
ロンドンオリンピック銀メダル
なでしこジャパン・岩清水 梓選手が 

凱旋報告

　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の
岩清水 梓選手（南区在住）が９月１２日、市役所
で凱旋報告を行いました。 
　岩清水選手は「皆さんの声援が後押しになり銀
メダルを獲得することができました」と笑顔であ
いさつ。集まった市民など約２５０人の祝福の拍手
に包まれながら、加山市長が、岩清水選手自身２度
目となる「市スポーツ特別顕賞」を贈呈しました。 
お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

 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） 

配偶者暴力相談支援センターを開設 2
認知症疾患医療センターのご利用を 3
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発達障害支援センターを開設 4

▲凱旋報告後、母校の大沼小
学校を訪れ、児童など約
８５０人から大歓迎を受ける
岩清水選手 

▲市民らの寄せ書きを受け取
る岩清水選手 

がい せん 

「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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人 口  719,635人　（35増）　
男  361,417人/女  358,218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 ■ 

相模原の を楽しもう 相模原の を楽しもう 相模原の を楽しもう 秋 秋 
楽しいイベント盛りだくさん楽しいイベント盛りだくさん楽しいイベント盛りだくさん

お問い合わせ
コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

小小・・中中学学生生やや地地元元団団体体ななどどがが作作っったたねねぶぶたたやや
鼓鼓笛笛、、太太鼓鼓、、よよささここいい踊踊りりななどど、、
光光とと音音のの大大パパレレーードド

秋はさまざまなイベントでにぎわいます。市内でも人々の活気あふれる数々の祭り　秋はさまざまなイベントでにぎわいます。市内でも人々の活気あふれる数々の祭り
をはじめ、スイーツを通して相模原の魅力を知ってもらうスイーツフェスティバル、をはじめ、スイーツを通して相模原の魅力を知ってもらうスイーツフェスティバル、
写真の魅力を総合的に楽しめるフォトシティさがみはらなど、多くのイベントが開催写真の魅力を総合的に楽しめるフォトシティさがみはらなど、多くのイベントが開催
されます。されます。
さあ、あなたも相模原で秋を楽しみましょう！　さあ、あなたも相模原で秋を楽しみましょう！

参勤交代の大名行列など江戸時代の
甲州街道のにぎわいを再現

　さがみはらスイーツフェスティバルについて
は６㌻を、フォトシティさがみはらについては
１２㌻をご覧ください。

相相模模ねねぶぶたた
カカーーニニババルル

10月７日（日）午後４時～８時30分
〈雨天時は８日（祝）〉　

リバティ大通りなど

国道１６号 

屋台村会場（青少年相談センター正面駐車場） 屋台村会場（青少年相談センター正面駐車場） 

消防署 市役所 消防署 市役所 

警察署 警察署 

至相模原駅 

ウェルネス 
さがみはら 
ウェルネス 
さがみはら 市民会館 市民会館 

リバティ大通り（パレード会場） リバティ大通り（パレード会場） 

清新三丁目 
交差点 

清新三丁目 
交差点 

交通規制区域 通行止め区間 
午後４時～８時３０分 

特産品 
コーナー 
特産品 
コーナー 
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台
村
会
場 

（
正
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通
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制
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※専用駐車場はありません。 

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）午前10時30分～午後３時30分
※大名行列は午後０時４５分～２時１５分
〈雨天時、大名行列は中止〉　

小原宿本陣、小原の郷

小原宿
本陣

中央自動車道 相模湖東出口 

相模湖駅 中央本線 
八王子方面 

大垂水峠 

千木良 

小原 

甲州街道 
（国道２０号） 

与瀬 

相模湖大橋 

桂橋 

相模湖 

P1 P2

小原の郷 

交通規制
午後０時４５分～２時１５分

臨時駐車場
＝北相中学校（３０台） 
＝小原ふれあい広場（１１０台） 

P1
P2

城城山山ももみみじじままつつりり
10月21日（日）
午前９時30分～午後３時30分
原宿公園〈荒天時は中止〉
　小・中学生による楽器演奏や祭りばやしの披
露、展示販売など　　　　　　　　　　　

津津久久井井ややままびびここ祭祭りり
10月28日（日）午前10時～午後３時
〈荒天時は中止〉

中野中学校、津久井総合事務所
　ステージイベントや模擬店、フリーマーケッ
ト、消防フェアなど

相相模模湖湖ふふれれああいい広広場場
10月21日（日）
午前10時～午後３時30分
県立相模湖公園　〈荒天時は中止〉
　ステージ演奏やフリーマーケット、釣り大会、
マイ�作りの体験イベントなど

藤藤野野ふふるる里里ままつつりり
10月28日（日）午前10時～午後３時
〈荒天時は中止〉

名倉グラウンド
　ステージ演奏や舞踊、模擬店、特産品の販売
など
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津久井広域道路 

〈県道５１０号（
長竹川尻）〉 

向原東側 

向原 

新小倉橋東側 
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津久井広域道路 

〈県道５１０号（
長竹川尻）〉 

５．７ha

さがみ縦貫道路
インターチェンジ
周辺のまちづくり

　当麻地区と川尻大島界地区で、新たな産業拠点の形成に向け、
市民の皆さんが主体となったまちづくりが進められています。今
回、当麻地区内において先行してまちづくりが進められている宿
地区と、川尻大島界地区の土地区画整理事業施行予定区域につい
て、土地区画整理法第１９条の規定に基づき、土地区画整理事業の
施行地区となるべき区域の公告・縦覧を実施します。
公告の概要
　土地区画整理事業の施行地区となるべき区域を公告し、区域を
表示する図面を縦覧します。なお ､施行地区となるべき区域の宅
地について未登記の借地権を有する人は ､借地権の種類と内容等
を書面で申告してください。
申告内容
　未登記の借地権を有する人は、土地区画整理法施行規則第１６条
の規定による借地権申告書と、借地権申告書に署名した人の印を
証する印鑑証明、借地権が宅地の一部を目的としている場合には
その部分を明らかにする図面を添え、土地所有者と連署して申告
してください。
※申告書の様式は縦覧場所にあります。

当麻地区、川尻大島界地区の市街化編入に向けて当麻地区、川尻大島界地区の市街化編入に向けて

土土地地区区画画整整理理事事業業のの施施行行地地区区とと
ななるるべべきき区区域域のの公公告告・・縦縦覧覧をを実実施施

土地区画整理事業施行予定区域　土地区画整理事業施行予定区域

〈川尻大島界地区〉
緑区川尻　字大島界、字山野
緑区向原　一丁目、二丁目、三丁目の一部

県道５０８号（厚木城山） 

国
道
１２９

号
 

県道５２号（相模原町田

相模原町田） 

下当麻交差点 
八瀬川 

県道４８号（鍛冶谷相模原）

県道５０８号（厚木城山） 

国
道
１２９

号
 

県道５２号（相模原町田） 

下当麻交差点 
八瀬川 

県道４８号（鍛冶谷相模原）

市税（国民健康保険税を除く）市税（国民健康保険税を除く）

休休日日・・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
　平日や日中に、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、納税相談窓口を開設します。電話での相談もできます。

電話番号会　場
日　時

夜　間休　日

０４２－７６９－８３００納税課※
（市役所第２別館２階）１０月１２日（金）

　　２５日（木）
午後５時３０分
～７時　

１０月２１日（日）
午前９時～
午後４時　

０４２－７４９－２１６３南市税事務所
（市南区合同庁舎３階）

０４２－７７５－８８０８

緑市税事務所
（シティ・プラザはしもと内５階）
緑市税事務所津久井税務班
（津久井総合事務所１階）

※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で
入館手続きをしてください。

お問い合わせ
当麻地区　　　　当麻地区拠点整備事務所　1０４２－７７７－８８５５
川尻大島界地区　拠点整備課　　　　　　　1０４２－７６９－９２５４

縦覧期間　１０月４日（木）～１７日（水）午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　※土・日曜日、祝日を除く
縦覧場所　当麻地区：当麻地区拠点整備事務所（南区当麻５８３－２）
　　　　　川尻大島界地区：拠点整備課（市役所第１別館３階）
申告期間　１０月４日（木）～１１月５日（月）

　ＤＶに関する相談のほか、問題解決に向けた各種制度等の情報提供やア
ドバイス、関係機関等を紹介します。
　配偶者や交際相手など身近な人からの暴力に悩んでいたらお電話を

１０月１０月２日から相模原市配偶者暴力相談支援センターを開設２日から相模原市配偶者暴力相談支援センターを開設

専専用用電電話話にによよるるＤＤＶＶ相相談談をを始始めめまますす

ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）とは
　配偶者（男女問わず、事実婚、元配偶者を含む）からの暴力のことをいい
ます。交際相手など親密な関係にある人からの暴力を含む場合もあります。
　このようなことは全てＤＶです　

身体的暴力　殴る、蹴る、物を投げつける、突き飛ばすなど
精神的暴力　人格を否定するような暴言を吐く、何を言っても無視する、

交友関係を制限する、電話・メールを細かく監視するなど
性的暴力　　嫌がっているのに性行為を強要する、見たくないポルノビデ

オ等を見せる、避妊に協力しないなど
お問い合わせ　男女共同参画課　1０４２－７６９－８２０５

相談の秘密は守られます　ひとりで悩まずにお電話でご相談を

　本マップは、平成２０年に市内で記録した１時間に９６．５㎜の大雨を想定し
て策定しました。緑区（橋本・大沢地区、城山地区の一部）、中央区、南
区を対象地区として、雨水管等から水があふれ出したときの浸水想定区域、
避難時における危険箇所や避難所などを示しています。また、雨量・気象
情報の収集の仕方や浸水被害の軽減対策などを掲載しています。
　このマップをご覧いただき、浸水に対する備えに役立ててください。
配布場所　危機管理室、下水道整備課、各土木事務所・行政資料コーナー、

対象地区のまちづくりセンター・公民館
※同マップは、市ホームページの 防災・危機管理情報 → 防災マップ から
もご覧になれます。

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８

浸浸水水（（内内水水））ハハザザーードドママッッププをを作作成成ししままししたた

パブリックコメント ご意見をお寄せくださいパブリックコメント　ご意見をお寄せください

受受益益者者負負担担のの在在りり方方のの基基本本方方針針（（案案））
　市が提供する行政サービスに係る受益と負担を、より適正な関係にする
ための基本方針（案）です。
基本方針（案）の閲覧・配布場所　経営監理課、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）・図書館
※市ホームページの 市へのご意見・ご提案 → パブリックコメント から
もご覧になれます。
意見の提出　直接か、郵送、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、

意見を書いて、１０月５日～１１月５日（必着）に経営監理課（〒２５２－
５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－９２４０　6０４２－７５４－
２２８０　Ｅメール keieikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

※いただいたご意見の概要や市の考え方については、まとまり次第、市ホ
ームページや経営監理課等で公開する予定です。

　昨年３月に発生した東日本大震災を踏まえ、本市の地域特性に合わせた
災害対策や情報の受発信、帰宅困難者などへの対策に取り組む必要があり
ます。大規模災害時における行政機関の「公助」には限界があり「自助」、
「共助」を含めた総合的な対応が不可欠です。
　こうしたことから、災害に対する市民の不安の解消をめざすことを基本
方針として、地域防災計画の修正を行いました。
主な追加・修正点

～災害に強いまちづくりに向けて～～災害に強いまちづくりに向けて～

市市地地域域防防災災計計画画をを修修正正ししままししたた

○本市の地域特性を踏まえた災害対策の充実
○自助 ･共助の取り組みの推進　　○帰宅困難者対策　　○放射能対策
○情報通信手段の多重化　　　　　○広域応援体制の充実　など

※市地域防災計画は各行政資料コーナーで閲覧できるほか ､市ホームペー
ジの 防災･危機管理情報 → 防災・危機管理の計画と調査 からもご覧に
なれます。

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８

１４．５ha

　市では、大地震等により鉄道やバス等の公共交通機関が停止し帰宅困難
者が発生した場合に、一時的に滞在できる施設（一時滞在施設）について、
桜美林大学と民間施設では初めてとなる協定を締結しました。
　市では今後も、公共施設に加え、民間施設との協定締結により一時滞在
施設の確保を進めていきます。
協定の内容

桜美林大学と桜美林大学と　災災害害時時ににおおけけるる
施施設設等等のの協協力力にに関関すするる協協定定をを締締結結

　市の要請に基づき、桜美林大学がプラネット淵野辺キャンパスの１階
エントランスホールを帰宅困難者に開放し、水道水とトイレ等を提供し
ます。

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８

〈当麻地区〉
南区当麻　字谷戸下、字谷下、

字中河原、字川尻、
字上河原の一部

専用電話

さがみ縦貫道路（圏央道）開通目標年度
○海老名ＩＣ～相模原愛川ＩＣ＝平成２４年度
○相模原愛川ＩＣ～高尾山ＩＣ＝平成２５年度
（相模原ＩＣは平成２６年度）

1042－772－5990
受付時間　午前１０時～午後４時３０分
休所日　月・金曜日、年末年始

予定区域予定区域

予定区域予定区域
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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。

相模原市寄附講座相模原市寄附講座「地域児童精神科医療学」「地域児童精神科医療学」
設設立記念講演会立記念講演会

日　時　１０月２０日（土）午後３時～５時
会　場　北里大学医学部Ｍ６号館合同講義室
講　演　
○「小児児童精神医学の現状と課題」
　齊藤 万比古 さん（国立国際医療研究センター国府台病院精神科部門診療部長）

かずひこ

○「地域で発達障害の子どもを育むために　相模原市の現状と課題」
　細田のぞみさん（相模原療育園施設長）
○「寄附講座『地域児童精神科医療学』の意義」
　井上勝夫さん（北里大学精神科学地域児童精神科医療学特任講師）
定　員　３８０人（先着順）　　※希望者は直接会場へ さがみ風っ子教師塾 聴講生を募集さがみ風っ子教師塾　聴講生を募集

　同塾講座のうち、的川 泰  宣 塾長（ＪＡＸＡ名誉教授）の講話や外部講師
やす のり

による授業づくりの講義など、１２講座を聴講できます。
期　間　１０月２７日（土）～平成２５年２月１６日（土）
会　場　総合学習センター　　費　用　２，５００円
対　象　相模原市立小・中学校の教員を強く希望する人＝３０人程度（申込順）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号を書いて同センター

（Ｅメール jyuku@sagamihara-kng.ed.jp）へ
※講義の日程・内容など詳しくは、市ホームページの　教育委員会　→　総合
学習センター　をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　総合学習センター　1０４２－７５６－３６４７

募集要項の配布　１０月１５日から　　願書の受け付け　１１月１日から
　　＝認定こども園を併設する幼稚園　※詳しくは、各幼稚園にお問い合わせください。

電話番号住　所幼稚園名
０４２－６８５－０００５寸沢嵐９８０－４内郷

緑　

区

０４２－７６２－４３８９上九沢２６７大沢
０４２－７６１－３４６４大島１３０４－２大沢第二
０４２－７６２－３６３３大島２０２－１大島
０４２－７７２－２９１５二本松３－９－１２相模野
０４２－７７２－４６１０東橋本２－３２－２２相模原みどり
０４２－７８２－８１８５若葉台６－５－１４城山わかば
０４２－７７２－０９２６相原１－２０－５新町
０４２－７８２－６３３２原宿南３－６－１０太陽の子
０４２－７８４－５１３３長竹８３８－１津久井ヶ丘
０４２－７６２－３５９４下九沢４４１－１てるて
０４２－７７１－１４４８橋本６－１４－１橋本
０４２－７８４－０１８１中野１３６６ばらの花
０４２－７７３－０７３０下九沢９６４あかね

中
央
区

０４２－７６１－６８５６田名５２６６－１上田名
０４２－７７３－８２４１宮下本町３－４－１２小山白ゆり
０４２－７７８－３７０４上溝３８２－３けやきの子

電話番号住　所幼稚園名
０４２－７５２－８０４０矢部３－１１－１３相模栄光

中
央
区

０４２－７５２－２３２８矢部４－１－２０相模白ゆり
０４２－７５３－２１９６淵野辺２－２２－７相模つばさ
０４２－７５４－５２９０清新３－１４－１６清心
０４２－７５６－５９７８東淵野辺４－２３－２０たけのうち
０４２－７６１－１６０６水郷田名１－１６－３田名
０４２－７５５－０３９１光が丘２－２４－１中央
０４２－７５５－３２６３陽光台６－３－２虹ヶ丘
０４２－７６１－４３０６上溝３－１６－１５鳩川
０４２－７５５－０３９４淵野辺４－３１－７渕野辺ひばり
０４２－７５２－４８４２星が丘３－５－１０星が丘
０４２－７６２－２２８９上溝７－３１－４みずほ
０４２－７５５－４５７５富士見３－１２－１９弥生
０４２－７５５－５６０３横山台２－１０－８よこやま
０４２－７４３－３５９７鵜野森２－１１－１うのもり南　

区
０４２－７５６－１２１８大野台５－１－１１大野文化
０４２－７４２－１４４５文京２－１－１相模女子大学幼稚部

電話番号住　所幼稚園名
０４２－７４４－０５０３古淵３－２６－１９相模すぎのこ

南　

区

０４２－７７８－２８４６当麻８７０－６相模原高校
付属光明

０４２－７４２－３４７９麻溝台５－１１－６さがみひかり
０４２－７４４－０２２０東大沼２－７－６相模ひまわり
０４２－７４２－１５９３相南２－２５－６５相模翠ヶ丘
０４２－７４２－８２２７上鶴間４－２－１相模林間
０４６－２５４－５１９２磯部１６４８誠心相陽
０４２－７４８－８７３５西大沼５－１３－１７誠心第一
０４２－７４３－０４０３相模台６－３０－１２誠心第二
０４６－２５１－２０３０相武台団地２－３－６相武台中央
０４６－２５４－３６１４新磯野３－２２－１６つくしの
０４２－７４２－８５３０上鶴間本町８－５４－１０中和田
０４２－７４４－１５３９相模台２－９－４豊泉
０４２－７４２－８８２２上鶴間１－３－１南大野
０４２－７４２－９６６１上鶴間本町４－３３－４９谷口
０４２－７４２－３３９４東林間６－５－２林間のぞみ

認知症疾患医療センターのご利用を認知症疾患医療センターのご利用を
　市は、今後増加が見込まれる認知症高齢者に対応するため、今年度から「認
知症疾患医療センター」を開設しています。同センターは認知症に係る医療
と介護の連携の拠点となる施設で、北里大学東病院に業務を委託しています。
　同センターの開設を契機に、認知症の高齢者が住み慣れた地域で安心し
て暮らせるまちづくりをさらに進めます。
主な業務
○認知症専門相談の実施
　　認知症かどうか迷った場合や対応に困った場合、診断や治療方針に悩
んだ場合などの相談に応じます。

　専用電話　1０４２－７４８－７０９９（北里大学東病院患者支援センター部内）
　受付日時　月～金曜日 午前９時３０分～午後４時３０分

○鑑別診断とそれに基づく初期対応　　　○認知症の精神症状への対応
○医療介護関係者等向けの研修会の開催　○認知症に関する情報発信
○認知症医療介護連携協議会の開催

お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９

安全・安心まちづくり市民大会安全・安心まちづくり市民大会
　安全・安心まちづくり功労表彰式や講演会を行います。
日　時　１０月２０日（土）午後２時～４時　　会　場　あじさい会館
　講演会　
テーマ　自転車と歩行者の交通事故の実態
講　師　國行浩史さん（交通事故総合分析センター主任研究員）
定　員　３５０人（申込順）　　申し込み　電話で生活安全課へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
防犯対策を高めよう　１０月１１日～２０日は安全・安心まちづくり旬間
　自転車の盗難、ひったくり、振り込め詐欺などに遭わないように注意し
ましょう。

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

お問い合わせ　精神保健福祉課　1０４２－７６９－９８１３

持ち物　健康保険証など住所・年齢等が確認できるもの、筆記用具、体温
計、対象者②に該当する人は身体障害者手帳１級の写し等、費用の
免除に該当する人は、上記〈免除要件確認資料〉のいずれか

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

高齢者イ高齢者インフルエンンフルエンザ予防接種ザ予防接種
　高齢者インフルエンザ予防接種を次のとおり実施します。希望者は、協
力医療機関へ予約してから接種を受けてください。
実施期間　１０月１０日（水）～１２月３１日（月）〈１人１回のみ〉
対象者　本市に住民登録（外国人を含む）があり、接種日現在で次に該当する人

①６５歳以上
②６０～６４歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能に高度の障害がある

接種場所　高齢者インフルエンザ予防接種協力医療機関
※協力医療機関名簿は疾病対策課、各区役所区民課・まちづくりセンター・
出張所・連絡所などにあります。

費　用　１，０００円

費用の免除　市民税非課税世帯か生活保護世帯の人、中国残留邦人等へ
の支援給付を受けている人は、そのことを証明する資料〈免除要
件確認資料〉を医療機関に提示すると、費用が免除になります。

〈免除要件確認資料〉　※次のいずれかが必要
〇介護保険料納入通知書（３枚目の保険料賦課の段階区分・根拠の項目
の ｢段階 ｣の欄が ｢第１～第４段階」の人）

〇介護保険負担限度額認定証
〇後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
〇生活保護受給票
〇本人確認証（中国残留邦人等支援給付受給者）
〇市民税課税証明書（住民票上の世帯員全員のものが必要。発行には１
通３００円の手数料がかかります）

浄化槽の維持管理を忘れずに浄化槽の維持管理を忘れずに
　浄化槽を設置している人は、法定検査・保守点検・清掃が法律で義務付
けられています。
検査の申し込み　電話で日本環境衛生センター（1０４４－２８８－５２２５）へ
保守点検　市登録業者に委託できます。登録業者は市ホームページの　暮

らしの情報　→　環境　→　保全活動・教育・環境問題　をご覧になるか、
お問い合わせください。また、浄化槽を廃止したときは３０日以内に
届け出てください。

お問い合わせ　下水道管理課　1０４２－７６９－８３７６

清掃のお問い合わせ
お問い合わせ区・地区

相模台収集事務所
1０４２－７４２－００４２橋本・大沢地区、中央区、南区

津久井クリーンセンター
1０４２－７８４－２７１１城山・津久井・相模湖・藤野地区

相模原市寄附講座「地域児童精神科医療学」とは
　現在、精神医学的・心理的な困難を抱えた児童等を対象にした専門医な
どが少ないことから、市が北里大学医学部に寄附を行い、児童精神科医療
に関する講座を開設する協定を、北里研究所・北里大学と締結しました。
　この協定に基づき、今後、専門医の育成や地域医療連携の構築など、
地域医療の向上を図ります。

私立幼稚園 平成平成２５２ ５年度新入園児を募集年度新入園児を募集　　　　　 平成２ ５年度新入園児を募集
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※乳幼児の相談は次の各相談窓口へ

●不注意（集中できない） 
●多動・多弁 
　（じっとしていられない） 
●衝動的に行動する 
　（考えるよりも先に動く） 

厚生労働省「発達障害の理解のために」より 

注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ） 

学習障害（ＬＤ） 

●「読む」、「書く」、「計算する」 
　等の能力が、全体的な知的発 
　達に比べて極端に苦手 

それぞれの障害の特性 

知的な遅れを伴う 
こともあります 

広汎性発達障害 

自　閉　症 

アスペルガー症候群 

●基本的に、言葉の発達の遅れはない 
●コミュニケーションの障害 
●対人関係・社会性の障害 
●パターン化した行動、興味・関心の 
　かたより 
●不器用（言語発達に比べて） 

●言葉の発達の遅れ 
●コミュニケーションの障害 
●対人関係・社会性の障害 
●パターン化した行動、こだわり 

市市でではは、、発発達達障障害害ののああるる人人とと家家族族へへのの支支援援やや発発達達障障害害のの理理解解をを促促進進すするるたためめにに、、１１００月月１１日日にに
「「発発達達障障害害支支援援セセンンタターー」」をを開開設設ししままししたた。。同同セセンンタターーはは市市のの発発達達障障害害支支援援にに関関すするる専専門門機機関関
ととししてて、、相相談談支支援援、、普普及及啓啓発発活活動動、、支支援援者者のの人人材材育育成成ののほほかか、、子子どどももかからら大大人人ままででのの一一貫貫ししたた支支
援援体体制制のの構構築築をを通通じじててラライイフフスステテーージジにに応応じじたた支支援援がが受受けけらられれるるシシスステテムムづづくくりりをを行行いいまますす。。
発発達達障障害害ののああるる人人とと家家族族がが地地域域でで安安心心ししてて生生活活すするるたためめににはは、、地地域域のの皆皆ささんんやや日日々々関関わわるる支支
援援者者ななどどのの理理解解ややササポポーートトがが必必要要でですす。。セセンンタターーでではは、、関関係係機機関関とと連連携携しし、、一一人人ひひととりりののニニーー
ズズにに応応じじたた支支援援をを行行いいまますす。。

身身身身身身身身身身身体体体体体体体体体体体障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者
作作作作作作作作作作作品品品品品品品品品品品展展展展展展展展展展展

会　場　あじさい会館
お問い合わせ　障害福祉課
　1０４２－７６９－８３５５

さささささささささささがががががががががががみみみみみみみみみみみはははははははははははららららららららららら・・・・・・・・・・・ふふふふふふふふふふふれれれれれれれれれれれあああああああああああいいいいいいいいいいいハハハハハハハハハハハーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトポポポポポポポポポポポイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンントトトトトトトトトトト
事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録説説説説説説説説説説明明明明明明明明明明会会会会会会会会会会事業登録説明会

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

会　場日にち
ウェルネスさがみはら１０月２６日（金）

南保健福祉センター１１月２９日（木）

時　間　午後２時～３時
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中
お問い合わせ　介護予防推進課　

1０４２－７６９－９２４９

　市内在住の身体に障害のある
人が製作した絵画・書道・写真・
手芸等を展示します。

展示期間

時　間日にち

午後１時～午後４時１０月５日（金）

午前９時～午後４時　　６日（土）

午前９時～正午　　７日（日）

発発発発発発発発発達達達達達達達達達障障障障障障障障障害害害害害害害害害支支支支支支支支支援援援援援援援援援セセセセセセセセセンンンンンンンンンタタタタタタタタターーーーーーーーーでででででででででののののののののの支支支支支支支支支援援援援援援援援援
　相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援
　発達障害のある人や家族などが、日常生活や学校、職場で次のようなこ
とで困っていることがあれば、相談に応じ一緒に考えます。

　ネネネネネネネネネネネッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトワワワワワワワワワワワーーーーーーーーーーークククククククククククののののののののののの構構構構構構構構構構構築築築築築築築築築築築・・・・・・・・・・・シシシシシシシシシシシススススススススススステテテテテテテテテテテムムムムムムムムムムム作作作作作作作作作作作りりりりりりりりりりり
　ライフステージに応じた切れ目のない一貫した支援をめざし、発達障害
のある人と家族、関係機関や所属先が「つながる」仕組みづくりを行います。

　支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援者者者者者者者者者者者ののののののののののの人人人人人人人人人人人材材材材材材材材材材材育育育育育育育育育育育成成成成成成成成成成成
　発達障害のある人の所属先や関係機関の支援者に対する研修を行い、支
援者の人材育成を行います。

　普普普普普普普普普普普及及及及及及及及及及及啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓発発発発発発発発発発発
　市民や地域で活動している団体に向けて、発達障害の理解促進のための
啓発活動や研修を行います。

　乳幼児の発達や療育に関する相談は、各区のこども家庭相談課療育相談班等
と連携しながら進めます。

　発達障害者支援法に基づいて、都道府県や政令指定都市に置かれる発達障
害に関する専門機関です。同法では「発達障害者支援センター」と定められ
ていますが、各自治体によって、その名称はさまざまで、本市では、発達障
害全般に関わる支援を展開していくために、「発達障害支援センター」とい
う名称にしました。

「「「「「「「「「発発発発発発発発発達達達達達達達達達障障障障障障障障障害害害害害害害害害支支支支支支支支支援援援援援援援援援セセセセセセセセセンンンンンンンンンタタタタタタタタターーーーーーーーー」」」」」」」」」とととととととととははははははははは

　発達障害者支援法では、自閉症、アスペルガー症候群その他の 広  汎 性発達
こう はん

障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であ
って、その症状が通常低年齢において発現するものとされています。
　また、脳機能の働きに生まれつきの特徴があると考えられていて、親の育
て方や愛情不足、本人の努力不足などが原因ではありません。

乳幼児

こんなことに気付いたら
・職場での対人関係がうまくいかない
・働いているが、なかなか仕事が覚えられない
・障害の特性を知り、自分に合った生活を考えたい

成　人
一緒に考えます

「どうしたら暮らしやす
　くなるのだろう？」

など

小・中学生、高校生など
こんなことに気付いたら

・人との関わりが苦手
・勉強を頑張っているのについていけない
・自分に自信がなくて元気がない
・小学校から中学校へ、中学校から高校へ進学すると
　き、進路をどのように考えたらいいかわからない

一緒に考えます
「発達障害があるのかな？」
「楽しい学校生活を送る
　には、どうしたらいい
　のだろう？」　　など

「「「「「「「「「発発発発発発発発発達達達達達達達達達障障障障障障障障障害害害害害害害害害」」」」」」」」」とととととととととははははははははは 相 談 

相 談 

まままままままままずずずずずずずずずははははははははは電電電電電電電電電話話話話話話話話話ででででででででで相相相相相相相相相談談談談談談談談談しししししししししてててててててててくくくくくくくくくだだだだだだだだださささささささささいいいいいいいいい。。。。。。。。。相相相相相相相相相談談談談談談談談談ははははははははは無無無無無無無無無料料料料料料料料料ででででででででですすすすすすすすす（（（（（（（（（来来来来来来来来来所所所所所所所所所相相相相相相相相相談談談談談談談談談ははははははははは事事事事事事事事事前前前前前前前前前予予予予予予予予予約約約約約約約約約ががががががががが必必必必必必必必必要要要要要要要要要）））））））））

発達障害支援センター 1０４２－７５６－８４１１ 
中央区陽光台３－１９－２ （陽光園療育相談棟内） 

相模原駅・淵野辺駅・
上溝駅・相模大野駅
からバスで「光が丘
小学校前」下車徒歩
５分 

交　通

相模線 

相模原駅 

上溝駅 

淵野辺駅 

陽光園入口 

国道１６号 

横浜線 

星が丘 

発達障害支援センター 
（陽光園療育相談棟内） 

 

光が丘小学校前 

　社会福祉職（ケースワーカー、心理担当）、保健師、保育士、指導主事などのスタッフが
相談に応じます。
対　象　市内在住で発達障害があるかその心配がある人（※）、その家族、関係機関
日　時　月～金曜日（祝日を除く）午前８時３０分～午後５時

電話番号相談窓口区・地区
０４２－７８３－８１２９緑こども家庭相談課療育相談班橋本・大沢・城山地区

緑　

区

０４２－７８０－１４１２津久井保健福祉課津久井地区
０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課相模湖地区
０４２－６８７－５５１１藤野保健福祉課藤 野 地 区
０４２－７５６－８４２４中央こども家庭相談課療育相談班中央区
０４２－７０１－７７２７南こども家庭相談課療育相談班南　区

発達障害支援センターを開設発発達達障障害害支支援援セセンンタターーをを開開設設

日にち　１１月１０日（土）
時　間　午前８時～午後６時
集合・解散場所　けやき体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の

障害児・者とその付き添い
定　員　４０組８０人（抽選）
費　用　１組２，５２０円（昼食代）
申し込み　直接か電話、ファク

スに住所、氏名、電話番
号、「りんご狩り」と書い
て、１０月１５日までにけや
き体育館（1０４２－７５３－
９０３０　6０４２－７６９－１２００） 
へ

障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害児児児児児児児児児児児・・・・・・・・・・・者者者者者者者者者者者バババババババババババスススススススススススレレレレレレレレレレレクククククククククククリリリリリリリリリリリエエエエエエエエエエエーーーーーーーーーーーシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョンンンンンンンンンンン
りりりりりりりりりりんんんんんんんんんんごごごごごごごごごご狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩りりりりりりりりりりりんご狩り（（（（（（（（（（（長長長長長長長長長長野野野野野野野野野野県県県県県県県県県県佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐久久久久久久久久久久長野県佐久市市市市市市市市市市市）））））））））））

　陶芸品や木工製品、革製品、焼
き菓子などを販売します。

障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害のののののののののののあああああああああああるるるるるるるるるるる人人人人人人人人人人人ががががががががががが作作作作作作作作作作作っっっっっっっっっっったたたたたたたたたたた
自自自自自自自自自自自主主主主主主主主主主主製製製製製製製製製製製品品品品品品品品品品品ををををををををををを販販販販販販販販販販販売売売売売売売売売売売

お問い合わせ　市社会福祉事業団
1０４２－７５８－２１２１

日にち　１０月１３日（土）・１４日（日）
時　間　午前１０時～午後４時
会　場　イトーヨーカドー古淵店

販
売
品
イ
メ
ー
ジ
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さがみはら・夢まちづくりさがみはら・夢まちづくり
フォーラムフォーラム

家族セミナー～子どもの自立と就職に向けて～
テーマ時　間日にち

家族をひらく午前９時３０分～１１時３０分１０月１３日（土）①
ゆるやかな社会参加から就職へ午後２時～４時　　２０日（土）②

会　場　けやき会館
対　象　ニート・ひきこもり状態、フリーターなど、就労に困難を抱え

ている若者の家族＝各３０人（申込順）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号を書いて、１０月①１２

日②１９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メール info@parasute.jp）へ

②電気もガスも使わない、
　おからを使った 味  　 造り

み そ

日　時　１０月３０日（火）午前１０時～正午
定　員　３０人（申込順）　　費　用　５００円
※保育あり（１人６００円）

九都県市再生可能エネルギー活用セミナー
～固定価格買取制度と「熱は熱で」をわかりやすくご紹介～

　再生可能エネルギー固定価格買取制度の仕組み、給湯・暖房などに有効
活用できる太陽熱利用のメリットや最新動向について紹介します。
日　時　１０月３１日（水）午後２時～４時３０分
会　場　産業会館　　定　員　１００人（申込順）
申し込み　ファクスかＥメールに氏名、電話番号、ファクス番号、事業者

の場合は事業者名・部署名、「再生可能エネルギー活用セミナー」
と書いて１０月２９日までに環境政策課（6０４２－７５４－１０６４　Ｅメール
kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp　1０４２－７６９
－８２４０）へ

市民による電力自給をめざして
～映画上映＆講演会～

　ドキュメンタリー映画「シェーナウの想い～自然エネルギー社会を子ど
もたちに～」の上映と、長野県飯田市における活動事例を紹介します。
日　時　１０月１４日（日）午後１時３０分～４時
会　場　環境情報センター　　定　員　８５人（申込順）
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号を書いて、

太陽光発電所ネットワークＰＶさがみはらの北村さん（16０４２－
７４５－８９５８　Ｅメール pvsagamihara@yahoo.co.jp）へ

樹木の探偵団と公園の樹木めぐり
　この時期に見頃を迎える樹木の特徴や見分け方、木の実を観察します。
日にち　１０月①１４日②２８日の日曜日
時　間　午後１時～３時３０分
会　場　①相模原北公園、②相模原麻溝公園
対　象　中学生以上の人＝各３０人（申込順）
費　用　各３００円
申し込み　電話で市みどりの協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

相模川クリーン作戦「県央相模川サミット」六市町村合同クリーンキャンペーン
日　時　１０月２８日（日）午前９時～１０時〈小雨決行〉

※軍手とごみ袋（家庭にあるレジ袋等）を持って、直接会場へ（受け付け
は相模川を愛する会の旗が目印）

※荒天時の実施の有無については、当日午前７時３０分以降に市役所守衛室
（1０４２－７５４－１１１１）へ

お問い合わせ　水みどり環境課　1０４２－７６９－８２４２

会　場地　区
葉山島青少年広場前、小倉橋周辺城山
相模川自然の村周辺（上大島キャンプ場付近を含む）・神沢河原周辺大沢
高田橋周辺田名
昭和橋周辺麻溝
三段の滝下周辺、磯部頭首工周辺、新戸スポーツ広場周辺新磯

生ごみの減量化にチャレンジしよう
ダンボールコンポスト講習会〈全２回〉
　腐葉土を使ったダンボールコンポストで、生ごみから堆肥を作ります。
日　時　１０月３０日、１１月２７日の火曜日午後２時～４時
会　場　橋本台リサイクルスクエア　　定　員　２４人（申込順）
申し込み　電話で資源循環推進課へ
生ごみ処理容器購入費用助成制度の利用を
　家庭から出る生ごみは約８０％が水分で、燃やすには余分なエネルギーが
必要です。市の助成制度を利用し生ごみを減量してみませんか。
対　象　市内在住で５年以内に同制度を受けていない人
対象容器　家庭用の２，０００円を超える生ごみ処理容器
　○生ごみ処理容器（コンポスト、密閉式）＝１世帯２台まで
　○電動式生ごみ処理容器＝１世帯１台まで
※橋本台・新磯野リサイクルスクエアに見本があります。
助成額　購入金額の２分の１（１００円未満切り捨て、上限３万円）
※申し込み方法など詳しくは、購入前にお問い合わせください。

お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８２４５

　前神奈川県知事の松沢成文さんによる基調講演と多方面からのまちづくりプラ
ンや夢のある将来像を描くパネルディスカッションを行います。「がんばろう！日
本　物産展」と税に関する絵はがきコンクール応募作品の展示、表彰式も行います。
○基調講演
　　講　師　松沢成文さん（前神奈川県知事）
○パネルディスカッション
　　コーディネーター　松沢成文さん
　　パネリスト　関戸昌邦さん（県商工会連合会会長）
　　　　　　　　中嶋幸夫さん（都市産業研究会会長）
　　　　　　　　田所昌訓さん（市自治会連合会会長）
　　　　　　　　稲場久二男さん（相模原法人会会長）
時　間　午後１時１０分～４時５０分
会　場　 杜 のホールはしもと　　定　員　５２５人（抽選）　　費　用　無料

もり

申し込み　申込書〈相模原法人会のホームページ（http://sagamiharahojinkai. 
or.jp/）からダウンロード可〉をファクスで同法人会へ

相模原法人会会員大会

お問い合わせ　相模原法人会　1０４２－７５５－３０２７　6０４２－７５３－３２７３

松沢成文さん

がんばろう！日本　物産展も開催
時　間　正午～午後５時　　会　場　杜のホールはしもと多目的室
※物産展は直接会場へ

１１月１３日（火）

環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８
Ｅメール kankyo@eic-sagamihara.jp

発見しよう！まちの中の小さな自然
　環境情報センター周辺を自然観察指導員とともに散策
し、まちの中に息づく植物や生き物について学びます。
日にち　１０月１５日（月）※荒天中止
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
※希望者は観察に必要な道具を持って直接同センターへ

エコギャラリー写真展～相模原のエコ 力 ～
ぢから

　相模原のさまざまな環境保全の取り組みを紹介します。
期　間　平成２５年１月２０日（日）まで
　　　　※毎月第３木曜日休館
時　間　午前９時～午後５時

③縫ってみよう　染めてみよう
　体にやさしい布ナプキン作り〈全３回〉
　オーガニックコットンを使って生理用布
ナプキンを作ります。
日にち　１１月１２日・２６日、１２月３日の月曜日
時　間　午前１０時～正午
定　員　１５人（申込順）　 費　用　１，０００円
※保育あり（１回１人６００円）

①ｅｃｏ検定受験対策セミナー
　環境社会検定試験（ｅｃｏ検定）取得に向
けて学びます。
日　時　１０月２７日（土）午前９時～午後５時
定　員　８０人（申込順）
費　用　２，８００円
※別途、ｅｃｏ検定公式テキストが必要です。

申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、
電話番号、催し名、保育の有無を書
いて１０月①２４日②２０日③１１月５日ま
でに同センターへ

こころの健康セミナー～大切な人の心の健康のために～
内　容時　間日にち

うつ病、パニック障害など
午後１時３０分
　～３時３０分

１１月３日（祝）
統合失調症　　１０日（土）
アルコール・薬物依存など　　１７日（土）
自殺・自傷行為　　２４日（土）

会　場　 杜 のホールはしもと　対　象　１８歳以上の人＝各３０人（申込順）
もり

申し込み　各まちづくりセンター・公民館などにある申込用紙〈さがま
ちコンソーシアムホームページ（http://sagamachi.jp/）から
ダウンロード可〉を１０月２６日までに同コンソーシアム事務局（1 

０４２－７４７－９０３８）へ

就職活動を支援！コンピュータ実務教育講座〈全１５回〉
日　時　１１月５日～２６日（２３日を除く）の月～金曜日午前９時～正午
会　場　デジタルコンテンツ研究会事務室（南区南台３－１２－１２）
対　象　市内在住でパソコンの入力操作ができる求職活動中の人
定　員　１５人（選考）　　費　用　１，６４４円
申し込み　直接か電話で１０月１９日までに同所（1０４２－７４８－０４７１）へ
※１０月２４日・２５日に面接あり

さがみはら若年就職面接会
日　時　１０月２５日（木）午後１時～４時（受け付けは午後０時３０分～３時）
会　場　グリーンホール相模大野多目的ホール
対　象　４４歳以下の人
※希望者は履歴書（面接企業数分）を持って、直接会場へ
※ハローワークカードがある人は持参してください。
お問い合わせ　ハローワーク相模原　1０４２－７７６－８６０９　部門コード４２＃

②電気もガスも使わない、
　おからを使った 味 �造り

み

日　時　１０月３０日（火）午前１０時～正午
定　員　３０人（申込順）　　費　用　５００円
※保育あり（１人６００円）
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　　お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７　　

スイーツフェスティバル 2012
さがみはら 

今年のテー
マは

「宇宙（銀
河など）を

五感で感じ
られるスイ

ーツ」

　スイーツを通じて相模原の魅力を市内外の多くの人に知ってもらうため、
今秋もスイーツフェスティバルを開催します。今年のテーマは、ＪＡＸＡ相
模原キャンパスがあり、「はやぶさの故郷」である本市にふさわしい「宇宙
（銀河など）を五感で感じられるスイーツ」。参加店舗が、相模原産の素材
でオリジナルのスイーツを作り、各店で一斉に発売します。期間中に、スタ
ンプラリーや販売イベント、各賞を決定するコンテストとはがき投票なども
行います。この秋は、出品スイーツや参加店舗の情報などを掲載している「ス
タンプラリーブック」を片手に、全宇宙を制覇してみてはいかがですか。

販売・スタンプラリースタンプラリー  １１月３０日（金）まで  １１月３０日（金）まで  
　参加店舗で出品スイーツを購入すると、１作品につ
き１つのスタンプが押されます。３つ集めて応募する
と、抽選ですてきなプレゼントが当たります。
※応募方法など詳しくは、参加店舗や商業観光課、各
公民館などで配布しているスタンプラリーブックを
ご覧になるか、お問い合わせください。同フェステ
ィバルのホームページからもご覧になれます。

�参加店舗の作品が一堂に集まる販売イベントを１１月１０日（土）・１１日（日）に
開催します。詳しくは、本紙１１月１日号でお知らせします。

�出品スイーツは、売り切れになる場合があります。

出
品
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手土産にもおすすめの焼菓子です

菓子工房 くろさわ西洋菓子 海援隊宝来堂 伊藤製菓舗

紅照 Petit   Sucre 
プチ シュクル

手作り菓子工房手作り菓子工房 
プチ・ラパンプチ・ラパン

パティスリー
フレジェ

インパクトも

銀河級!? 

甘い宇宙はいかが

コンテストの一般審査員を募集
　出品スイーツの中から、特別審査員と一緒に今年のグランプリなど
を決定するコンテストの審査員を募集します。
日　時　１１月１７日（土）午前１１時～午後３時　※時間は予定
会　場　相模女子大学マーガレットホール
対　象　１６歳以上で参加店舗関係者以外の人＝４０人程度（抽選）
申し込み　はがきかＥメール（１通２人まで）に全員の住所・氏名（ふ

りがな）・年齢・性別・勤務先か学校名・電話番号・メールア
ドレス、「一般審査員応募」と書いて、１０月１５日（必着）まで
に、同実行委員会事務局（商業観光課内　〒２５２－５２７７　中央区
中央２－１１－１５　Ｅメール info@e-sagamihara.com）へ

特別審査員の和泉光一さんからメッセージ
　日本の“作り人”（農家さんも、お菓子屋さん
も）の集大成を感じられる素晴らしいイベントだ
と思います。心も体もおいしいイベントにしたい
ですね。

和
泉
光
一
さ
ん

「
ア
ス
テ
リ
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カフェでしか

味わえない

宇宙スイーツ

カフェ
レストラン Shu 

シュウ kitchen KAZU kitchen    KAZU 
キッチン カズ

 cafe    KAZU 
カフェ カズ

珈琲屋ぼんねっと珈琲屋 ぼんねっと ダヤンカフェ cafe   gallery  
カフェ ギャラリー

 kotori 
コトリ

パティスリー パリシ 農場の家農場の家

パティスリー プリエ おかしの家 ケーポッシュ
南台店

パティスリーパティスリー
スーリールスーリール

ケーポッシュ
松が枝店

ニューオリオン
洋菓子店

セ・ラ・セゾン！

カリメーラ 小川フェニックス ケーキの店 光西洋菓子 海援隊

セ・ラ・セゾン！  NOIX 
ノア

フランス風洋菓子
リュミエール

浜田製菓 小川フェニックス ヒロセ洋菓子店

 menagere 
メ ナ ジ エ ー ル



24 (2012) .10.1 ���No.1250

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。

みんな元気！さがみはら 健康フェスタ２０１２
　体力測定、健康相談、健康づくりに役立つ情報が盛りだくさんのクイズ、
正午から「みんなで一緒に体操しよう！（ラジオ体操等）」などを行います。
日　時　１０月２０日（土）午前１０時～午後３時
会　場　ウェルネスさがみはら

対象・定員時　間申し込みが必要な催し

１２０人
（申込順）

午前１０時
　～１１時２０分

医療講演会
「気がついたら進行していた腎臓病!!
そうならないために」

１４人
（抽選）

　午前１１時２０分
～午後０時３０分腎臓病に関する医療相談会

市内在住か在勤・
在学の人＝５０人
（申込順）

午後１時３０分
　～３時

長野信一さんの
「体操で心と体リフレッシュ
～転ばぬ先の筋力アップ～」

申し込み　電話で１０月１４日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

市立博物館の催し
プラネタリウム新番組

太陽が時を刻む ～相模原にもあった神秘のライン～
　マヤ遺跡やストーンヘンジなどの遺跡と緑区にある川尻八幡宮など太陽
の動きと密接に関連している史跡などを取り上げて、太陽と暦の関係につ
いて紹介します。
期　間　１０月２日（火）～１２月２７日（木）　　時　間　午後２時４０分
定　員　２１０人（先着順）
費　用　５００円（４歳～中学生、６５歳以上の人２５０円）

星空観望会（１０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　１０月５日（金）・２０日（土）午後７時～８時３０分
定　員　１２０人（先着順）　　※中学生以下は保護者同伴
※希望者は午後６時３０分～７時に直接会場へ

　お問い合わせ　市立博物館　1０４２－７５０－８０３０
開館時間　午前９時３０分～午後５時
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

１０月２０日はホームムービーの日

ホームムービー上映会
　ホームムービーの日は、名もなきフィルムに光をあてる記念日です。世
界同時に行うイベントで、今年は初めて本市でも開催。地域や家庭で埋も
れていたフィルムを８ミリ映写機で楽しみます。
日　時　１０月２０日（土）午後２時～４時
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
定　員　５０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

児童工作展
　子どもたちが、市内のこどもセンターや児童館でお菓子の容器や木の葉
など身近にある素材を活用して作った作品を展示します。
期　間　１０月１２日（金）～１４日（日）　　時　間　午前１０時～午後６時
会　場　アリオ橋本アクアガーデン

お問い合わせ　こども施設課　1０４２－７６９－９２２７

みんなの消費生活展
　市内の消費者団体・企業によるパネル展示やクイズラリー、リサイクル
工作などのイベントを通して、生活に役立つ情報を紹介します。
日　時　１０月１２日（金）・１３日（土）午前１０時～午後４時
会　場　ミウィ橋本５階インナーガーデン　　
※クイズラリー参加者には相模原産野菜などをプレゼントします。

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

１０月１５日～１１月１４日は市民健康づくり推進月間

街頭キャンペーン
　体力測定（握力、ステッピングほか）、啓発物品の配布などを行います。
日　時　１０月６日（土）午前１１時～午後４時
会　場　アリオ橋本　橋本駅側口前広場

お問い合わせ　地域保健課　1０４２－７６９－９２４１

秋の健康チェック
～おなか周り気になりませんか？～

　内臓脂肪などの測定や、生活習慣改善のアドバイスをします。
日　時　１０月１３日（土）午後１時～４時
会　場　イオン相模原店１Ｆパブリックスペース（南区古淵２－１０－１）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　国民健康保険課　1０４２－７６９－８２３５

町史講演会　江戸時代の津久井
ペリー来航・横浜開港と津久井の人びと

　古文書を読み解き、江戸時代の津久井の人々の暮らしぶりに迫る講演会
を３回にわたって開催します。１回目の今回は、ペリー来航や横浜開港が
津久井の人々の暮らしにどのような影響を与えたのかを考えます。
日　時　１０月１３日（土）午後２時～４時　　会　場　津久井中央公民館
定　員　５０人（先着順）　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市立博物館（津久井町史担当）　1０４２－７８４－０４３３

お問い合わせ
旧石器ハテナ館　1０４２－７７７－６３７１

旧石器ハテナ館の催し
旧石器ハテナ館まつり
　石蒸し料理作りや弓矢ゲーム、火おこし競争など、大昔の生活を楽しく
体験できます。けんちんうどんの販売や昔の遊びコーナーなどもあります。
日　時　１０月１４日（日）午前１０時～午後３時
※石蒸し料理作りは、参加費５００円（材料費）が掛かります。

体験教室　黒曜石で尖頭器（石ヤリ）作り
　黒曜石のかけらを鹿の角のハンマーで加工し、尖頭器を
作ります。旧石器人がどのように石器を作っていたのか、
体験してみませんか。
日　時　１０月２１日（日）午後２時～４時
対　象　小学校４年生以上の人＝３０人（申込順）
費　用　５００円（材料費）
申し込み　電話で同館へ

岩宿遺跡・博物館見学バスツアー（群馬県）
　日本の旧石器時代の存在を証明した岩宿遺跡と岩宿博物館を見学します。
日　時　１０月２７日（土）午前７時５０分～午後５時
対　象　小学生以上の人＝４２人（抽選）　※小学生は保護者同伴
費　用　２，２００円
※岩宿博物館の入館料２００円（高校生１００円、小・中学生５０円）が別途必要
申し込み　往復はがきに参加者全員の住所・氏名・年齢（学年）・電話番

号を書いて、１０月１２日（必着）までに同館（〒２５２－０２４５　中央区田
名塩田３－２３－１１）へ

槍先形尖頭器

さがみ風っ子文化祭
青空に広げよう
創造と友情の輪を

会　場時　間日にち内　容

市民会館ホール午前９時４５分～
午後３時　　　１０月１０日（水）

小学校
連合音楽会

津久井
中央公民館

午後１時２５分
　～３時　　　１１日（木）

午前９時４５分～
午後３時

　　１２日（金）

グリーンホール
相模大野　　２６日（金）

女子美
アートミュージアム

午前１０時～
午後４時３０分

１０月２７日（土）
　～２９日（月）

造形
「さがみ風っ子展」

淵野辺公園午前９時～午後４時
（２９日は午後３時３０
分まで） 銀河アリーナ学校給食展

南市民ホール午前９時２０分～
午後４時３０分

１１月２日（金）
　～４日（日）

中学校
演劇発表会

グリーンホール
相模大野

午前９時３０分～
午後４時３０分

１１月３日（祝）
　　４日（日）

小・中学校
音楽発表会

市民会館ホール午前９時３０分～
午後３時１１月１７日（土）合同学芸会

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

同時開催イベント（市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会）

会　場時　間日にち内　容

淵野辺公園
午前９時～午後２時
※材料がなくなり次
第終了

１０月２７日（土）
　　２８日（日）

ふれあいコーナー
※親子工作など
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読み聞かせ・おはなしボランティア交流会
　市内の学校で子どもと本をつなぐ活動をしている個人やボランティア団
体に、図書館の活用方法を紹介し、情報交換の場を提供します。
日　時　１０月１６日（火）午前１０時～午後０時３０分
会　場　ミウィ橋本５階コミュニティルーム
対　象　市内で活動している団体や個人（経験者）　※１団体２人まで
定　員　２０人（申込順）
申し込み　直接か電話で、１０月１４日までに橋本図書館（1０４２－７７０－６６００）へ

シルバーいきいきライフ講習会
費　用定　員

（抽選）日　時教室名

１，０００円３２人１０月１７日（水）～１９日（金）
午前９時～午後４時健康マージャン〈全３回〉★

６００円８人１０月２２日（月）・２３日（火）
午前９時～午後４時

初心者コンパクトデジタル
カメラ〈全２回〉

１，０００円１５人１０月２４日（水）・２６日（金）
午前９時～午後１時ヘルシー料理〈全２回〉

会　場　シルバー人材センター中央事務所
対　象　市内在住の６０歳以上の人
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、教室名、★は経験

の有無を書いて、１０月９日（必着）までに同所（〒２５２－０２３６　中央
区富士見４－３－１　1０４２－７５３－７３７３）へ

相模原麻溝公園競技場の教室
費　用対象・定員時　間日にち教室名

６，０００円

小学校
１・２年生
＝２０人
（抽選）

午後４時
　～５時

１０月３１日～
平成２５年３
月２７日の毎
週水曜日　
（２５年１月
２日、３月
２０日を除く）

キッズ
スポーツ
〈全２０回〉

★

５００円
（レンタル
ポールは別
途５００円）

１８歳以上
の人＝２５人
（申込順）

午前１０時
　～正午

１０月３１日
（水）

ノルディッ
クウオーキ
ング体験

５００円
１８歳以上
の人＝２０人
（申込順）

午後１時
～２時３０
分

１１月１日
（木）

むくみ解消
パーソナル
エステ
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名

（ふりがな）、年齢、電話番号、教室名を書い
て、★は１０月２１日までに同競技場（1０４２－７７７
－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asami 
zo-stadium@dream.jp）へ

学習会　最新情報　相模原市の男女共同参画
日　時　１０月１９日（金）午前１１時～正午
定　員　３０人（申込順）

市民企画講座　山川菊栄映画上映会・講演会
日　時　１０月２１日（日）午後１時～５時
定　員　６０人（申込順）

女性のための個別キャリアカウンセリング★
日　時　１０月２６日（金）午前９時、１０時３０分
定　員　各１人（申込順）

女性のための心とからだの健康相談★
日　時　１０月２７日（土）午後１時３０分、２時３０分
定　員　各１人（申込順）

おもいっきりあそぼー！　ドキドキ大発見
小学生の体力アップ体操教室
日　時　１０月２７日（土）午前１０時３０分～正午
対　象　小学生＝３０人（申込順）

ソレイユさがみの催し

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（緑区
橋本６－２－１　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

市民企画講座　あなたの第一印象を良くする
色とは？～パーソナルカラーで個性を磨く！～
日　時　１０月２８日（日）午後１時３０分～３時３０分
定　員　１２人（申込順）　費　用　５００円

市民企画講座　男性のための元気・健康塾
“中高年の備学”〈全３回〉
日　時　１１月①６日②１３日③２７日の火曜日午

前１０時～正午（①は午後０時４０分まで）
対　象　男性＝２０人（申込順）　費　用　１，０００円

面接・転職に効く！好感度メイクレッスン
日　時　１１月９日（金）午後１時３０分～４時３０分
対　象　女性＝２０人（申込順）

日にち　１０月１７日～１１月２１日の毎週水曜日（１１月１４日を除く）
費　用対　象時　間教室名〈全５回〉

４，０００円１８歳以上の人午後１時３０分
　～３時３０分写経★

定　員　各２０人（抽選、★は申込順）
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、１０月７日（必着）までに、★は直接か電話で、同センター（〒
２５２－０１３４　緑区下九沢２０７１－１　1０４２－７７３－５５７０）へ

日にち　１０月１２日～１２月２１日の毎週金曜日（１１月２３日を除く）
費　用対　象時　間教室名〈全１０回〉

４，５００円１５歳以上で、日頃運動
不足を感じている人午後１時～２時健康体操（初級）

日にち　１０月１５日～１２月１７日の毎週月曜日
費　用対　象時　間教室名〈全１０回〉

４，５００円中学生以上で、日頃運
動している人

午後６時３０分
　～７時３０分健康体操（中級）

日にち　１０月１６日～１２月１８日の毎週火曜日（１１月１３日、１２月１１日を除く）
費　用対　象時　間教室名〈全８回〉
４，０００円１５歳以上の人午後１時～２時ストレッチ＆ヨガ

さがみはら北の丘センターの教室

犬のしつけ教室犬のしつけ教室
日にち　１０月２７日（土）〈小雨決行〉　　会　場　津久井又野公園
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝３０人（申込順）　　費　用　３００円
※犬種等により時間が異なります。詳しくはお問い合わせください。
申し込み　直接か電話で相模湖林間公園（1０４２－６８５－１３３０）へ
※狂犬病予防注射接種済みを証明できるもの（平成２４年度）が必要です。

相原地区の文化財探訪
～相原地区の鎌倉古道・大山道を歩く～

　古代窯址群跡など大山道周辺の文化財を、ボランティアの解説を聞きな
がら巡ります。
日にち　１０月１４日（日）〈小雨決行〉
集　合　午前９時３０分にＪＲ相原駅改札口　　
解　散　午後０時３０分ごろ相原公民館
定　員　５０人（先着順）　※希望者は歩きやすい服装で、直接集合場所へ

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

勝坂で学ぼう！　どんぐり工作
　ドングリなどを使ったメモホルダーや、落ち葉のしおりを作ります。
日　時　１０月１４日（日）午後２時～３時３０分
会　場　史跡勝坂遺跡公園管理棟　　定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で１０月１２日までに文化財保護課（1０４２－７６９－８３７１）へ

日　時　１０月１４日・２８日、１１月１１日の日曜日午前１０時～正午
会　場　小山公園ニュースポーツ広場
定　員　３０人（申込順）※小学生以下は保護者同伴　　費　用　１，０００円
申し込み　直接か電話で同公園（1０４２－７００－０８０１）へ
※過去に参加した人は応募できません。

初心者スケートボード教室〈全３回〉

　高齢者団体が出品する陶芸、水彩画、書道の作品を展示します。
日　時　１０月６日（土）・７日（日）午前９時～午後５時
会　場　新磯ふれあいセンター

お問い合わせ　新磯ふれあいセンター　1０４６－２５５－１３１１

ふれあい美術展

　紙芝居と音楽のコラボレーションライブと絵本の原画を展示します。
日　時　１０月２１日（日）午後１時３０分～３時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと多目的室

もり

対　象　中学生以上の人＝７０人（申込順）　　費　用　１，０００円
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、「うか

れ紙芝居」と書いて、１０月２０日までに紙芝居ほっこり座（1０９０－
１４０７－２８１９　6０４２－７５１－６４１４　Ｅメール ohanashi-honchi@ 
jcom.home.ne.jp）へ

うかれ紙芝居～～宮宮澤澤賢賢治治のの紙紙芝芝居居とと原原画画展展～～

費　用対象・定員時　間日にち教室名

５００円
パソコンを持参でき
る初心者＝１０人（申
込順）

午後１時３０分
～３時　１０月２９日（月）初心者

パソコン

４，０００円１８歳以上の人＝２０人
（抽選）

午前１０時
～正午　

１０月３１日～１１月
２８日の水曜日

写経
〈全５回〉★
申し込み　直接か電話で、★は１０月１８日までに同センターへ
※１０月９日（火）～２２日（月）は休所しますが、申し込みは午前９時～午
後５時に受け付けます。

お問い合わせ　市民健康文化センター　1０４２－７４７－３７７６

リニューアル１周年記念イベント
　落語、マジック、バルーンショー、音楽演奏などを行います。
日　時　１０月８日（祝）午前１０時３０分～午後４時３０分
※希望者は直接会場へ

教室

市民健康文化センターの催し
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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～

スポーツフェスティバル２０１２ 
　チアダンス、乗馬、サッカー、ラグビー、相
撲、レスリング、射撃、ニュースポーツ等の体
験やアスリートとの綱引き勝負など
日にち　１０月８日（祝）〈雨天中止〉
時　間　午前９時３０分～午後２時４５分
会　場　相模原麻溝公園競技場ほか
※希望者は運動靴で直接会場へ

さがみはらウオーク２０１２＆体験イベント
日　時　１１月３日（祝）午前９時１５分
集合場所　淵野辺公園中央広場・芝生広場
コース　①自然と親しむ木もれびの森（４㎞）

②新発見??境川上流ウオーキング（１２㎞）
費　用　各５００円（未就学児は無料）
申し込み　はがきかＥメールに、全員の住所・

氏名（代表者に○）・年齢・性別・電話
番号、コースを書いて、１０月２４日（必着）
までに市体育協会へ

※草花の販売や体力測定などの体験イベント
（午前１０時～午後３時）は直接会場へ

硬式シニアテニス教室
日にち　１０月２５日（木）〈予備日１１月８日（木）〉
時　間　午前８時３０分～午後４時２０分
会　場　淵野辺公園テニスコート
クラス　初級、中級
対　象　５５歳以上の男性か５０歳以上の女性
定　員　７０人（抽選）　　費　用　２，０００円
申し込み　市テニス協会ホームページからか、

往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、希望クラス、テ
ニス歴、予備日の参加の可否、「シニア
テニス教室」と書いて、１０月１２日（必着）
までに市体育協会へ

親子ラグビー教室
日　時　１０月１４日（日）午前９時～正午
会　場　内郷グラウンド
対　象　市内在住の３歳～中学生とその保護者

（保護者が市内在勤でも可）
費　用　１人１００円
※希望者は直接会場へ

ペタンク親善大会（トリプルス）
日にち　１１月３日（祝）
時　間　午前８時３０分～午後３時３０分
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
定　員　６４チーム（申込順）
費　用　１，０００円
申し込み　はがきに代表者の住所・氏名・電話

番号、全員の氏名、チーム名、「ペタン
ク大会」と書いて、１０月１５日（消印有効）
までに市体育協会へ

※個人の申し込みも受け付けます。

グラウンド・ゴルフ大会
日にち　１１月２２日（木）〈予備日１１月２９日（木）〉
時　間　午前７時５０分～午後４時
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
対　象　市内在住の人＝４７０人（申込順）
費　用　１,５００円
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、電話番

号、「グラウンド・ゴルフ大会」と書い
て、１０月２６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　1０４２－７５１－５５５２
〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　けやき会館内
Ｅメール taikyo@jade.dti.ne.jp　HP http://www.jade.dti.ne.jp/�  taikyo/

銀河アリーナアイススケート場オープン
期　間　１０月２０日（土）
　　　～平成２５年５月６日（休）
時　間　午前９時～午後８時１５分 

（火・木曜日は午後６時まで）
※手袋と、帽子かヘルメットを着用して
ください。

お問い合わせ　銀河アリーナ　1０４２－７７６－５３１１

料　金
貸靴代入場料区　分
２００円４００円４歳～中学生

４００円
６００円１８歳以下の人
８００円１９～６４歳の人
４００円６５歳以上の人

※障害者と介護者は入場無料

総合体育館の教室
費　用対象・定員（抽選）時　間日にち教室名

６００円１５歳以上の人（中学生を
除く）＝４０人

午前１０時
　～正午１１月６日（火）絵てがみ

１組
５００円

１～３歳児とその保護者
＝３０組

午前１０時
～１１時３０分１１月９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、
１０月１５日（必着）までに同館（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２２８４－１ 
1０４２－７４８－１７８１）へ

さがみはらグリーンプールの催し
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち教室・講座名

４００円３０人１８歳以上の人午前１１時３０分～午後０時３０分
１０月２０日（土）

おためし背泳ぎ

各
１，０００円各２０人

小学校１年生以上の人
（小学校３年生以下の人は保護者同伴）午前１０時～午後１時はじめてのビーズアクセサリー

６歳～小学校３年生午後３時～４時１０月２１日（日）英語であそぼう in ハロウィーン
２００円クロールで２５m以上泳げる小・中学生午前１１時３０分～午後１時１０月２７日（土）水球体験会

７，０００円３０人１８歳以上の人午前１１時～午後０時３０分１０月３０日～１２月１１日の毎週火曜日競技力向上飛び込み〈全７回〉

４，０００円２０人クロールで２５ｍ以上泳げる小・中学生午後１時３０分～２時３０分
１０月２０日・２７日、１１月１０日・２４日、
１２月１日・１５日、平成２５年１月１２
日・１９日の土曜日

初心者シンクロナイズドスイミング
〈全８回〉

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

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

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

※１コートにつき６人以上で開催。詳しくはお問い合わせください。

テニス教室〈全５回〉
時　間日にち　※雨天時は変更あり会　場

午前１０時３０分～
午後０時３０分　

１０月２１日～１２月２日（１１月４日・
１１日を除く）の毎週日曜日津久井又野公園

１１月３日～１２月１日の毎週土曜日やまびこ（小倉）テニスコート

９月２９日～１０月１４日は県民スポーツ週間

１０月８日（祝）体育施設を無料開放
電話番号時　間施設名

①０４２－７４８－１７８１
②０４２－７６３－７７１１午前９時～午後１０時

①総合体育館　
②北総合体育館
（体育室・柔道場・トレーニング室など）

③０４２－７５８－３１５１
④０４２－７７６－５３１１

午前９時
　　～午後９時３０分

③さがみはらグリーンプール　　
　（各プール・トレーニング室）
④銀河アリーナ（トレーニング室）

⑤０４２－７５８－０８８６
⑥０４２－７５３－６９３０

午前８時３０分
　　～午後９時３０分

⑤横山公園（陸上競技場）
⑥サーティーフォー相模原球場（体育室）

　０４２－６８７－５７００午前９時～午後５時ふじのマレットゴルフ場

※個人の利用に限ります。詳しくは各施設にお問い合わせください。

サーティーフォー相模原球場の教室
会　場時　間日にち教室名〈全８回〉

会議室午前１０時～
１１時３０分

１０月２４日～１２月１２日の毎週水曜日太極拳
（初級クラス）

体育室１１月１日～１２月２０日の毎週木曜日エアロビクス
対　象　１８歳以上の人（高校生を除く）＝各３０人（申込順）
費　用　各４，０００円
申し込み　直接か電話で、１０月１５日までに同球場（1０４２－７５３－６９３０）へ
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都市計画案の縦覧都市計画案の縦覧

　生産緑地地区の変更案の縦覧と
意見書の提出
日 １０月１５日（月）まで
※土・日曜日、祝日を除く
時 午前８時３０分～午後５時１５分
会  問 都市計画課
※意見書の提出方法について詳し
くは、お問い合わせください。

大規模小売店舗立地審議会大規模小売店舗立地審議会

　新設に関する審議（１店舗）
日時 １０月１１日（木）午前９時３０分
会 市役所第２別館第３委員会室
定 ６人（抽選）
※傍聴希望者は午前９時１５分まで
に直接会場へ
問 商業観光課

戦没者合同慰霊祭戦没者合同慰霊祭

日時 １０月１２日（金）午前１０時３０分～正午
会 市民会館ホール　対 市内在住の人
※参列希望者は直接会場へ
問 地域福祉課

銀河連邦サク共和国の特産物販売銀河連邦サク共和国の特産物販売

　りんご（１袋５００円）、プルーン
（１パック５００円）を販売
※価格は予定
日時 １０月４日（木）正午～午後１時
会 市役所正面玄関前　　問 農政課

ふじの体験の森やませみふじの体験の森やませみ

平成平成２５２５年１年１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）

平成２５平成２５・・２６年度競争入札２６年度競争入札

参加資格の定期申請受け付け参加資格の定期申請受け付け

　１１月３０日（金）までに県ホーム
ページ内「かながわ電子入札共同
システム」から申請してください。
詳しくは同ホームページをご覧く
ださい。
※本市へ申請する場合、社会保険
（健康保険、厚生年金保険、雇用
保険）への加入義務がある事業者
が、加入していないと入札参加資
格の登録ができなくなります。
問 契約課 

弁護士、税理士、司法書士、弁護士、税理士、司法書士、

社会保険労務士、行政書士による社会保険労務士、行政書士による

無料合同相談会無料合同相談会

日時 １０月１１日（木）午後１時３０分～４時
会 市民会館第１大会議室
※希望者は直接会場へ
問 相模原士業連絡協議会（1０４２－
７３０－３２４２）

調停委員による無料調停相談会調停委員による無料調停相談会

　借金や交通事故、土地建物、離
婚、養育費、相続など（１人約２０分）
日時 １０月１４日（日）午前１０時～午後３時
会 ソレイユさがみ（緑区橋本６－
２－１）
※希望者は直接会場へ
問 横浜家庭裁判所相模原支部（1 

０４２－７５５－８６６１）

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

　１２月まで平日に空きあり
申 随時受け付け
平成２５年１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１０月１０日までに各施設へ。抽
選後の空き室の申し込みは１０月２１
日から電話で①7０１２０－９８８－
５４７②1０２６７－５５－６７７６へ
１月の休館日　①１５日（火）・１６日
（水）
※２８日（月）・２９日（火）は専用使用
のため宿泊できません。
②８日（火）・２９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〈１
月１日（祝）～４日（金）を除く〉

社会保険労務士無料相談会社会保険労務士無料相談会

　年金や健康保険、賃金、解雇など
日 １０月１０日（水）
時 午前１０時～午後４時
会 市役所本館１階ロビー
※希望者は直接会場へ
問 県社会保険労務士会相模原支部
（1０４２－７５３－３１４８）

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 １０月１４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

日商簿記検定試験日商簿記検定試験

日 １１月１８日（日）
会 桜美林大学プラネット淵野辺キ
ャンパス、相模女子大学
費 １級７，５００円、２級４，５００円、３
級２，５００円
申 直接（１０月１５日～１９日）かインタ
ーネット（１０月１８日まで）で、相模
原商工会議所（1０４２－７５３－８１３４ 
HP http://www.ssp２１.or.jp/）へ

相模原珠算競技大会相模原珠算競技大会

日 １１月２３日（祝）
会 産業会館　　費 ２,０００円
申 直接、１０月１５日～１９日に相模原
商工会議所（1０４２－７５３－８１３４）へ

違反建築防止週間１０月１１日～１７日違反建築防止週間１０月１１日～１７日

　期間中、工事中の住宅を中心に
建築パトロールを実施
問 建築審査課

相模湖ふれあい広場２０１２相模湖ふれあい広場２０１２

カラオケカラオケ・ダンス・・ダンス・釣釣りり大会の大会の

参加者参加者

日 １０月２１日（日）　会 県立相模湖公園
時 午前１０時～午後３時３０分
申 各公民館（青根・沢井公民館を
除く）などにある申込書を、１０月
１０日までに相模湖商工会（1０４２－
６８４－３３４７）へ

非常勤保健師非常勤保健師

　①生活習慣病予防の保健指導、
②保健指導や乳幼児健診
勤務　①月～金曜日の午前８時３０
分～午後５時１５分のうち５時間３０
分か７時間４５分（月に１０日～２０日
程度）②１２月上旬～平成２５年３月
の月～金曜日で、午前９時～午後
４時のうち５時間３０分（勤務日数
は要相談）
勤務場所　①健康企画課ほか②城
山保健福祉課
賃金　時給１，７６０円
対 保健師の免許がありパソコン操
作ができる人＝①若干名②１人
申 電話で１０月１５日までに①健康企
画課（1０４２－７６９－８３２２）②城山
保健福祉課（1０４２－７８３－８１３６）へ

土曜コンサート土曜コンサート 

「リコーダー＆オカリナ」「リコーダー＆オカリナ」

日時 １０月１３日（土）午後５時３０分
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定 ２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 同所（1０４２－７７５－５６６５）

県立相模原公園の催し県立相模原公園の催し

ツリークライミング体験会
日 １０月２１日（日）
時 午前１０時～午後３時１０分
対 小学生以上の人＝４０人（申込順）

お知らせ 

１月５日（土）～６日（日）
　○１２日（土）～１４日（祝）
　　１９日（土）～２０日（日）
　　２６日（土）～２７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）
１０月１０日まで
宿泊利用空き室（申込順）
１０月２１日から
日帰り利用（申込順）
１０月１日から

申
込
期
間

募　　集 

施設のお休み

市民健康文化センター
日 １０月９日（火）～２２日（月）
※プールと浴室は１０月２６日（金）
までお休みです。
問 同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日 １０月９日（火）
問 同所（1０４２－７７３－５５７０）
環境情報センター
日 １０月１８日（木）・２１日（日）
問 同所（1０４２－７６９－９２４８）
視聴覚ライブラリー
　窓口業務の委託化に伴い、１０
月１日から休館日を変更します。
日 毎週月曜日（月曜日が休日の
場合はその翌日）、１２月２９日～
翌年１月３日
問 同所（1０４２－７５３－２４０１）

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
　

費 １，０００円（中学生以下５００円）
　（保険料を含む）
申 電話で同公園へ
サカタのタネグリーンハウスの催し
秋の洋ラン展
日 １０月２日（火）～８日（祝）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
聰英＆新磯楽写クラブ写真展
日 １０月２日（火）～１４日（日）
※９日（火）は休館
時 午前９時３０分～午後４時３０分
トルコギキョウ展
日 １０月１２日（金）～１４日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
マリンバコンサート
日 １０月１４日（日）
時 午後１時３０分・２時３０分

◇　　◇
問 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

草の根の国際交流草の根の国際交流

　近隣に住む外国人とお茶を飲み
ながら交流します。
日時 １０月６日（土）午後２時～４時
会 プロミティふちのべビル（中央
区鹿沼台）
定 ２０人（申込順）
費 ２００円（学生は無料）
申 電話でさがみはら市民会議の益
子さん（1０９０－６３０２－３６３９）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 １０月２０日（土）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

簿記３級講座〈全１２回〉簿記３級講座〈全１２回〉

日 １１月８日～平成２５年２月２１日の
毎週木曜日（１２月２０日・２７日、１
月３日・３１日を除く）
時 午後６時３０分～８時３０分（後半
６回は９時３０分まで）
会 サン・エールさがみはら
定 ２０人（抽選）　費 １万１，０００円
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「簿記３級講座」と書いて
１０月１５日までに同所（〒２５２－０１３１
緑区西橋本５－４－２０　1０４２－
７７５－５６６５）へ

発達障害の講演会と講座発達障害の講演会と講座

子育て講演会「発達障害への対応
と連携」
日時 ①１０月２８日（日）午前９時３０分
～１１時３０分、②１１月１８日（日）午
後２時～４時
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定 各５０人（申込順）　費 各５００円
スキルアップ講座「ペアレント・
トレーニング～子どもは関わり方
で変わる～」〈全２回〉
日 ③１１月１６日・３０日の金曜日
時 午前９時５０分～午後０時１０分
会 ソレイユさがみ（緑区橋本６－
２－１）
対 発達障害やその傾向のある３歳
～小学生の保護者と支援者
定 １８人（申込順）
費 保護者１，０００円、支援者２，０００円

◇　　　◇
申 電話か、ファクス、Ｅメールに
住所、氏名、電話番号、希望日、
質問などを書いて①１０月２０日、１１
月②１０日③６日までに発達障害の
会神奈川オアシス（1０９０－８５０６－
０７１４　6０４２－７０３－９８３０　Ｅ semi 
２０１２kosodate@yahoo.co.jp）へ

日赤幼児安全法短期講習会日赤幼児安全法短期講習会

日時 １０月２０日（土）午後３時～５時
会 津久井赤十字病院
対 市内在住か在勤・在学の１５歳以
上の人＝２５人（申込順）
申 電話で１０月１３日までに、同病院
健康管理センター（1０４２－７８４－
２４２９）へ　

臨床栄養セミナー「高齢者の栄養臨床栄養セミナー「高齢者の栄養

管理とリハビリテーション栄養」管理とリハビリテーション栄養」

日 １０月２５日（木）
時 午後５時３０分～７時３０分
会 相模女子大学マーガレットホール
講 嵐　雅子さん（管理栄養士）
　高橋浩平さん（理学療法士）
対 管理栄養士、医師、歯科医師等
医療福祉関係者＝１００人（申込順）
申 ファクスかＥメールに氏名、所
属、職種、電話番号、「臨床栄養
３申し込み」と書いて、同大学栄
養科学部（6０４２－７４３－４７１７　Ｅ 
hitoshoku@mail２.sagami-wu. 
ac.jp）へ
問 地域保健課

日中交流協会講座日中交流協会講座

「中国食文化～薬膳料理～」「中国食文化～薬膳料理～」

日時 １０月１３日（土）午前１０時～午後１時
会  敦  煌  酒  楼 （中央区相模原）

とん こう しゅ ろう

定 ３０人（申込順）
費 ２，０００円（昼食代、資料代）
申 電話か、Ｅメールに住所、氏名、
電話番号を書いて、同協会事務局
（渉外課内　1０４２－７６９－８２０７ 
Ｅ kokusai@city.sagamihara. 
kanagawa.jp）へ

子育て講演会子育て講演会 

「Nobody's Perfect/ 完璧な「Nobody's　Perfect/ 完璧な 

親なんていない」虐待しない親なんていない」虐待しない 

父母やオトナになるために父母やオトナになるために

日時 １０月２７日（土）午前１０時～１１時３０分
会 相模女子大学　定 １００人（申込順）
講 柴田俊一さん（浜松大学准教授）
申 ファクスかＥメールに住所、氏
名、電話番号、参加人数を書いて、
１０月１７日までに同大学子育て支援
センター（16０４２－７１３－５０８２ 
Ｅ kosodateshien@mail２.saga 
mi-wu.ac.jp）へ

子育て支援者フォーラム・交流会子育て支援者フォーラム・交流会

日時 １０月３０日（火）午後１時１５分～４時
会 青少年学習センター
講 鈴木敏彦さん（和泉短期大学教授）
定 １００人（申込順）
申 ファクスかＥメールに住所、氏
名、電話番号、「フォーラム」と
書いて、１０月１０日までにみらい子
育てネットさがみはら連絡協議会
（1０９０－３８１６－１９４６　6０４２－
７４６－５９９８　Ｅ info@miraikko-sa 
gami.org）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あり
〈定員６人（申込順）、１人３００円〉

市民公開講座市民公開講座 

「「グローバリゼーションからグローバリゼーションから 

バイオ・リージョナリズムへバイオ・リージョナリズムへ」」

日時 １０月２０日（土）午後１時～４時
会 麻布大学　生命・環境科学部棟
講 森下敬一さん（国際自然医学会
長）、橋本芳郎さん（マイクロ・エナ
ジー会長）、泊みゆきさん（バイオ
マス産業社会ネットワーク理事長）
定 １８０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 同大学麻布環境科学研究会（1 

０４２－７６９－２０８４）

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼ピラティス体験会　１０月２日～３０
日の火曜日（２３日を除く）午後６時
１５分～７時、上矢部団地第２集会所。
定員各１５人（申込順）。費用各５００
円　�問 作本（1０９０－３４９９－８９７０）
▼花絵筆押し花展　１０月７日（日）
～９日（火）午前１０時～午後８時（９
日は午後５時まで）、 杜 のホールは

もり

しもと多目的室　�問 平本（1０９０－
４４３３－００２４）
▼みんな元気さがみはらウオーキン
グ　１０月１０日（水）藤野 芸術の道か
ら甲州古道へ〈１３㎞〉午前９時３０分に
藤野駅集合、１４日（日）相模原の公園
めぐりと紅葉狩り歩け〈１３㎞〉午前９
時に橋本駅北口デッキ集合。費用各
５００円　�問 榎本（1０９０－４６１１－４９８２）
▼コンサート「虹のかけ橋」　障害
者など参加者全員でつくるコンサー
ト　１０月２７日（土）午後１時～４時、
あじさい会館　�問 平野（1０４２－７５４
－０４９７）
▼視覚障害者のパソコン操作を支援
するサポーター養成講座〈全２回〉
１１月１０日（土）・１１日（日）午後１
時３０分～４時、南保健福祉センター。
費用１，０００円　�問 松本（1０９０－１９９０
－４０３６）
　　　　　　　会費などは個別にお問い

合わせください。
▼英会話　月４回月曜日か水曜日午
前９時、大野北公民館ほか　�問 赤井
（1０８０－６６８７－６８７６）
▼楊名時健康太極拳　毎週日曜日午
前１０時、北総合体育館。体験あり　�問 
岡部（1０４２－７８２－３２５７）
▼なぎなた　毎週水曜日午前１０時、
総合体育館。体験・見学歓迎　�問 長
井（1０４２－７５７－６３３４）
▼チューブ体操　毎月第１・第３・
第４水曜日午後１時３０分、橋本公民
館ほか。対象は５０歳以上の女性　�問 
濱田（1０４２－７７２－０４６６）
▼社交ダンス　毎週金曜日午後１時、
産業会館ほか。見学可　�問 望月（1 

０４２－７６２－７４９３）

催 し

仲 間

（敬称略）読者のひろば
催 し

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。

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（株）相鉄エージェンシー（1０４５－４５０－１８０２）へ。掲載した広告のお問い合わせは各広告主へ。

フォトシティさがみはら２０１２ 写真賞各部門受賞者一覧 〔敬称略〕フォトシティさがみはら２０１２ 写真賞各部門受賞者一覧 〔敬称略〕

フォトシティさがみはら2012フォトシティさがみはら2012
記録！表現！記憶！「さがみはらの写真文化」を全国、世界に発信！記録！表現！記憶！「さがみはらの写真文化」を全国、世界に発信！ 　受賞作品を展示する写真展をはじめ、「私の

この１枚」写真展や「フォト・シンポジウム」
の開催など、写真の魅力を総合的に楽しめる祭
典です。ぜひ、この機会に、写真の持つ記録性、
芸術性などの素晴らしさを体感してください。

お問い合わせ　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

国・都道府県等氏　名作品名賞

プ
ロ
の
部

東京都北島敬三ISOLATED PLACESさがみはら
写真賞

シンガ
ポール

YING ANG
（イン・アング）

You Think You're
Safe Here

さがみはら
写真アジア賞

東京都古賀絵里子浅草善哉さがみはら
写真新人奨励賞 東京都笹岡啓子Difference ３.１１

都道府県等氏　名作品名賞
ア
マ
チ
ュ
ア
の
部

兵庫県相馬公司記念写真金賞
神奈川県武部雅子居ごこち

銀賞
神奈川県平井正友感激の再会
奈良県湖山昌男心

銅賞 相模原市南区�橋三郎晩秋
東京都保屋野 厚田植

相模原市中央区竹谷一夫夜明けの刻市民奨励賞

※表彰式は１０月１３日（土）午後１時～２時に杜のホールはしもとで行います。

オオーータタムムフフェェアア’’1122

▲アマチュアの部　市民奨励賞
「夜明けの刻」

竹谷一夫さん（相模原市中央区）

▲プロの部　さがみはら写真賞
「ISOLATED PLACES」
北島敬三さん（東京都）

▲アマチュアの部　金賞
「記念写真」

　相馬公司さん（兵庫県）

お問い合わせ
市みどりの協会　1０４２－７７７－２８６０

会　場期　間

伊勢丹相模原店６階平成２５年１月８日（火）～２１日（月）

ミウィ橋本インナーガーデン　　２５年１月２２日（火）～２月４日（月）

日　時　１０月１２日（金）～２９日（月）午前１０時～午後７時
会　場　相模原市民ギャラリー（水曜日は休館）
関連イベント　日にち　１０月１４日（日）
アマチュアの部写真講評会　時　間　午後１時～３時　
プロの部ギャラリートーク　時　間　午後３時～５時
※希望者は直接会場へ
※写真展終了後、受賞作品の巡回展を行います。日程など
詳しくは、お問い合わせください。

日　時　１０月１３日（土）午後２時３０分～４時３０分
会　場　杜   のホールはしもと　※希望者は直接会場へ

もり

パネルディスカッション　
～写真賞受賞者が語る「混迷する時代における写真の今」～
コーディネーター　河野和典さん（「写真年鑑」編集長）
パネリスト　石川　梵さん（日本写真協会賞作家賞受賞）
　　　　　　北島敬三さん（さがみはら写真賞受賞）
　　　　　　田附　勝さん（木村伊兵衛写真賞受賞）

申し込み　展示ボードに写真（１人１作品）を貼って、１２月
２０日までに受付場所へ

※展示ボードの配布・受付場所など詳しくは、各公民館など
にある募集案内をご覧ください。

　あなたのとっておきの写真を展示してみませんか。

　参加者が持参した写真に、専門家がアドバイスします。
日　時　１０月２７日（土）午後２時から
※受け付けは午後１時３０分～３時３０分
会　場　相模原市民ギャラリー
対　象　写真家をめざす３５歳以下の人
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　ニコンサロン事務局　1０３－３７６９－７９５３

受賞作写真展受賞作写真展 「私のこの１枚」写真展「私のこの１枚」写真展

フォトシンポジウムフォトシンポジウム
ニコンポートフォリオレビューin相模原ニコンポートフォリオレビューin相模原

※午前９時～９時３０分に緑化事業功労者等
表彰式を実施します。

　フリーマーケットやダンス、苗木・花鉢・
お菓子の販売など「みどり」に関係する団
体の各種イベントがあります。

会　場時　間日にち
相模原麻溝公園午前９時～

午後３時　
１０月７日（日）※

相模原北公園１０月２１日（日）

　親子２人乗り引
き馬や展示動物コ
ーナー、ゲームコ
ーナーなど動物と
の触れ合いを楽し
みませんか。
日にち　１０月８日（祝）
時　間　午前９時３０分～午後４時３０分
会　場　相模原麻溝公園ふれあい動物広場
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　同広場　1０４２－７７８－３９００

かわいい動物たちに会いに行こう！

　市では、ホームページやテレビ、ラジオなど、さま
ざまな媒体を活用して市の情報を発信しています。
　今回は、テレビ広報を紹介します。
テレビ広報「潤水都市 さがみはら」Ｊ：ＣＯＭ（１１ｃｈ）
　イベントやおすすめスポットなど相模原の「旬」を紹介。
放送日時　毎週金曜日午後１時２５分～１時３０分
　　　　　毎週土・日曜日午後８時５５分～９時

「マイ・コミュニティさがみはら」テレビ神奈川（ｔｖｋ）
　情報番組「ありがとッ！」の中で、本市の話題を紹介。
放送日時　毎月第１・第３金曜日午後１時４８分ごろから

テレビ神奈川（ｔｖｋ）データ放送
　ひばり放送の内容や防災、イベントなどの情報。
①ｔｖｋの画面からリモコンのｄボタンを押す。
② 県内市町村情報 → 相模原市 を選択する。

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

ふふふふふふふふふふふれれれれれれれれれれれあああああああああああいいいいいいいいいいい動動動動動動動動動動動物物物物物物物物物物物広広広広広広広広広広広場場場場場場場場場場場
フフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェススススススススススステテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィバババババババババババルルルルルルルルルルル

各種メディアで情報発信中！各各種種メメデディィアアでで情情報報発発信信中中！！

～絆が広がる
　 みんな一緒に
　  ずっと笑顔で…～
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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　○南 ○ウ ＝午後１時～２時１５分、２時

４５分～４時、サン・エールさがみ
はら＝午後２時～３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　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１１月１９日（月）

赤ちゃん
セミナー

サン・エール
さがみはら

（緑区西橋本）
１１月２２日（木）

○ウ１１月３０日（金）

○１０ 

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

もの保護者＝１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○南１１月７日（水）
　　２１日（水）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２回〉

○１２ 

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

る人とその家族

○津
１１月５日（月）
　　１２日（月）
　　１９日（月）

ハロー
マザークラス
〈全３回〉

○7 

　「子育てに向いていない」「子ど
もがかわいく思えない」などと感じ
ているお母さん同士が語り合い、気
持ちを楽にする場
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　乳幼児の母親
※保育あり（要予約）

○ウ１０月１０日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

○9 

　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

○ウ１１月９日（金）ぴよぴよ
サロン

●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

○１０ 
　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）

○南
午前９時
　　９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分

１１月５日（月）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士）

○5 

　エイズ、性器クラミジア、
梅毒の検査・相談（無料・匿名）
定員　各１２人（申込順）
※１０月９日（火）は夜間検査
（午後６時～８時）を実施
〈定員１５人（申込順）〉

○ウ午前９時
　～１１時

１０月２日～
　　３０日の
毎週火曜日エイズ等の

検査・相談
○橋午後２時

　～４時１０月１３日（土）

○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１０月１６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

１０月１７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

１０月１８日（木）
思春期・
ひきこもり
特定相談

※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　　１０月１８日（木）くすりの

相談

○4 
　専門医による認知症につい
ての相談
定員　各２人（申込順）

○南午前１０時
　～正午

１０月１８日（木）
高齢者

認知症相談
○3 ○ウ１０月２３日（火）

○2 ○橋午後１時
　～３時１１月７日（水）

○１５ 

　アルコール・薬物問題を理
解し、その対応を学びます。
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）

○ウ午後２時
　～４時１０月２４日（水）アルコール・

薬物家族教室

内容・時間・対象会　場日にち教室名
　保健師、保育士等による
健康・育児相談、身体測定、
親子遊びの紹介など
※△印は、栄養士による栄
養相談もあり

※□印は、歯科衛生士によ
る歯科相談もあり
時間　午前１０時～１１時１５分
対象　乳幼児とその保護者
※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　○8 ○9 ○１０ 

二本松○こ 、陽光台○こ 、
田名○こ １０月１６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 １０月１７日（水）
△大野北○こ 、上鶴間○こ 
△□城山○こ １０月１８日（木）

△鶴園中和田○こ 、
富士見○こ １０月２３日（火）

△並木○こ １０月２４日（水）

□○湖 、△麻溝○こ １０月２５日（木）

●健康診査・検診・検査●
　がん検診（胃・子宮・乳・肺・大腸）・お口の健康診査・肝炎ウイルス検
診を、市内協力医療機関や公共施設などで実施しています。
※費用や日程など詳しくは、本紙１１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

１０月１日～１１月３０日　麻薬・覚せい剤乱用防止運動
　リーフレットや啓発物品の配布を行います。
日　時　１１月３日（祝）午後１時３０分～３時
会　場　相模大野駅北口コリドー通り・ペデストリアンデッキ

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

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　１１月１０日（土）午前１０時～正午
会　場　ウェルネスさがみはら　　定　員　５０人（申込順）
申し込み　直接か電話で中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

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

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

骨髄バンク休日ドナー登録会
　問診、採血など簡単な手続きがあります。
日　時　１０月７日（日）午前１０時～１１時３０分、午後１時～３時
会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）
ドナー登録できる人

○骨髄・ 末 
まっ

 梢 血幹細胞の提供内容を十分に理解している人
しょう

○１８～５４歳で健康な人
○体重が男性４５㎏以上、女性４０㎏以上の人

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

アレルギー疾患講演会〈全２回〉
　乳幼児期の食物アレルギーとアトピー性皮膚炎の悪化予防、日常ケアな
どについてお話しします。
日　時　１１月２日・９日の金曜日午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
定　員　５０人（申込順）
※保育あり〈定員１５人程度（申込順）、要予約〉
申し込み　電話で中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

どうすれば下がる？血糖値〈全３回〉  会　場　ウェルネスさがみはら
内　容対　象時　間日にち

身体活動量、体
組成等を測定し、
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○Ａ 

１１月５日（月）

午前１０時～正午
１１月１５日（木）

１２月１０日（月）

申し込み　電話で１０月２２日までに中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

下がる？下げたい！高血圧〈全３回〉 会　場　シティ・プラザはしもと
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 

１１月６日（火）

午前１０時～正午
１１月１３日（火）

１２月７日（金）

申し込み　電話で１０月２２日までに緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）へ

悪玉コレステロールを下げよう〈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、
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○Ｃ 

１１月１３日（火）

午前１０時～正午
１１月２２日（木）

１２月１８日（火）

申し込み　電話で１０月２２日までに南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

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

時　間　午前１０時３０分～正午　　対　象　市内在住か在勤の人＝各５０人（申込順）
申し込み　電話で○Ａ は中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）、○Ｂ は緑保健センター（1 

０４２－７７５－８８１６）、○Ｃ は南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

公開講座
会　場内　容日にち

ウェルネスさがみはらどうすれば下がる？血糖値１１月５日（月）○Ａ 
シティ・プラザはしもと下がる？下げたい！高血圧１１月６日（火）○Ｂ 
南保健福祉センター悪玉コレステロールを下げよう１１月１３日（火）○Ｃ 

●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

○１２ 

　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２０人（申込順）
費用　各７００円

○津午後１時３０分
２時

１０月２４日
（水）

骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー

○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　３０人（申込順）

○ウ

午後２時
　～４時

１１月１日
（木）

チューブ
体操

　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

午前９時
　～正午

１１月４日
（日）

運動
プログラム
作成コース

※受講後、運動習慣定着コース（１０日間）に続けて参加できます。

　会場・申込先は表面の「主な実施会場」「申し込み・お問い合わせ」を
ご覧ください。

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
どを医師等から学びながら、家族同士の交流を深めます。
日にち　１１月①５日（月）②１６日（金）③２８日（水）④１２

月５日（水）
時　間　①午後３時～５時、②③④午後２時～４時
会　場　南保健福祉センター
対　象　統合失調症の発病から１０年以内の人の家族
定　員　１５人（申込順）
申し込み　電話で１０月３１日までに南障害福祉相談課（1０４２

－７０１－７７１５）へ

元気高齢者向け筋力向上トレーニング教室〈全１２回〉
　専属トレーナーが、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

０４２－７７２－０５４１
（午前１０時３０分～
午後５時）木曜日
を除く

コナミスポーツ
クラブ橋本
（緑区西橋本５
－１－１）

午前１０時１５分
　～１１時４５分

１１月５日～平成２５年２
月１８日の毎週月曜日
（１２月２４日・３１日、１月
１４日、２月１１日を除く）

対　象　市内在住の６５歳以上で、運動に支障がない人＝１０人（抽選）
申し込み　電話で１０月３１日までに会場へ

　機器を使った筋力トレーニングやストレッチなどを行います。
日　時　１２月３日～平成２５年３月１４日の毎週月・木曜日午前１０時～正午 

（１２月２４日～２５年１月３日・１４日、２月１１日を除く）
会　場　コナミスポーツクラブ相模大野（南区南台３－１－２７）
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１０月３日までに介護予防推進課（1０４２－７６９－９２４９）へ

高齢者筋力向上トレーニング 南区Ｃコース〈全２４回〉

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
午前１０時～正午
午後１時３０分～３時３０分

１０月２日（火）
　　１０日（水）

橋本駅ペデストリアン
デッキ下

１０月７日（日）
　　１３日（土）

全身性エリテマトーデス
　治療と療養の最新情報などについてお話しします。
日　時　１１月５日（月）午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
講　師　川上美里さん（国立病院機構相模原病院リウマチ

科医師）
定　員　１００人（申込順）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

難病講演会
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