１日（水）
１１月６日（火）
　　１４日（水）

午前１０時～正午
午後１時～３時１０月１７日（水）

午後１時～３時１１月９日（金）
※このほか見学実習が１回あり

痛みをとるケア体操〈全７回〉　
　体や関節の痛みの原因となる根本を正すための体操をしてみませんか。
日にち　９月３０日、１０月２１日、１１月２５日、１２月２３日、平成２５年１月２７日、

２月１７日、３月２４日の日曜日
時　間　午後２時～４時　　会　場　新磯ふれあいセンター
対　象　市内在住か在勤の４５歳以上の人＝７０人（申込順）
費　用　３００円
申し込み　直接か電話で同センター（1０４６－２５５－１３１１）へ

あじさい大学　公開講座
爆笑パワーで若返り「脳トレ」大作戦

　「笑いは最高の笑   ネルギー！」を合言葉に、長生きと元気の
エ

 秘  訣 を若
ひ けつ

返り“脳トレ”で楽しく学びます。
日　時　９月２７日（木）午後１時３０分～３時３０分
会　場　市民会館　　講　師　藤原秋子さん（笑いの花咲か講師）
対　象　市内在住の６０歳以上の人＝１００人（申込順）
申し込み　電話で９月２４日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

老人福祉センター 若竹園の催し
①季節にあわせた七宝焼き教室
　月ウサギのプレートを作ります。
日にち　９月１１日（火）
時　間　午前９時３０分～正午、午後１時～３時３０分
定　員　各１６人（申込順）　　費　用　各１，０００円
②写経教室　中級コース〈全５回〉
　 般  若  心 

はん にゃ しん

 経 を書写することで、心を落ち着かせ、集中力を高めます。
ぎょう

日にち　９月１２日～１０月１７日（１０月１０日を除く）の水曜日
時　間　午前１０時～正午
定　員　２０人（申込順）　　費　用　５，０００円

◇ 　　　　　　　　◇
対　象　市内在住の６０歳以上の人
申し込み　直接か電話で、９月①１０日②１１日までに同園（1０４２－７４６－

４６２２）へ

成年後見制度市民公開講座
　行政書士による講座と、講座終了後に専門家団体などによる無料相談
会を行います。
日　時　９月８日（土）午後１時３０分～３時　　
会　場　南保健福祉センター　　講　師　渡邊幸子さん（行政書士）
定　員　１００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７０７－７０４２

シニア世代のためのイベント&情報

９月は高齢者被害防止キャンペーン月間です
　消費生活トラブルに関する高齢者からの相談が増加しています。怪し
い勧誘や投資などの 儲 け話で困ったときは、すぐに消費生活センターに

もう

相談してください。
相談時間　午前９時～正午、午後１時～４時

相談日電話番号センター名
毎日０４２－７７５－１７７０北消費生活センター

月～金曜日
（祝日を除く）

０４２－７７６－２５１１相模原消費生活センター
０４２－７４９－２１７５南消費生活センター

認知症 認知症 

地域活動支援事業推進講演会
楽しく生きる老後

　近年、シニア世代の生き方に関する著作で注目を
集めている曽野さんが、充実した老後の過ごし方な
どについてお話しします。
日　時　９月２４日（月）午後２時～３時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと

もり

講　師　曽野綾子さん（作家）
対　象　市内在住のおおむね５０歳以上の人
定　員　５３０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、「曽野綾子さん

講演会」と書いて、９月１０日（必着）までに高齢者福祉課（〒２５２
－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－９２３１）へ

曽野綾子さん

“シニア力”パワーアップ講座
りょく

①研修編
　団塊の世代や、これから退職する人向けに、地域活動に参加するため
のノウハウをお話しします。
日にち　９月２９日（土）　　会　場　市民会館

②実践編〈全７回〉
　団塊の世代や、これから退職する人が、地域活動に参加するためのノ
ウハウを実践シミュレーションなどで学びます。
日にち　１０月５日～１１月１６日の毎週金曜日
会　場　南保健福祉センター

◇ 　　　　　　◇
時　間　午後２時～４時
対　象　市内在住のおおむね５０歳以上の人＝各４０人（申込順）
申し込み　電話で９月３日～①２６日②１０月４日に、高齢者福祉課（1０４２

－７６９－９２３１）へ

悪質商法にご注意ください悪質商法にご注意ください

高齢者のための消費生活特別相談
日にち　９月１２日（水）～１４日（金）　　会　場　各消費生活センター
こんな言葉には要注意
「Ａ社債を３倍の額で買い取るから代わりに買ってほしい」
「お宅の屋根、早くリフォームしないと危ないですよ」
「寝るだけで体が楽になる布団を、今だけ格安で販売します」　など

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９
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女性のための初級パソコン教室　ワード・エクセルコース〈全２回〉
日　時　９月２３日・３０日の日曜日午前９時３０分～午後３時３０分
定　員　２０人（申込順）
費　用　４，０００円（テキスト代）

女性のための個別キャリアカウンセリング★
日　時　９月２８日（金）午前９時、１０時３０分　
定　員　各１人（申込順）

市民企画講座　面接必勝心得とテクニック～模擬面接付き～
日　時　１０月６日（土）午前１０時～午後３時３０分
対　象　女性＝１２人（申込順）

女性のための心とからだの健康相談★
日　時　９月２２日（祝）午後１時３０分、２時３０分
定　員　各１人（申込順） 

出前講座　絵本で発見！子育てのヒント
日　時　９月２８日（金）午前１０時～正午
会　場　児童養護施設　中心子どもの家（中央区田名）
対　象　子育て中の人か、子育て支援者＝３０人（申込順）

男性のくらしナビ　プロから学ぶ！イタリア料理の基本
日　時　９月２９日（土）午前１０時～午後１時
対　象　男性＝２４人（申込順）　　費　用　１，０５０円（材料費、保険料）

リフレッシュ講座　「コインポーチ作り」
日　時　１０月３日（水）午前９時３０分～正午
定　員　３０人（申込順）　　費　用　５００円（材料費）

福島に思いを 馳 せて～一から学ぶ放射能～
は

日　時　１０月５日（金）午後６時３０分～８時３０分　　定　員　３０人（申込順）

申し込み　直接か電話、ファクスに氏名、電話番号、催し名を書いて、
同所（1０４２－７７５－１７７５　6０４２－７７５－１７７６）へ

※未就学児（２歳以上）の保育あり（申込時に要予約）★は保育なし

就業・起業などの“ビジネス”関連情報 
求職者支援講座　～正しい「敬語」～

　ビジネスマナーとしての話し方や文章の書き方などを学びます。
日　時　９月２８日（金）午後１時３０分～４時３０分
会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）
対　象　求職中の３９歳以下の人＝２０人（申込順）
申し込み　電話で９月２７日までに就職支援センター（1０４２－７００－１６１７）へ

講　座 講　座 

南西フォーラム
「はやぶさ」のふるさと・南西地域で
宇宙産業へのビジネス参入を考える

日　時　９月５日（水）午後４時～７時３０分
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本５－４－２０）
講　師　野中　聡さん（ＪＡＸＡ宇宙科学研究所准教授）

岡本公一さん（ＮＥＣ東芝スペースシステム品質保証部長）
定　員　２００人（申込順）
申し込み　首都圏南西地域産業活性化フォーラムのホームページ（http:// 

nansei-forum.jp/）からか、電話で同フォーラム事務局（1０４２－
７７０－９１１９）へ

フォーラム フォーラム 

国際化支援のための知財に関するセミナー
　企業の海外展開とそれに伴い重要となる、知的財産の活用などを学びます。
日　時　９月１０日（月）午後１時３０分～４時３０分
会　場　産業会館　　定　員　４０人（申込順）
テーマ　「会社を元気にする知財の力　～始めよう・見直そう　中小企業

の知財活動～」
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに氏名、電話番号、「知財に関す

るセミナー」と書いて、９月３日から市産業振興財団（1０４２－７５９
－５６００　6０４２－７５９－５６５５　Ｅメール monodukuri@ssz.or.jp）へ

セミナー セミナー 

　　チャレンジショップ募集
　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。入選者
には専門家による個別指導や奨励金などの支援をします。
対　象　市内の商店街の空き店舗で小売業、サービス業、飲食業を経営し

ようとする個人か、従業員５人以下の企業　
奨励金　賃借料の５０％以内（最大２年間、上限１０万円／月）
申し込み　商業観光課などにある申込書（市ホームページの　産業・ビジネ

ス　→　創業したい人向け情報　→　チャレンジショップ支援事業（チャ
レンジショップセミナー・出店審査会）　からダウンロード可）と平
成２３年度市・県民税納税証明書（法人市民税は直近の事業年度のも
の。コピー可）を、９月３日～１０月３１日（必着）に同課（1０４２－
７６９－９２５５）へ

募　集 募　集 

ソソレレイイユユささががみみのの催催しし

　　　新卒未就職者等人材育成事業
　企業で働きながら知識や技術などを習得し、正規雇用をめざします。
対　象　求職中の３９歳以下の人（主に大学・高校等を卒業後３年以内の人）
定　員　４５人（選考）
雇用期間　１０月～平成２５年１月で必要と認められる期間
内　容　人材派遣業者と雇用契約後に教育研修、市内企業での実務研修ほか
※期間中、人材派遣業者から給料が支払われます。　　
事業説明会　※事業に参加するには説明会への出席が必要です。

人材育成 人材育成 

定員（申込順）会　場時　間日にち

各２４人産業会館午前１０時、　　　　
午後１時１５分・３時

９月３日～２４日の毎週月曜日
（１７日を除く）
９月５日・１２日の水曜日
９月２０日（木）

各２０人
 杜 のホール
もり

はしもと
９月２１日（金）

午後１時１５分・３時９月１４日（金）・１８日（火）

申し込み　電話で９月３日から同事業事務局（パソナ内　1０４５－３１４－２２９３）へ

相模原ＳＯＨＯイベント
学べる・出会える・相談できる！
ビジネスセミナー＆交流会

　ヒット商品の開発事例に触れ、アイデアを生むための考え方などを学び
ます。個別経営相談も行います。
日　時　９月２６日（水）午後１時３０分～５時　　会　場　産業会館　　
対　象　市内事業者か起業をめざす人＝５０人（申込順）　　費　用　５００円
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに氏名、電話番号、「ビジネスセ

ミナー＆交流会」と書いて、９月３日～２１日に市産業振興財団（1０４２
－７５９－５６００　6０４２－７５９－５６５５　Ｅメール soho@ssz.or.jp）へ

イベント イベント 

会　場　アートフォーラムあざみ野（横浜市青葉区あざみ野南１－１７－３）
対　象　県内在住の母子家庭の母親＝各１８人（申込順）
※未就学児（生後２か月以上）の保育あり（要予約）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、プログラム名、保

育希望の場合は子どもの名前と年齢（月齢）を書いて、９月３日～
１８日に横浜市男女共同参画推進協会（1０４５－８６２－５１４１　Ｅメール 
boshi@women.city.yokohama.jp）へ

プログラム名
日にち

午後１時～３時３０分午前１０時～正午

求人情報の見つけ方、使い方ライフプランと就活戦略１０月５日（金）

この人だ！と思わせる面接①
答え方

履歴書の落とし穴、魅せる経
歴書１０日（水）

２．５時間でまなぶエクセルの
基本の基本

この人だ！と思わせる面接②
マナー１７日（水）

シングルマザーの就職・転職応援セミナー
　就職活動の基本と対策のポイントを学びます。

セミナー セミナー 

　　相模原コミュニティビジネス起業講座 ２０１２

“人”と“地域”をつなぐ business を創る〈全３回〉
　地域に仕事をつくり、地域の暮らしを支え合うコミュニティビジネスの
事業化について学びます。
日にち　①９月２２日（祝）②１０月１３日（土）③１１月１０日（土）
時　間　午後１時３０分～４時３０分
会　場　①②けやき会館　③総合学習センター
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに氏名、電話番号、「コミュニテ

ィビジネス起業講座」と書いて、９月３日から市産業振興財団（1 

０４２－７５９－５６００　6０４２－７５９－５６５５　Ｅメール sagamihara-cb@ 
ssz.or.jp）へ

講　座 講　座 
おしごと

新規開業者（個人事業者）説明会 　
日　時　９月１４日（金）午後２時～４時　　
会　場　市民会館第３中会議室
対　象　平成２４年１月以降の新規個人事業開業者か開業予定者
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で９月３日から相模原青色申告会（1０４２－７５６－４１０４）へ

説明会 説明会 
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対　象　１５歳以上の人（中学生を除く。市内在住か在勤・在学の人を優先し
て抽選）

受講料　Ａ＝１，０００円　Ｂ＝１，５００円
※講座の内容など詳しくは、総合学習センター、各まちづくりセンター・出
張所・公民館・図書館などにある講義案内をご覧ください。

申し込み　はがき（１講座１枚）に住所、氏名（ふりがな）、生年月日、性
別、電話番号、希望のコースと講座名、市民大学受験登録番号（登録
済みの人のみ）を書いて、９月１４日（必着）までに、さがまちコンソ
ーシアム事務局内市民大学担当（〒２５２－０３０７　南区文京２－１－１ 
1０４２－７０３－８５５０）へ。同コンソーシアムのホームページ（http:// 
sagamachi.jp/）からも申し込めます。

※和泉短期大学コースで保育（２歳以上の未就学児）を希望する場合は、は
がきの上部に「保育希望」と朱書きし、子どもの氏名、年齢、性別を書い
てください。

受講料定　員時　間日にち講座名コース名

Ａ
１０人午後６時３０分～８時１０月５日～１９日の毎週金曜日溶接入門〈全３回〉職業能力開発総合大学校
６０人午前１０時４０分～午後０時１０分１１月７日～２８日の毎週水曜日認知症とケア〈全４回〉和泉短期大学

Ｂ
※１

１２人
午前９時～正午１２月１２日（水）～１５日（土）

アニメーションワークショップ〈全４回〉
総合電子専門学校

１５人デッサン入門〈全４回〉

Ｂ５０人午後０時５０分～２時２０分１０月３日～１１月２１日の毎週水曜日現代に生きる「論語」
－〈礼〉のこころ〈全８回〉桜美林大学

Ａ各
２５０人午後１時１０分～２時４０分

１０月１３日～１１月１０日の毎週土曜日『今こそ求められる「社会と情報」をむすぶ
視点』〈全５回〉青山学院大学

１１月１７日～１２月１５日の毎週土曜日暮らしに役立つ経営工学〈全５回〉

Ｂ１８人午後２時～４時１０月６日～１１月１７日の毎週土曜日
（１１月３日を除く）水墨画入門〈全６回〉多摩美術大学　※２

Ａ

３０人午後１時～２時３０分１０月６日～２０日の毎週土曜日子育て支援の実際〈全３回〉　※３
東京家政学院大学

５０人午前１０時３０分～正午１０月１３日～２７日の毎週土曜日健康講座「健やかな食生活のポイント」
〈全３回〉　※４

３０人午後１時～２時３０分１０月５日～１９日の毎週金曜日国際的視点から見た日本古代の仏教文化
その２〈全３回〉東京女学館大学

６０人午後７時～８時３０分１０月１２日・２６日、１１月９日の金曜日市民のためのエネルギー講座〈全３回〉法政大学　※５
８０人午前１０時～正午１０月６日～２７日の毎週土曜日宇宙科学の最前線〈全４回〉総合研究大学院大学　※６

Ｂ１６人午後６時３０分～８時１０月１日・１５日、１１月５日・１９日、１２月３
日・１７日、平成２５年１月２１日の月曜日Active English in the News〈全７回〉サレジオ工業高等専門学校

Ａ各５０人
午前１０時３０分～正午１０月２０日・２７日、１１月１０日・１７日の土曜日「甲州街道をゆく」２

～語り継がれる吉野宿と関野宿～〈全４回〉総合学習センター　※７

午前１０時～１１時３０分１１月８日～２９日の木曜日自分たちのまちで学ぶこと～学びの楽しみ・
学びの地域づくり～〈全４回〉座間市生涯学習課　※８

※１　資料代・材料費として別途５００円　　※２・４・５　会場はソレイユさがみ（緑区橋本）　　※３　会場は相模原市民ギャラリー
※６　会場はＪＡＸＡ相模原キャンパス（中央区由野台）　　※７　１１月１０日は藤野中央公民館集合・解散　　※８　会場はハーモニーホール座間ほか

市　市では、企業への障害者の雇用促進に向けた取り組みや、一人ひとりに適した就労に向けて職業訓練
体制体制・職業相談体制の充実を図り、国、県、事業者などと連携して、障害者の就労を支援する取り組み
を進を進めています。
　働働くということは、地域で安心して生活していくための経済的基盤であり、生きがいを持って生活す
る重る重要な要素です。この月間を通して、障害の有無にかかわらず「共に働く」社会の実現に向け、障害
者の者の就労について考えてみませんか。

相談から職場定着まで、きめ細かい支援　障害者支援センター松が丘園
　　　　　中央区松が丘１－２３－１　1０４２－７５８－２１２１　6０４２－７５８－７０７０
対　象　市内在住の障害のある人　　利用時間　午前８時３０分～午後５時（要予約）

このほかにも、さまざまな支援機関や取り組みがあります

◆ハローワーク相模原 中央区富士見６－１０－１０
　　　　1０４２－７７６－８６０９（部門コード４３♯）　6０４２－７５９－１８７１
　求職登録後、職業相談・職業紹介を行い、必要に応じて就職後の
定着指導などのサービスを行います。

◆国立県営 神奈川障害者職業能力開発校　南区桜台１３－１
　　　　1０４２－７４４－１２４３　6０４２－７４０－１４９７
　職業訓練や、障害者しごとサポーターによる就労支援を行います。
なお、２５年４月生（新卒対象）を９月３日～２４日に募集します。

◆県央障害者就職面接会
日　時　９月２８日（金）午後１時～４時（受け付けは正午～午後３時）
会　場　総合体育館
申し込み　直接、９月７日までにハローワーク相模原（1０４２－７７６

－８６０９　部門コード４３♯　6０４２－７５９－１８７１）へ

コンテナをきれいにする菅原さん（中央）とコンテナをきれいにする菅原さん（中央）と
温かく見守る前澤さん（右）、三沢さん（左）温かく見守る前澤さん（右）、三沢さん（左）

スーパーマーケットでの
品出し作業模擬体験

障害者の就労に向けた支援メニュー

お問い合わせ　障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５　6０４２－７５９－４３９５

９９月月は障害者雇用支援月間

障害者の働きたいを支援

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学市民大学　後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座後期講座市民大学市民大学　後期講座後期講座

就就労労援援助助のの流流れれ
  相　談  　就労に関する希望を確認し、サポートが必

要なことなどの整理をします。

求職活動　就労準備講座や、適性に合った就労先の開
拓、必要に応じて実習などを行います。

  就　労  　
　　　　　 

定着支援　就労後も定期的な職場訪問などを行い、定
着に向けたフォローをします。

↓　

↓　

↓

事業主の皆さんへ

障害者の雇用が義務付けられています
　「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、現在、従
業員５６人以上の事業主は、１．８％以上の身体障害者か知的障害
者の雇用が義務付けられています（精神障害者を雇用した場
合は身体・知的障害者雇用に算定されます）。２５年４月から、
従業員数が５６人以上から５０人以上へ、法定雇用率も１．８％から
２．０％に変わります。
　申告・申請により、法定雇用率を満たさない企業は障害者
雇用納付金が徴収され、法定雇用率より多く障害者を雇用し
ている企業に障害者雇用調整金や各種助成金が支給されます。
※２３年６月現在の雇用率は、相模原管内１．３６％、神奈川県
１．５６％、全国１．６５％です。

楽楽ししくく働働いいてていいまますす！！－－障障害害者者雇雇用用のの現現場場かからら
　株式会社富澤商店で平成１０年から働く菅原彰浩さんは、本部・配送センター（中央区淵野
辺）で、コンテナの整理や食品注文伝票の貼り付けなどの仕事をしています。菅原さんは
「暑さが苦手なので夏場の作業は少し大変ですが、仕事は楽しいです」と笑顔で話します。
　同僚の三沢純子さんは「障害者という先入観で業務を限定することなく、いろいろなこ
とをお願いするうちに、菅原さんの仕事の幅が広がっていきました。昼食時など休憩時間
には、食堂のテーブル拭きやお茶入れなど、周囲への気配りができる優しい人柄で、同僚
との会話も弾み、良い人間関係が築けています」と話します。
　また、上司の前澤孝一さんからは「障害者の雇用にあたっては、障害者支援センター松
が丘園の定期巡回など、充実した職場定着支援があるため、安定した障害者雇用ができて
います。障害者雇用をきっかけに、障害者の方にもできる仕事があるという視点から、積
極的に業務の見直しをしてみてください」と、障害者雇用を検討する企業に向けてメッセ
ージをいただきました。
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市立博物館の催し
プラネタリウム新番組
スペースミュージアムへようこそ

～ハッブル宇宙望遠鏡の見た宇宙～
　約６００㎞上空の軌道上を周回するハッブル宇宙望遠鏡が観測した天
体を紹介します。
期　間　９月４日（火）～３０日（日）　　時　間　午後２時４０分
定　員　各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歳以上の人２５０円）

星空観望会（９月）
　プラネタリウムで星空解説後、４０㎝大型望遠鏡で観望します。
日　時　９月７日（金）・２２日（祝）午後７時～８時３０分
定　員　各１２０人（先着順）　※中学生以下は保護者同伴
※希望者は当日午後６時３０分～７時に直接会場へ

市立博物館　1０４２－７５０－８０３０
開館時間　午前９時３０分～午後５時

９月の休館日　月曜日（１７日を除く）、１８日（火）

障害者スポーツ講座

ダンスパフォーマンス〈全３回〉
日　時　１０月７日・２１日、１１月４日の日曜日午後２時～４時
会　場　けやき体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の知的障害児・者
定　員　知的障害児・者＝３０人、ボランティア＝５人（申込順）
申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、「ダンス

パフォーマンス」と書いて、９月３０日までに同館（1０４２－７５３
－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

わくわくキッズ環境科学セミナー
～未来につなぐ　きれいな地球～　

　宇宙的な視野と身近な体験を通して、環境問題について学びます。
○ＪＡＸＡの今村 剛准教授による「地球の大気」をテーマにした講演
○らんま先生による環境パフォーマンス講演
日　時　９月２９日（土）午後１時～４時　　会　場　産業会館
対　象　市内在住か在学の小・中学生とその保護者＝１８０人（申込順）
※内容は小学校４年生～中学生向け
申し込み　電話で９月３日から相模原商工会議所（1０４２－７５３－８１３６）へ

　紙芝居劇場　ほっこり座
　毎月第１火曜日に、大人が楽しめる紙芝居会を開催します。
日にち　９月４日～平成２５年３月５日の毎月第１火曜日
時　間　午前１０時３０分～１１時３０分
会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）
対　象　中学生以上の人＝各２０～５０人（先着順）
※開催日によって定員が異なります。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ　紙芝居ほっこり座の本多さん　1０４２－７５１－６４１４

希望者は　
直接会場へ

城山エコミュージアムツアー

歴史と自然のカンツ � メ・城山
～津久井城址（宝ヶ峰）を探索する～

　戦国時代の山城であり、豊かな植生を持つ城山に登ります。
日にち　１０月１４日（日）　※雨天時は２８日（日）に延期
時　間　午前９時～午後４時
集合場所　県立津久井湖城山公園水の苑地
対　象　軽登山ができる人＝４０人（申込順）　　費　用　５００円
申し込み　電話で、９月３日～２８日に生涯学習課城山教育班（1０４２－

７８３－８１８４）へ

日中はまだ暑さの厳しい日が続きますが、

暦の上ではもう秋。

旅に、学びに、芸術に、スポーツ……

季節を感じながら楽しめる

相模原のおすすめイベントをご紹介します。
秋の訪

れを感じてみませんか

相模原芸術家協会展
　絵画、彫刻など芸術家協会会員４８人による展覧会です。併せて、７
か所のこどもセンターで行った「わくわくアート・ワークショップ作
品展」の成果も展示します。
期　間　９月７日（金）～１８日（火）　※９月１２日（水）は休館
時　間　午前１０時～午後６時　　会　場　相模原市民ギャラリー
○ギャラリートーク　※希望者は直接会場へ
　作家と美術専門員が展示作品についてお話しします。
日　時　９月９日・１６日の日曜日午後１時３０分～２時３０分

お問い合わせ　相模原市民ギャラリー　1０４２－７７６－１２６２

森づくりボランティア講座

◇　　　◇
時　間　午前９時～午後２時　　集合場所　青根小学校
定　員　各２０人（申込順）　　　費　用　各３００円（保険料）
申し込み　電話で市みどりの協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

秋の茶摘みと手もみ茶作り体験
　国内でも珍しい秋の茶摘みと手もみ茶作りを、地元のボランティア
団体の指導で体験します。
日にち　９月１５日（土）
時　間　午前９時３０分～午後３時３０分
会　場　和田の里体験センター（緑区佐野川）
定　員　２０人（抽選）　　費　用　３，０００円
申し込み　往復はがきに参加者全員の住所・

氏名・年齢を書いて、９月１０日までに
藤野経済観光課（〒２５２－５１５２　緑区小
渕２０００　1０４２－６８７－２１１９）へ

たてしな自然の村バスツアー
　たてしな自然の村に宿泊し、駒ヶ岳ロープウェイの乗車や、キノコ・
ブドウ狩り体験など、初秋の信州を満喫します。
日にち　９月２４日（月）～２５日（火）〈１泊２日〉
集　合　午前７時１５分に相模原駅前　　解　散　午後６時ごろに同駅前
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝４０人（抽選）
費　用　１万６，０００円（４食付き）
申し込み　往復はがきかファクスに、全員の

住所・氏名（代表者に○）・年齢・電
話番号、「たてしな自然の村バスツア
ー」と書いて、９月１０日（必着）まで
に、たてしな自然の村（〒３８４－２３０９
長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野赤沼
平９９５　1０２６７－５５－６７７６　6０２６７－５５－７１８８）へ

旅行企画　信州リゾートサービス　　実施　近畿日本ツーリスト神奈川

青根ＤＥボランティア
　コスモス畑の除草作業をします。
日にち　９月７日（金）

青根小学校林の
下草刈り・整備

日にち　９月２２日（祝）

体験教室　黒曜石で矢じり作り
　縄文時代の人々がどのように矢じりを作っていたのか、製作を通し
て矢じりが使用され始めた背景などを学びます。
日　時　９月１６日（日）午後２時～４時
会　場　旧石器ハテナ館
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）　　費　用　１００円（材料費）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

少数民族が暮らす
季刀村（７泊８日コース）

市日中交流協会の催し
○A 友好都市・無錫市と貴州省の少数民族を訪ねる旅（訪中団）
①３泊４日コース（ 無 

む

 錫 市、上海市）
しゃく

日にち　１０月２５日（木）～２８日（日）
費　用　１０万９，６００円
②７泊８日コース（無錫市、上海市、貴州省）
日にち　１０月２５日（木）～１１月１日（木）
費　用　１８万５００円
※このほかに、燃油サーチャージ等（①１万
６，０００円②２万円程度）がかかります。

○B 親子で飲茶ランチと中国語教室
　簡単な中国語会話を学びながら飲茶ランチを楽しみます。
日　時　９月３０日（日）午前１１時～午後１時
会　場　桜美林大学プラネット淵野辺キャンパス
対　象　小学生とその保護者＝１５組３０人（申込順）
費　用　１組２，０００円（昼食代・資料代）

申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、 ○A は希望
コース名を書いて、９月３日～２１日に同協会事務局（渉外
課内　1０４２－７６９－８２０７　Ｅメール kokusai@city.saga 
mihara.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～

市民健康文化センターの教室
費　用定　員対　象時　間日にち教室名

５００円
各５０人
（先着順）

どなたでも
※未就学児は保護者同伴

午後１時３０分
　～３時３０分

９月２２日
（祝）バルーンアート

無料１８歳以上の人午後１時３０分
　～２時３０分

９月２４日
（月）

護身術を盛り込んだ
犯罪から身を守る方法
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市民健康文化センター　1０４２－７４７－３７７６

さがみはらグリーンプールの講座・教室
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち講座・教室名

４００円１５人１５歳以上の人
（中学生を除く）午前１１時～正午９月１３日（木）

　　１４日（金）
お 腹 引き締め

なか

〈全２回〉

２００円３０人クロールで２５m以上
泳げる小・中学生

午前１１時３０分～
午後１時　　　９月１６日（日）水球体験会

大人４００円、
子ども２００円１０組２～６歳の子どもと

その保護者
午前１０時３０分
　～１１時３０分

９月１９日（水）
　　２０日（木）

親子で遊ぼう
〈全２回〉

４００円１５人６０歳以上の人午前１１時～正午９月２５日（火）
　　２６日（水）

転倒予防
〈全２回〉

１，０００円２０人１８歳以上の人午前１０時～正午９月２８日（金）絵手紙体験
申し込み　直接か電話で、同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

津久井湖駅伝競走大会
日　時　１１月４日（日）午前７時３０分～午後１時
※種別など詳しくは、お問い合わせください。
費　用　７００円（中学生３００円）
申し込み　生涯学習課城山教育班・津久井教育班にある申込用紙

（市ホームページの イベント・講座募集 からダウンロー
ド可）を１０月１７日（必着）までに同課城山教育班（1０４２－
７８３－８１８４）か津久井教育班（1０４２－７８０－１４１０）へ

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

９月１１日～１１月
２７日の毎週火曜
日（１０月１６日・
２３日を除く）

小学生サッカー

各５，０００円各１０人１８歳以上
の人

午前９時３０分
　～１０時３０分

９月１１日～１１月
１６日（１０月１６日
～２６日を除く）
の毎週①火曜日
②木曜日③金曜
日

リフレッシュ
ヨガ〈全８回〉★

午前１１時～正午
午後０時３０分
　～１時３０分
（②・③のみ）

１組
１，０００円２０組

２～４歳の
子どもとそ
の保護者

午前１０時３０分
　～１１時３０分９月１９日（水）親子リトミック

５００円
（レンタル
ポールは別
途５００円）

２５人１８歳以上
の人

午前１０時
　～正午９月２８日（金）

ノルディック
ウオーキング

体験

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、性
別、電話番号、教室名（★は希望曜日・時間も）を書いて、同競技場（1 

０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@ 
dream.jp）へ

市民ペタンク選手権大会
　平成２５年度ねんりんピック選考会を兼ねています
日　時　１０月６日（土）午前９時
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
種　目　ダブルス、トリプルス
申し込み　電話で９月２０日までに市体育協会へ
ターゲット・バードゴルフ教室
日　時　９月２９日（土）午前９時～午後４時
会　場　相模原北公園スポーツ広場
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人
定　員　１００人（申込順）　　　費　用　３００円
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、電話番

号、「ターゲット・バードゴルフ教室」
と書いて、９月２０日（必着）までに市体
育協会へ

※用具の貸し出しあり
錦織りなす月山・蔵王山（百名山）
日にち　１０月１２日（金）～１４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（代表者に○）・年齢・
性別・電話番号、「月山・蔵王山」と書
いて９月１１日（必着）までに市体育協会へ

シニアボウリング教室〈全４回〉

対　象　市内在住の男性５０歳以上、女性４０歳以
上の人＝各会場２０人（申込順）

費　用　各４，０００円
申し込み　直接か電話で９月２９日までに各会場へ

中長距離・競歩公認記録会（陸上競技）
日　時　１０月１３日（土）午後０時３０分
会　場　相模原麻溝公園競技場
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。

協会長杯バレーボール大会（家庭婦人）
日　時　１０月１３日（土）午前９時
会　場　総合体育館
対　象　各小学校区（公民館区も可）在住者の

みで編成されたチーム
費　用　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を９月１０

日（必着）までに市バレーボール協会へ

市体育協会からのお知らせ

会　場時　間日にち
相模原パークレーンズ
（1０４２－７５５－１１１０）

午前１０時～
午後０時３０分

１０月５日～
２６日の毎週
金曜日

相模ファーストレーン
（1０４２－７５５－１０８８）

南橋本ボウル
（1０４２－７７１－８８６８）

開放する
テニスコート

※鹿沼・相模台公園、大野台南は、夜間照明がないため、
１～５区分のみ利用できます。
対　象　市内在住か在勤・在学の４人以上のグループ
定　員　３２２組（抽選）
※１６歳未満のみのグループは、保護者の同伴が必要です。
申し込み　往復はがき（１グループ１枚限り）に代表者の

住所・氏名・電話番号、全員の氏名、希望コート名・
区分（第２希望まで）を書いて、９月１１日（必着）
までにスポーツ課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１
－１５　1０４２－７６９－８２８８）へ

１０月８日（祝）

テニスコートを無料開放

利用時間区分
午前８時３０分～１０時１

午前１０時～１１時３０分２

午前１１時３０分～午後１時３

午後１時～２時３０分４

利用時間区分
午後２時３０分～４時５

午後４時～５時３０分６

午後５時３０分～７時７

午後７時～８時３０分８

　横山・淵野辺・鹿沼・相模台・津久
井又野・相模湖林間公園、大野台南、
やまびこ（小倉）、名倉グラウンド

高齢者筋力向上トレーニング
橋本Ｂコース〈全24回〉

　機器を使ったトレーニングやストレッチなどを行います。
日　時　１１月２日～平成２５年２月１５日の毎週月・金曜日（１１月２３

日、１２月２４日・２８日・３１日、１月４日・１４日、２月１１日を
除く）午前１０時～正午

会　場　コナミスポーツクラブ橋本（緑区西橋本５－１－１）
対　象　足腰の衰えを感じている市内在住の６５歳以上の人
定　員　若干名（選考）　　費　用　４，０００円
申し込み　電話で９月３日～５日に介護予防推進課（1０４２－７６９

－９２４９）へ

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/



24 (2012) .9.1 ���No.1248

学びのらいぶ塾　秋講座
　運営も講師も研修を受けた市民が行う講座です。

費　用定　員
（抽選）日　時講座名

各５００円
１５人１０月２日（火）

午前１０時～正午シャンソンを歌ってみましょう

２０人１０月２日～１６日の火曜日
午前１０時～正午

本格！性格判断〈全３回〉
対　象　１８歳以上の人

２００円２０人１０月３日（水）
午前１０時～正午

市の花　あじさい物語

１，０００円１２人英国食文化入門

１，５００円１５人１０月３日～１７日の水曜日
午前１０時～正午

健康ダイエット〈全３回〉
メタボリック改善と太らない体
作り

１００円２０人１０月３日～１７日の水曜日
午後２時～４時

あなたのお肌はどうなっている
の？〈全３回〉

５００円７人１０月５日～１９日の金曜日
午前１０時～正午楽しい書道〈全３回〉

各３００円
１０人１０月９日（火）

午前１０時～正午英語絵本で楽しく子育て

１６人１０月１０日（水）
午前１０時～正午

海外旅行に行く前に知っておき
たいこと

２００円１８人１０月１０日（水）
午後２時～４時指揮者の裏舞台

５００円２０人１０月１０日（水）・１２日（金）・
１５日（月）午後２時～４時

レポートの書き方・まとめ方
〈全３回〉
対　象　１５歳以上の人（中学生

を除く）

３，７００円８人
１０月１３日・２７日、１１月１０日の
土曜日
午前１０時～正午

ハーブでいきいき秋のレッスン
〈全３回〉
対　象　２０歳以上の女性（妊婦を

除く）

２００円２０人１０月１５日（月）
午後２時～４時

「鬼平犯科帳」に学ぶリーダー
シップ
会　場　総合学習センター
※対象の記載がない講座は、どなたでも参加できます。
申し込み　同センター、各公民館・図書館にある募集案内に付いているはが

きか、申込書（同センターホームページからダウンロード可）を９月
１４日までに同センターへ

※同センターホームページからも申し込めます。
※内容について詳しくは、募集案内か同センターホームページをご覧ください。

お問い合わせ　総合学習センター　1０４２－７５６－３４４３

不登校を考えるつどい
　同じ悩みを持つ人と話し合い、こ
れからのことを考えます。
日にち　９月２７日（木）
時　間　午後２時～４時
会　場　青少年相談センター
対　象　不登校や登校しぶりのある

児童・生徒の保護者
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で９月３日から同セ

ンター（1０４２－７６９－８２８５）へ

北総合体育館の教室
時　間日にち教室名

午前１０時～１１時３０分１０月５日～１１月３０日の
毎週金曜日

（１１月２３日を除く）

健康体操〈全８回〉

午後１時３０分～３時

骨盤シェイプ体操
〈全８回〉

１０月１５日～１２月３日の
毎週月曜日

（１１月１２日を除く）

いきいきストレッチ
〈全７回〉

午前９時３０分～１１時３０分１０月１８日～１１月１５日の
毎週木曜日

グラウンド・ゴルフ
〈全５回〉

対　象　１５歳以上の人（中学生を除く）＝各４０人
費　用　１回２００円（６５歳以上の人１００円）
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、

教室名を書いて、９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

１回３００円
（６５歳以上
の人１５０円）各４０人

１５歳以上
の人（中学
生を除く）

午後１時３０分
　～３時　　

１０月２日～１１月２０
日の毎週火曜日気功〈全８回〉

午後７時
　～９時

１０月５日～１１月２３
日の毎週金曜日

バウンドテニス
〈全８回〉

３，０００円６５歳以上
の人

午前１０時３０分
　～正午

１０月３日～１１月１４
日の毎週水曜日

シニア体操
〈全７回〉

１組５００円３０組１～３歳児
とその保護者

午前１０時　　
　～１１時３０分１０月１２日（金）★親子　　　

ムーブメント

申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名（★は親子の氏名・ふりがな）、
年齢（★は子どものみ）、電話番号、教室名を書いて、９月１５日（必着）
までに同館（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２２８４－１　1０４２－７４８－１７８１）へ

元気高齢者向け 筋力向上トレーニング教室〈全１２回〉
申込期間費　用電話番号会　場時　間日にち
９月３日～
１０月１日　各

６，０００円

０４２－７０２－０３０３　※金曜日を除く（午前１０時～午後
１０時、土・日曜日、祝日は午後８時まで）

スポーツクラブルネサンス相模大
野（南区相模大野７－１９－１）午後３時３０分～５時１０月３日～１２月１９日の

毎週水曜日
９月２０日
まで

０４２－７６３－３１４０　※日曜日を除く
（午前１０時～午後７時）

ＮＳＰ上溝スイミングスクール＆
クラブ（中央区上溝３９９１－１）午前１０時３０分～１１時５０分１０月４日～１２月２０日の

毎週木曜日
９月２８日
まで４，０００円０４２－７７４－６７２５　※土・日曜日、祝日を除く

（午前８時３０分～午後５時３０分）
ワールドウィング町田アネックス
相模原（中央区清新５－２４－１２）午後１時～２時３０分１０月１９日～１１月３０日の毎週

火・金曜日（祝日を除く）

対　象　市内在住の６５歳以上で運動に支障がない人＝各１０人　　申し込み　電話で各申込期間に各会場へ

さがみ風っ子文化祭

中学校英語弁論大会
　市立中学校の代表生徒が英語で
自分の考えを発表します。
日にち　９月１１日（火）
時　間　午前９時３０分～午後４時
会　場　 杜 のホールはしもと

もり

※観覧希望者は直接会場へ
お問い合わせ

学校教育課　1０４２－７６９－８２８４

さがみはら北の丘センターの教室
日にち　９月１４日～１２月７日の毎週金曜日（１１月２３日を除く）

費　用対　象時　間教室名

９，０００円初めて韓国語に接する１５歳以上の人
（中学生を除く）＝２０人（申込順）

午後６時３０分
～８時　

韓国語
〈全１２回〉
申し込み　直接か電話で同センター（1０４２－７７３－５５７０）へ

日にち　９月２４日～１１月１２日の毎週月曜日（１０月８日を除く）
費　用対　象時　間教室名〈全７回〉

各
５，６００円

初めてプールに入る
５歳～小学校３年生

午後４時２０分
　～５時２０分プール大好き２

２５ｍ以上泳げる
小・中学生

午後５時３０分
　～６時３０分★のびーる平泳ぎ

日にち　９月１９日～１１月７日の毎週水曜日
費　用対　象時　間教室名〈全８回〉

各
５，６００円

水泳を始めたい 
中学生以上の人

午前１１時２０分～
午後０時２０分　スイム＆ウオーク

中学生以上の人午後１時２０分
　～２時２０分らくらくクロール

各
６，４００円

初めてプールに入る
３歳～小学校２年生

午後４時２０分
　～５時２０分プール大好き１

１２ｍ程度泳げる小学生午後５時３０分
　～６時３０分めざせ２５ｍクロール２

日にち　９月２１日～１１月９日の毎週金曜日
費　用対　象時　間教室名〈全８回〉

各
６，４００円

初めてプールに入る
５歳～小学校３年生

午後４時２０分
　～５時２０分プール大好き３

１２ｍ程度泳げる小学生午後５時３０分
　～６時３０分めざせ２５ｍクロール１

日にち　９月２６日～１０月３１日の毎週水曜日
費　用対　象時　間教室名〈全６回〉

４，８００円初めてプールに入る
３歳～未就学児

午後３時２０分
　～４時２０分

☆パシャパシャ 
スイミング

定　員　各２０人、☆は１５人、★は１８人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、教室名

を書いて、９月１０日（必着）までに同センター（〒２５２－０１３４
緑区下九沢２０７１－１　1０４２－７７３－５５７０）へ

日にち　９月１８日～１２月４日の毎週火曜日（１０月９日、１１月１３日を除く）
費　用対　象時　間教室名〈全１０回〉

８，０００円２５ｍ以上泳げる
中学生以上の人

午後６時３０分
　～７時３０分☆ひと味違う泳ぎ方

対　象　９月２９日（土）午後１時３０分からの説明会に参加できる人
定　員　２０組（抽選）　　費　用　１，０００円
※１組１区画（２．５ｍ×２ｍ）。業者の出店、飲食物（缶詰等を含む）・生
き物・電化製品・大型家具の販売不可
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号、参加人数、出店内容、「麻

溝公園フリ－マ－ケット」と書いて、９月２０日（必着）までに市みどり
の協会（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２３１７－１　1０４２－７７７－２８６０）へ

オータムフェア ’１２
フリーマーケット出店者を募集

１０月７日（日）
相模原麻溝公園
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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広告主へ。

都市計画素案の縦覧と公聴会都市計画素案の縦覧と公聴会

　当麻地区、川尻大島界地区の市
街化区域編入に関連する都市計画
の決定と変更
素案の縦覧・公述申し出　直接、
９月４日～１８日（土・日曜日、祝
日を除く）午前８時３０分～午後５
時１５分に都市計画課へ（公述申し
出については郵送も可。書式など
詳しくはお問い合わせください。）
公聴会
日時 １０月３日（水）午後７時
会 総合学習センター
公述人資格　市内在住の人と同都
市計画に利害関係のある人
定 １０人程度（抽選）
※傍聴希望者は直接会場へ
※公述申し出がない場合は中止
問 都市計画課

重度障害者医療証重度障害者医療証（（○○障障医療証 医療証））の更新の更新

　現在、重度障害者医療費助成の
対象者が、１０月から使用する同証
を９月下旬に送付します。なお、
精神障害者保健福祉手帳（１級・
２級）を持っている人は、手帳の
有効期限が過ぎると、医療費助成
の対象外になります。忘れずに手
帳の更新手続きをしてください。
問 地域医療課

法務局の休日出張無料相談会法務局の休日出張無料相談会

　相続や不動産登記、供託など
日時 ９月２３日（日）午前９時～午後４時
会 緑区役所市民相談室
定 １８人（申込順）※１人３０分
申 ９月３日から電話で横浜地方法
務局相模原支局（1０４２－７５３－
２１１０）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、９月２０日までに各会場へ
※抽選発表は９月２１日（金）午後１時
問 資源循環推進課

選挙人名簿・在外選挙人名簿の選挙人名簿・在外選挙人名簿の

登録確認（縦覧）登録確認（縦覧）

対 選挙人名簿　平成４年９月２日
までに生まれた人で、２４年６月１
日までに市の住民基本台帳に記録
され、９月１日まで引き続き記録
されている人　在外選挙人名簿
海外に転出し引き続き３か月以上
滞在していて、在外選挙人名簿へ
の登録申請をした人のうち、９月
２日までに同名簿に登録された人
※いずれも新規に登録された人
日 ９月３日（月）～７日（金）
時 午前８時３０分～午後５時
会 各区選挙管理委員会事務局
※縦覧希望者は直接会場へ（電話
での登録確認はできません）
問 各事務局（緑区1０４２－７７５－
８８２０、中央区1０４２－７６９－９２５９、
南区1０４２－７４９－２１１７）

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

　１１月まで平日に空きあり
申 随時受け付け
１２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９月１０日までに各施設へ。抽選
後の空き室の申し込みは９月２１日
から電話で①7０１２０－９８８－５４７
②1０２６７－５５－６７７６へ
１２月の休館日　①１７日（月）・１８日
（火）②４日（火）・１８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

教育委員会の点検・評価教育委員会の点検・評価

　教育行政事務の管理執行状況を
点検・評価した報告書を公表して
います。同報告書は、各行政資料
コーナー・公民館などで閲覧でき
るほか、市ホームページの 教育委
員会 → 教育施策の情報 からもご
覧になれます。
問 教育総務室

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 ９月９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

①木造住宅耐震診断技術者①木造住宅耐震診断技術者

②耐震改修工事技術者の名簿登載②耐震改修工事技術者の名簿登載

対 都道府県等の耐震実務講習など
を修了し、①市内の建築士事務所
に所属する建築士②市内の事業所
に所属する建築技術者
申 建築指導課にある申込書（市ホ
ームページからダウンロード可）
と耐震実務講習などの修了証、建
築士免許証の写しを、直接、９月
１０日～１４日に同課（1０４２－７６９－
８２５２）へ

ふじの体験の森やませみふじの体験の森やませみ

１２１２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）

検定試験検定試験

販売士検定２級
日 １０月３日（水）　　費 ５,５００円
申 直接（９月４日～１０日）かイン
ターネット（９月９日まで）で、
相模原商工会議所（HP http://www. 
ssp２１.or.jp/kentei/shiken）へ
珠算能力検定
日 １０月２８日（日）
費 １級＝２,０４０円、２級＝１,５３０円、
３級＝１,３３０円
申 直接、９月１０日～１４日に相模原
商工会議所へ

◇　　　◇
会 産業会館
問 同所（1０４２－７５３－８１３４）

保健福祉相談員保健福祉相談員

　精神保健福祉手帳等の申請案内
など
勤務　１０月～平成２５年３月（更新
あり）の月～金曜日（１日６時間）
で週２・３日程度
勤務場所　南障害福祉相談課
報酬　日額１万５００円
対 保健師免許か精神保健福祉士等
の資格があるか、保健福祉相談業
務の経験がある人＝若干名
申 履歴書（写真貼付）を直接か郵送
で、９月３日～１０日に精神保健福
祉課（〒２５２－５２７７　中央区中央２
－１１－１５　1０４２－７６９－９８１３）へ
※後日、面接あり

「サン・エールさがみはら「サン・エールさがみはら

ジャズコンサート」の出演者ジャズコンサート」の出演者

日 １１月２５日（日）
対 スタンダード曲を中心に１０曲以
上演奏できる勤労者団体
申 直接か、郵送で代表者の住所・氏
名・電話番号、団体名、ジャンル、人
数、演奏楽器、活動内容、コンサー
トの実績を書いて、デモテープ（Ｃ
Ｄ、ＭＤ）を同封し、９月３０日まで
に同所（〒２５２－０１３１　緑区西橋本
５－４－２０　1０４２－７７５－５６６５）へ

市立小学校・給食センター等の市立小学校・給食センター等の

臨時栄養士の登録者臨時栄養士の登録者

　学校給食の栄養・衛生管理など
勤務　週５日（原則、月～金曜日）

お知らせ 

募　　集 

１２月１日（土）～２日（日）
８日（土）～９日（日）
１５日（土）～１６日（日）
○２２日（土）～２４日（休）
○２５日（火）～２７日（木）

（
日
帰
り
利
用
も
可
）

宿
泊
利
用
日

宿泊利用（抽選）
９月１０日まで
宿泊利用空き室（申込順）
９月２１日から
日帰り利用（申込順）
９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 ９月１０日（月）
問 同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日 ９月１１日（火）・１２日（水）
問 同所（1０４２－７７３－５５７０）
ウェルネスさがみはら
日 ９月１５日（土）
※救急医療情報センターの電話
案内と相模原メディカルセンタ
ーは通常どおり行います。
問 地域保健課
銀河アリーナ　
日 ９月１８日（火）、１０月１５日（月）
※プールは９月１６日（日）で終了
問 同所（1０４２－７７６－５３１１）
環境情報センター　
日 ９月９日（日）・２０日（木）
問 同所（1０４２－７６９－９２４８）
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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。

で午前８時３０分～午後５時１５分の
７時間４５分
賃金　日額９，８４２円
対 栄養士の免許がある人
申 ９月３日から教育総務室（1０４２
－７６９－８２８０）へ電話連絡のうえ、
９月１３日（木）の指定された時間
に、履歴書（写真貼付）と栄養士
免許証の写しを持って、市役所第
２別館第６会議室へ

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）

県立相模原公園の催し県立相模原公園の催し

スポーツ鬼ごっこ大会
日 ９月３０日（日）〈小雨決行〉
時 午前１０時～午後４時
対 小学校１年生以上のチーム（１
チーム７～１０人）
※小学生チームは引率者同伴
定 小学校低学年・高学年＝各９チ
ーム、中学生以上＝６チーム
費 １人５００円（保険料を含む）
申 電話で鬼ごっこ協会（1０３－６３７９
－６５３２）へ
サカタのタネグリーンハウスの催し
秋の虫のパネル展示と秋草展
日 ９月４日（火）～９日（日）
丹沢山塊桧洞丸の写真展
日 ９月４日（火）～１７日（祝）
※月曜日休館

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

さがみはら国際交さがみはら 国  際  交 
こく さい こう

流 流 ラウンジのラウンジの
りゅう

お茶会「カンボジアのおお 茶  会 「カンボジアのお
ちゃ かい

話 話 」」
はなし

日時 ９月   １６ 日 （
がつ にち

 日 
にち

） 午 前   １０ 時 ～
ご ぜん じ

 正 
しょう

 午 
ご

定 ４０ 人 （ 先 
にん せん

 着 
ちゃく

 順 ）
じゅん

※ 希  望  者 は
き ぼう しゃ

 直 
ちょく

 接  会 
せつ かい

 場 へ
じょう

問  同 ラウンジ（1０４２－７５０－４１５０）
どう

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

日 ９月１５日（土）〈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）

土曜コンサート土曜コンサート

「ビートルズ カバーバンド」「ビートルズ　カバーバンド」

日時 ９月１５日（土）午後５時３０分
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定 ２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 同所（1０４２－７７５－５６６５）

子育て支援者養成講座子育て支援者養成講座

「きほんの“き”」〈全３回〉「きほんの“き”」〈全３回〉

日時 ９月２６日～１０月１０日の毎週水曜
日午前１０時～正午（２６日は９時３０
分から）
会 南保健福祉センター
対 子育て支援者と子育て支援に関
わりたい人＝２０人（申込順）
申 電話で子育て広場たんとの古田
さん（1０８０－５４３１－０９７１）へ

精神保健シンポジウム精神保健シンポジウム

「精神科の薬の適切な使い方」「精神科の薬の適切な使い方」

　主な薬の効き目と副作用など
日時 ９月２９日（土）午後２時～４時３０分
会 南メディカルセンター
定 ２００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 同事務局（北里大学医学部精神
科学内　1０４２－７４８－９１１１）

市民健康教育公開講座市民健康教育公開講座

「虐待をしてしまう親の心理」「虐待をしてしまう親の心理」

日時 ９月１２日（水）午後６時３０分～８時
会  杜 のホールはしもと

もり

講 二宮正人さん（相模原協同病院精
神科部長）、渥美加代さん（聖マリア
ンナ医科大学病院臨床心理士）、�
口 香さん（相模原協同病院看護師）
定 ５００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 相模原協同病院（1０４２－７７２－
４２９１）

オンラインデータベース講習会オンラインデータベース講習会

「ネットを使って法律・判例情報「ネットを使って法律・判例情報

を使いこなそう！」　を使いこなそう！」

　「D1－ Law.com」（現行法規
と判例などが検索できる）を活用
した身近な法律情報の調べ方など
日 ９月２０日（木）
時 午後１時３０分～３時３０分
会 橋本図書館　定 １６人（申込順）
対 市内在住か在勤・在学の人
申 直接か電話で、９月１９日までに
同館（1０４２－７７０－６６００）へ

相模原の森林の現状と将来像・森相模原の森林の現状と将来像・森

林との関わり方について考えよう林との関わり方について考えよう

日時 ９月１５日（土）午後１時３０分～４時
会 環境情報センター
定 ５０人（申込順）
申 ファクス、Ｅメールに氏名、電
話番号を書いて、自遊クラブ（6 

０４２－７５６－０６４９　Ｅ jiyuu-club@ 
mail.goo.ne.jp）か、電話で９月３
日から津久井経済観光課（1０４２－
７８０－１４１６）へ

やさしい気功健康法教室やさしい気功健康法教室〈〈全４回全４回〉〉

日時 １０月１日～２９日の毎週月曜日（８
日を除く）午後２時～３時３０分
会 新磯ふれあいセンター
定 ２０人（申込順）　費 １,５００円
申 直接か電話で同センター（1０４６
－２５５－１３１１）へ

親子で楽しむ凧作り教室親子で楽しむ 凧 作り教室
たこ

日時 ９月２２日（祝）午後１時３０分～４時
会 相模の大凧センター
定 ２０人（申込順）　費 ５００円
※小学生以上は１人でも参加可
申 直接か電話で同センター（1０４６
－２５５－１３１１）へ 

ＮＰＯの会計講座ＮＰＯの会計講座

～帳簿のつけ方から決算まで～～帳簿のつけ方から決算まで～

日時 ９月２７日（木）午後２時～５時
会 さがみはら市民活動サポートセ
ンター
対 市民活動団体、NPO法人の会計
担当者＝２０人（申込順）
費 ５００円
申 電話か、ファクス、Ｅメールに
住所、氏名、電話番号、「ＮＰＯ
の会計講座」と書いて、同センタ
ー（16０４２－７５５－５７９０　Ｅ sag 
ami.saposen@iris.ocn.ne.jp）へ

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼さがみはら母親大会　「どうな
る？私たちのくらし」をテーマにし
た基調講演など　９月９日（日）午
前１０時３０分～午後４時、産業会館。
費用３００円（資料代）。保育あり（無
料）　�問 同大会実行委員会事務局
（1０４２－７６９－６５２５）
▼日本舞踊　 百  々   派 坂東流若扇会発

も も は

表会　９月１５日（土）午前１１時３０分～
午後５時３０分、市民会館ホール　�問  
坂東（1０４２－７５２－９３００）
▼市民公開講座　専門家に聴く最新
の医療、正しい知識「住み慣れた地
域で安心して過ごすために－在宅医
療や介護支援を受けるには－」　１０
月６日（土）午後２時～４時、小田
急ホテルセンチュリー相模大野（南
区相模大野３－８－１）　�問 北里大
学医学部同窓会事務局（1０４２－７７８
－９０６１）
▼青山学院大学相模原祭　１０月６日
（土）・７日（日）、同大学相模原キャ
ンパス　�問 同祭実行委員会（1０４２－
７５９－６４５０）
▼弁護士フェスタ　in　ＫＡＮＡＧ
ＡＷＡ　法教育をテーマにした劇、
パネルディスカッションなど　１１月
１８日（日）午前１０時３０分～午後５時、
横浜市開港記念会館（横浜市中区本
町１－６）　�問 横浜弁護士会（1０４５
－２１１－７７０７）
　　　　　　　会費などは個別にお問い

合わせください。
▼スクエアダンス　月３回土曜日午
後１時、大野南公民館ほか。見学可
�問 �橋（1０９０－９８４２－０３９６）
▼中国語会話　毎週金曜日午後６時
１５分、陽光台公民館。対象は多少経
験のある人。見学可　�問 中村（1０４２
－７５６－００８２）
▼書道　月３回金曜日午後１時３０
分、麻溝公民館　�問 井上（1０４２－
７７８－１８６２）
▼社交ダンス　毎週月曜日午前９
時、けやき体育館ほか。初心者、男
性の経験者歓迎　�問 飯島（1０４２－
７４３－４０９９）

（敬称略）読者のひろば
催 し

イベント 

仲 間仲 間

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。

対　象種　目

高校卒業（見込み
含む）～２０歳の人

防衛大学校学生
防衛医科大学校
学生

看護師等の免許が
ある３５歳以下の人

陸上自衛官
（看護）

高校卒業（見込み
含む）～２３歳の人看護学生

講演・講座 
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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。

申し込み　ＲＵＮＮＥＴのホームページ（http://runnet.jp/）から１１月１５
日までに申し込んでください。

※詳しくは、同マラソンのホームページ（http://www.hayabusamara
　thon.com/）をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　同実行委員会事務局　1０４２－７３０－２３００

　２～８人のチームで、１周約２㎞のコースを５時間走るマラソン大会で
す。上位入賞者の表彰や仮装賞などもあります。また、親子で１周約２㎞
を走る部門もありますので、ぜひご参加ください。

会　場　相模原麻溝公園競技場とその周辺道路

費　用定員（申込順）対　象出走時間部　門

２～３人チーム
＝１人６，０００円
４～８人チーム
＝１人４，０００円

６００組中学生以上午前１０時

男子の部
５時間
リレー
マラソン

女子の部
男女混合
の部

１組１，５００円２００組５歳～小学生と
その保護者

午後
３時１５分親子ペア２㎞の部

１２月2３日
（祝）相模原はやぶさリレーマラソン相模原はやぶさリレーマラソン

　全国の予選会・ブロック大会の勝者たちによる日本水ロケットコンテス
トや、宇宙をテーマにした体験プログラム、工作教室などを開催します。
日本水ロケットコンテスト２０１２
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
会　場　キャンプ淵野辺留保地（淵野辺公園隣接地）

子ども体験イベント

対　象（抽選）会　場時　間催し物名
小学校４年生～
中学生＝各１５人銀河アリーナ午前１０時～正午

午後１時～３時宇宙芸術友禅染め①

小学校４年生～
高校生＝１００人キャンプ淵野辺留

保地（淵野辺公園
隣接地）

午前１０時～
　　　午後３時

「モデルロケット」
製作・打ち上げ体験

②

小学校４年生～
高校生＝７０人

午後１時３０分
　～２時３０分

「水ロケット」
打ち上げ体験

③

申し込み　往復はがき（１枚１件）に住所、氏名、年齢、催し物名、①は
希望時間を書いて、９月６日（必着）までに同実行委員会事務局
（〒２５２－０２３４　中央区共和４－２２－６－３０２）へ

※上記のほか、銀河アリーナではハイブリッドロケットの映像・展示やフ
ライトシミュレーターの体験も行われます（午前１０時～午後３時）。
※詳しくは、宇宙こどもワークショップ２０１２のホームページ（http://www.
　spacekidsworkshop.jp/）をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ
同実行委員会事務局（日本宇宙少年団内）　1０４２－７０５－８０７２

９月16日（日） ※観覧希望者は
　直接会場へ

　ベテラン作家や若手作家、美術大学生ら
が、それぞれの風景を表現します。
期　間　９月８日（土）～２３日（日）
時　間　午前１０時～午後５時
出品作家　石井了・井出賢嗣・前野智彦・

母袋俊也・吉川啓示ほか
ワークショップ参加者募集

①こどものまち－これからの「まち」を考えてみよう！
　女子美術大学生との街歩きをもとに、理想の街を模型でつくります。
日　時　９月１６日（日）午後１時～４時
対　象　小学校１～４年生（保護者同伴）＝１５人（申込順）
②大人の現代風景画教室
　見慣れた風景を違った視点で鉛筆を使って描きます。
日　時　９月２３日（日）午前１０時～午後５時
対　象　３０歳以上の人＝１０人（申込順）　　費　用　５００円（材料費）

風風－－景景－－観観  見逃見逃ししたた世界世界 ここここににああるる世世界界

会　場　アートラボはしもと　※水曜日休所
申し込み　直接か電話で９月①１０日②１６日までに同所へ

お問い合わせ　アートラボはしもと　1０４２－７０３－４６５４

大大名名行行列列参参加加者者募募集集

江戸時代の参勤交代を再現。当時を模した衣装で甲州街道を歩きます。
対 象 １６歳以上の人＝２５人（選考）
配 役 姫＝１人（２５歳以下の人）、茶坊主＝１人、供侍＝４人、近習＝

４人、ご典医＝１人、かごかき＝６人、腰元＝８人（３５歳以下の人）
※衣装は用意します。

申し込み 直接か郵送で、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、配役名、「大名行
列」と書いて、自分が写って
いる写真を添付し、９月１８日
（必着）までに同実行委員会
（〒２５２－５１６２ 緑区与瀬８９６
相模湖経済観光課内 1０４２－
６８４－３２４０）へ

甲甲州州街街道道
小小原原宿宿本本陣陣祭祭

１１月３日（祝）
午後０時45分
　～２時15分

　緑豊かな道志川のほとりで、県内外２０団体による美し
い歌声が響きます。特別ゲストのボニージャックスのス
テージもあります。
会　場　緑の休暇村センター周辺特設

ステージ（緑区青根）
※観覧希望者は直接会場へ
※当日、雨天時のお問い合わせは、午前
７時～８時は津久井総合事務所（1 

０４２－７８４－１１４１）、午前８時以降はコ
ールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

前夜祭　地元青根の皆さんなどによる和太鼓演奏や、打ち上げ花火などを
お楽しみください。

日　時　９月２２日（祝）午後６時～８時３０分
会　場　緑の休暇村センター周辺

お問い合わせ　同実行委員会事務局
（津久井まちづくりセンター内）　1０４２－７８０－１４０３

９月23日（日）
午前１０時３０分～
午後３時３０分　
〈小雨決行〉

道志川合唱祭道志川合唱祭磯部磯部俶 俶 記念記念
とし

『『遙 遙 かな友にかな友に』』
はる

相模原よさこい相模原よさこい ＲＡＮＢＵ!ＲＡＮＢＵ!

おお問い合わせ問い合わせ　同同実行委員会実行委員会
（（青史堂印刷内）青史堂印刷内）11０４２－７４８－３９２１０４２－７４８－３９２１
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案内図 

　１，２００１，２００人を超える踊り手が、エネルギ人を超える踊り手が、エネルギ 
ッシュでダイナミックな踊りを繰り広げッシュでダイナミックな踊りを繰り広げ
ます。ます。

９月16日（日）
午前10時30分～午後４時

「
無
人
／
島
」前
野
智
彦
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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（９月３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１０月１５日（月）

赤ちゃん
セミナー

○ウ１０月２６日（金）

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

もの保護者＝各１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○ウ１０月３日（水）
　　１７日（水）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２回〉 ○8 藤野中央

公民館
１０月２５日（木）
１１月７日（水）

○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９月１２日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

○8 

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

みつごとその家族か、ふたご
等妊娠中の人＝２０組（申込順）

サン・エール
さがみはら
（緑区西橋本）

９月２８日（金）ビーンズ
クラブ

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　９月２６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９月３日から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

○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

午前１０時
　～正午９月１８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

９月１９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

９月２０日（木）
思春期・
ひきこもり
特定相談

○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９月２０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　　９月２０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 

　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　各１，０００円

○ウ

午前９時
　～正午９月３０日（日）

運動
プログラム
作成コース 午後１時１５分

　～４時１５分１０月１１日（木）

※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。

○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２５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

１０月５日（金）

骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー

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
時間　午前１０時～１１時１５分
対象　乳幼児とその保護者
※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　○8 ○9 ○１０ 

△二本松○こ 、田名○こ 
△陽光台○こ 、９月１８日（火）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

横山○こ 、相武台○こ ９月１９日（水）

大野北○こ 、上鶴間○こ ９月２０日（木）

△富士見○こ 、
鶴園中和田○こ ９月２５日（火）

並木○こ ９月２６日（水）

△○湖 、麻溝○こ ９月２７日（木）

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　９月１３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=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

うつ病家族の集い〈全３回〉
　うつ病の理解と患者への対応、社会復帰などについて学びます。
日　時　９月１８日、１０月２日・１６日の火曜日午後２時～４時
会　場　南保健福祉センター
対　象　うつ病で療養中の人の家族＝１５人（選考）
申し込み　電話で９月３日から南障害福祉相談課（1０４２－７０１－７７１５）へ

原発性胆汁性肝硬変
　治療と療養の最新情報などについてお話しします。
日　時　９月２８日（金）午後２時～４時
会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）　　定　員　５０人（申込順）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

難病講演会
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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。

●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１０月５日（金）

検
診
車

双葉小学校１０月７日（日）
ウェルネスさがみはら１０月１２日（金）
藤野中央公民館１０月１４日（日）
南保健福祉センター１０月１５日（月）

桂北小学校１０月２０日（土）
新磯小学校１０月２１日（日）
銀河アリーナ１０月２５日（木）

南保健福祉センター１０月２９日（月）
北総合体育館１０月３１日（水）

南保健福祉センター１１月４日（日）
銀河アリーナ１１月７日（水）

ウェルネスさがみはら１１月１０日（土）
北総合体育館１１月１６日（金）

ウェルネスさがみはら１１月２３日（祝）
南保健福祉センター１１月２４日（土）
津久井保健センター１１月２５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９月３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

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

申込先会　場日にち
介護予防推進課中央班
1０４２－７６９－８３４９ウェルネスさがみはら１０月１日・１５日、１１月１２日・

１９日、１２月３日の月曜日
介護予防推進課緑班
1０４２－７７５－８８１２シティ・プラザはしもと１０月２日・１６日・３０日、１１月

２７日、１２月１１日の火曜日
介護予防推進課南班
1０４２－７０１－７７０４南保健福祉センター１０月５日・１９日、１１月２日・

１６日・３０日の金曜日

時　間　午前９時４５分～１１時４５分
対　象　６５歳以上（介護保険要介護・要支援者を除く）で、次のいずれか

に該当する人＝各若干名（申込順。調整あり）
　　　○６か月前に比べ、固いものが食べにくくなった
　　　○お茶や汁物を飲んだとき、むせることがある
　　　○口の渇きが気になる
申し込み　電話で９月３日～１４日に各申込先へ

～生活習慣病予防教室（働く人編）～

働き盛りのタフなカラダづくり〈全２回〉
　内臓脂肪や運動量の測定、食事バランスのチェック、「タフなカラダを
つくる」ための講話などを行います。
日　時　９月２９日、１０月６日の土曜日午後１時３０分～３時３０分
会　場　シティ・プラザはしもと
対　象　市内在住か在勤の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で９月３日から緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）へ

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・カラダ年齢や活動量の測定、食事の量や食品選び、歯肉の出血度
テストなどを体験しながら楽しく学びます。
日　時　１０月９日（火）・１５日（月）午後２時～４時
会　場　大野北公民館　　対　象　市内在住の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で９月３日から中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

生活習慣病
予防教室

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
市役所前午後１時３０分～３時３０分９月４日（火）

相模大野駅前コリドー午前１０時～正午　　　　
午後１時３０分～４時　　９月７日（金）

市役所前午前１０時～正午　　　　
午後１時３０分～３時３０分

９月１３日（木）
橋本駅ペデストリアンデッキ下９月１５日（土）

きらきら更年期 ～大人の女性の輝き方～

　更年期障害の症状とその対処方法について、医師がお話しします。
日　時　１０月４日（木）午後２時～３時３０分
会　場　南保健福祉センター
対　象　市内在住の人＝５０人（申込順）
申し込み　電話で９月３日から南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

歯科医師、歯科衛生士による 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、お話や実習を行います。

こう くう

申込期限
定　員
（申込順）

会　場時　間日にち

９月２８日３０人ウェルネスさがみはら午前１０時～正午１０月４日（木）
１０月１２日２０人ソレイユさがみ午後２時～４時１０月１８日（木）
１０月２６日２５人南メディカルセンター午後１時～３時１１月１日（木）

対　象　６０歳以上の人
申し込み　電話で９月３日から各申込期限までに市歯科医師会（1０４２－

７５６－１５０１）へ
急病などで困ったときは （電話番号をよく確かめて）

相模原救急医療情報センター　1０４２－７５６－９０００
　平日　午後５時～翌朝９時　　土曜日　午後１時～翌朝９時
　日曜日・祝日・年末年始　午前９時～翌朝９時
※診療可能な医療機関を案内。医療相談・歯科案内は行いません。

医　科

休日急患歯科診療所　1０４２－７５６－１５０１
　日曜日・祝日・年末年始の昼間
　　午前８時４５分～１１時３０分、午後１時１５分～４時３０分

歯　科

休日当番柔道整復施療所案内　7０１２０－１９４１９９
　日曜日・祝日・年末年始の昼間　午前９時～午後５時

接　骨

精神科救急医療情報窓口　1０４５－２６１－７０７０
　平日　午後５時～翌朝８時３０分
　土曜日・日曜日・祝日・年末年始　午前８時３０分～翌朝８時３０分
　（いずれも翌平日朝は８時まで受け付け）
※夜間、休日に急激な精神疾患の発症や病状悪化の際に、必要に応じて精神科
医療機関を紹介します。（神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市共同運営）

精神科

（特定）健康診査
検査項目会　場日にち費　用対　象
問診、身体
計測（腹囲・
ＢＭＩなど）、
血液検査、
尿検査など

市内協力
医療機関随時

１，０００円国民健康保険加入の４０～７４歳の人

無料後期高齢者医療制度加入の人

１，０００円医療保険未加入で生活保護を受給
している人など
※社会保険などに加入している人は、各医療保険者にお問い合わせください。
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