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市営住宅入居者募集�

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

保育所の入所申し込みが始まります�

3

知の国さがみはら�

4

 今号の主な内容 L I N E U P

　まだ名前のない星に名前を付けませんか。 
　銀河連邦か相模原らしいもので、未来・希望・夢
を感じさせる名前を募集します。応募作品の中か
ら潤水都市さがみはらフェスタ会場で決定します。 
お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

しょう 

しょう 

7

星に名前を付けよう 応募期間１１月１２日まで

※詳しくは、潤水都市さがみはらフェスタホームペ 
　ージをご覧ください。 

１１.２４■土 ー ２５■日
午前１０時～午後５時

　相模原のシンボルイベントとして「はやぶさ・ 
宇宙・銀河」をキーワードに開催します。「さが 
みはらぁ麺グランプリ」もお楽しみに。 

　また、「はやぶさの故郷×松本零士の世界展」 
（１１月２３日～２６日、会場：相模原市民ギャラリ 
ー）との連動企画もあります。 
※詳しくは、本紙１１月１５日号でお知らせします。 
お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－８２３６ 

日 

時
会 

場
在日米陸軍相模
総合補給廠（予定） 

ふる さと 

政令指定都市・相模原の、未来へ向かう合言葉です。 
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ちょっとおしえてコール相模原
市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに…

０４２－７７０－７７７７ 午前８時～午後９時　年中無休○R
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10月1日現在（　）は前月との増減

市の人口・世帯 人 口  719,709人　（74増）
男  361,446人/女  358,263人

世 帯  309,055世帯　（222増）

「自分は大丈夫と思わないで」 がん検診で早期発見できた人から… 

　毎年受けているがん検診で、初期のがんが発見されました。早期発見により早期治療ができたので、 
今は元気に仕事をしています。早期に発見できたのは毎年の検診のおかげです。 
　自分はがんにかからないと思わないで、年１回の検診を受けることをお勧めします。 

（３９歳、女性） 

０４２－７７０－７７７７ ０４２－７７０－７７７７ 
電話受け付け後、受診に必要な「受診券」をお送りします。 

がん検診の 
申し込み・お問い合わせ 

コールセンターコールセンター11
午前８時～午後９時　年中無休

※がん検診について詳しくは、別冊ウェルネス通信２㌻をご覧になるか、お問い合わせください。 

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－９２２０

●がんによる不安や悩みを抱え込んでいませんか
～今年度から「がんピアサポート事業」を始めています～

　がん体験者であるピアサポーターが、自らの体験を通して、不安や悩みを持つがん患者やその
家族の気持ちに寄り添いながら、相談に応じます。（月２回 予約制）

がんピアサポートの予約・お問い合わせ　1０４２－７６９－８３２２

国民の２人に１人がかかる「がん」は、国内の死亡原因のトップで、３人に１人が　国民の２人に１人がかかる「がん」は、国内の死亡原因のトップで、３人に１人が
がんにより亡くなっています。がんにより亡くなっています。
がんにかかる人は仕事や子育てなどに忙しい世代で増加しています。その割合は、　がんにかかる人は仕事や子育てなどに忙しい世代で増加しています。その割合は、
女性では女性では２０２０～～４０４０歳代の比較的若い世代で男性を大きく上回り、歳代の比較的若い世代で男性を大きく上回り、３０３０歳代で男性の約歳代で男性の約３３倍倍
にもなっています。また、男性ではにもなっています。また、男性では４０４０歳代、歳代、５０５０歳代の働き盛り世代から大きく増加し歳代の働き盛り世代から大きく増加し
ています。ています。
こうしたことから市では、市内の大学などで若い世代の女性を対象とした特別授業　こうしたことから市では、市内の大学などで若い世代の女性を対象とした特別授業
を開催しているほか、今年度を開催しているほか、今年度、、企業や団体と市がパートナーとなり企業や団体と市がパートナーとなり、、働き盛り世代の働き盛り世代の
受診率向上をめざ受診率向上をめざす「市がん検診受診促進パートナー」の制度を創設するなど、がんす「市がん検診受診促進パートナー」の制度を創設するなど、がん
検診の受診促進に取り組んでいます検診の受診促進に取り組んでいます。。
がんは検診の段階で見つかった場合と自覚症状が出てから見つかった場合とでは　がんは検診の段階で見つかった場合と自覚症状が出てから見つかった場合とでは、、
後の生存率に大きな差が生じています。ポイントは「早期発見、早期治療」。今こそ後の生存率に大きな差が生じています。ポイントは「早期発見、早期治療」。今こそ
「がん検診」を受診しましょう。「がん検診」を受診しましょう。
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　本会議・委員会を午前９時３０分から表のとおり開催します。

※採用は原則、平成２５年４月以降です。
※詳しくは、職員課、各まちづくりセンターなどにある選考案内をご覧ください。
申し込み　選考案内に付いている申込書と職務経歴・実績書（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）を郵送で１２月２８日（消印有効）ま
でに①～③職員課、④教育総務室へ

お問い合わせ　職員課　　　1０４２－７６９－８２１３
　　　　　　　教育総務室　1０４２－７６９－８２８０

相模原年金事務所の 出張年金相談
　年金受給の相談・各種届け出受け付けなど
日にち　１１月①１４日②２１日の水曜日
時　間　午前１０時～午後３時
会　場　①田名公民館、②津久井総合事務所第２会議室
持ち物　年金手帳、身分確認書類（代理の場合は本人の

年金手帳か証書、認め印、委任状、代理人の顔写
真付き証明書）

※希望者は直接会場へ
※５０歳以上で将来の年金見込額の照会を希望する人は、
事前に電話してください。
お問い合わせ　相模原年金事務所　1０４２－７４７－３１９５

弁護士による特設
無料法律相談会

　土地、家賃の不払い、多重
債務、離婚、遺言書等相続、
給料未払い、成年後見など
日にち　１１月１５日（木）
時　間　午後１時～４時
会　場　相模湖総合事務所
定　員　６人（申込順）
申し込み　電話で相模湖ま

ちづくりセンター（1 

０４２－６８４－３２１４）へ

市市議議会会１１２２月月定定例例会会をを開開催催

※１２月定例会のための議会運営委員会は１１月１３日（火）に開催し
ます。なお、１２月２０日（木）の議会運営委員会は、本会議終了
後に開催します。

※会議の日程、時間などは変更になることがあります。
お問い合わせ　議事課　1０４２－７６９－８２７８

応募資格職務内容採用予定人数試験区分
昭和２３年４月２日以降に生まれ、医師
免許があり、リハビリテーション医療
に関する実務経験が５年以上ある人

障害者更生相談所にお
ける、補装具支給など
医学的判定・相談業務

１人①医師

昭和２３年４月２日以降に生まれ、歯科
医師免許があり、歯科保健に関する実
務経験が５年以上ある人

歯科保健指導業務等１人②歯科医師

昭和２８年４月２日以降に生まれ、獣医
師免許があり、生活衛生か食品衛生に
関する実務経験が１０年以上ある人

生活衛生・食品衛生
等の総括業務１人③獣医師

（管理職）

大学で天文学か宇宙に関する分野を専
攻し、学芸員の資格があり、天文か宇
宙に関する実務経験が５年以上ある人

天文分野に関する講
座・事業の企画立案
業務等

１人④学芸員
（任期付職員）

内　容日にち
本会議（提案説明）１１月１９日（月）
本会議（代表質問・個人質疑）　　２８日（水）
本会議予備日　　２９日（木）
総務委員会１２月３日（月）
環境経済委員会　　４日（火）
民生委員会　　５日（水）
建設委員会　　６日（木）
文教委員会　　７日（金）

本会議（一般質問）
　　１７日（月）
　　１８日（火）
　　１９日（水）

本会議（委員長報告、採決）、議会運営委員会　　２０日（木）

市市職職員員をを募募集集

小田急多摩線延伸促進協議会
マスコットキャラクター

　応募されたキャラクター・愛称の中から各５点を候補作品
として選考しました。長く愛され親しまれるキャラクターを
決めるため、投票をお待ちしています。
投票場所　交通政策課、緑・南区役所総務課、中央区役所地

域政策課、小山・清新・横山・中央・星が丘・光が丘・
陽光台・大野北・大沢・田名・上溝公民館

投票方法　投票場所にある投票用紙（市ホームページの 市政
情報 → 交通 からダウンロード可）を１１月３０日までに
投票場所へ（１人１回まで）

お問い合わせ　同協議会事務局（交通政策課内）　1０４２－７６９－８２４９

投票して
ください

支給額（年額）
　市民税非課税世帯＝１０万円
　その他の世帯＝６万円
基準日・申請受付期間など

家家族族介介護護慰慰労労金金のの支支給給

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

支給月申請受付期間基準日
３月１１月３０日まで１１月１日

対　象　市内在住の要介護４・５に認定
された６５歳以上の人を、１年以上
介護保険サービスを利用せずに自
宅で介護してきた人

※支給決定された基準日から１年間は申
請できません。

申し込み　直接、各申請窓口へ

　日中に、市税（国民健康保険税を除く）の納税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。電話での相談もできます。
日　時　１１月１２日（月）・１９日（月）午後５時３０分～７時

電話番号会　場
０４２－７６９－８３００納税課（市役所第２別館２階）※

０４２－７７５－８８０８緑市税事務所（シティ・プラザはしもと内５階）

０４２－７４９－２１６３南市税事務所（市南区合同庁舎３階）

※午後６時以降に市役所へ来庁する場合は、市役所裏玄関の守衛室で入館手続きを
してください。

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

　市内在住のひとり親家庭に対して、子育てと仕事の両立がしやすい在宅就業の環
境整備を図るとともに、経済的な自立を支援することを目的に、平成２５年２月から、
ひとり親家庭在宅就業支援事業の第２期を実施するため、事業者を募集しています。
当該事業は委託する事業者をプロポーザル方式により選定します。
※プロポーザル方式とは、企画提案書類を総合的に評価し、最も適した事業者を選
定するものです。
申し込み　直接か郵送で参加表明書（市ホームページの　暮らしの情報　→　子育て　か

らダウンロード可）を１１月５日（必着）までにこども青少年課へ。その後、
応募書類を１１月９日（必着）までに同課へ

※業務内容や応募書類など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わ
せください。

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－８２３２

市ひとり親家庭在宅就業支援事業市ひとり親家庭在宅就業支援事業（（第２期第２期））　委委託託事事業業者者をを募募集集

　「生物多様性を考える」をテーマにした養老孟
司さん（東京大学名誉教授）による基調講演や、
カワラノギクの保全活動報告、パネルディスカッ
ションを通じて桂川・相模川流域の水源環境保全
の必要性について考えます。
日　時　１１月２４日（土）午後１時～４時３０分
会　場　相模女子大学３号館３１４教室
定　員　４００人（抽選）
※未就学児（２歳以上）の保育あり（要予約）
申し込み　はがきかファクスに住所、氏名（ふりがな）、電話番

号、保育の有無、「シンポジウム参加希望」と書いて、１１月
１５日（必着）までに桂川・相模川流域協議会（神奈川県水
源環境保全課内　〒２３１－８５８８　横浜市中区日本大通１　6 

０４５－２１０－８８５５　1０４５－２１０－４３５８）へ

養
老
孟
司
さ
ん

シンポジウムシンポジウム　川川のの声声をを聞聞ここううよよ 桂川～相模川桂川～相模川

　平成２５年３月のグランドオープンに向けて建設が進められてい
る相模大野駅西側地区市街地再開発ビル（ bono 相模大野）内に

ボーノ

開設予定の市民・大学交流センターと、さがみはらショップの愛
称・名称が決定しました。

市民・大学交流センター
ユニコムプラザさがみはら

　同センターの愛称募集に８６点の応募があり、選考の結果、「ユ
ニコムプラザさがみはら」に決まりました。
　この愛称は加藤恒郎さん（南区在住）の作品を基に、大学（ユ
ニバーシティ）と地域社会・共同（コミュニティ）の文字をとっ
た「ユニコム」に、交流する広場（プラザ）を加えたものです。
今後「市民と大学との連携による新たな地域活動・市民活動の創
造」の拠点としての役割を発揮していきます。

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－９２２５

さがみはらショップ

�
　本市の特産品や季節ごとの見どころなど、観光情報の発信拠点本市の特産品や季節ごとの見どころなど、観光情報の発信拠点
ととなる同ショップの名称募集になる同ショ ッ プの名称募集に１９５１９５点の応募があり点の応募があり、、選考の結果選考の結果
「「ssagamixagamix（さがみっくす）」に決定しました。（さがみっくす）」に決定しました。
s　sagamixには物販スペースだけでなく、カフェスペースを設agamixには物販スペースだけでなく、カフェスペースを設

け、さがみはらの旬の味をその場で楽しめるほか、さまざまなイけ、さがみはらの旬の味をその場で楽しめるほか、さまざまなイ
ベントを通して本市の魅力を伝えます。ベントを通して本市の魅力を伝えます。

お問い合わせ
市観光協会事務局（商業観光課内）　1０４２－７６９－８２３６

愛愛称称・・名名称称がが決決定定ししままししたた
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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。

申し込み資格
　次の全てに該当する人
○成人である
○夫婦か親子を主体とした家族である
　（単身者向けを除く）
○市内に住民登録をして１年以上住んでいる
○収入基準に当てはまる
○住宅に困っている理由がある
○住宅などを所有していない
○申込者と同居の親族が暴力団員でない
○家賃や市税などの滞納がない
　（分割納付中も滞納とみなします）

一般単身者向け住宅
所在地募集戸数間取り住宅名

南区南台４－１２－５３１１ＤＫ南台団地

高齢者世帯向け住宅（申込者が６５歳以上）
所在地募集戸数間取り住宅名

緑区上九沢４１２ＤＫ上九沢団地

高齢者単身者向け住宅（申込者が６５歳以上）
所在地募集戸数間取り住宅名

中央区並木３－１－１９１

１ＤＫ

並木団地
南区大野台６－１９－１１大野台住宅
南区南台４－１２－５３１南台団地
緑区東橋本４－９－９３東橋本

あ
じ
さ
い
住
宅

中央区富士見５－５－１０１富士見
中央区上溝３１６６－５１上溝東
南区古淵４－１１－１０１古淵

南区相南１－２４－５１コンフォー
ルさがみ南

南区相武台２－１１－１０１相武台

特定公共賃貸住宅
〈月額所得が１５万８，００１円～４８万７，０００円の世帯〉

所在地募集戸数間取り住宅名
緑区上九沢４２２ＬＤＫ上九沢団地

老人世帯向け住宅（申込者が６０歳以上）
所在地募集戸数間取り住宅名

南区古淵４－２４－１１２ＤＫ古淵住宅

障害者世帯向け住宅（車いすを使用している人がいる）
所在地募集戸数間取り住宅名

中央区横山６－５－１１２ＬＤＫ横山住宅
中央区並木３－１－１９１２ＤＫ並木団地

申し込み　募集のしおりに付いている申込書を、郵送で１１
月２２日（消印有効）までか、相談日に直接会場へ

相談日時・会場

会　場時　間日にち

市役所会議室棟午前９時～
午後４時　

１１月８日（木）・９日（金）
　　２１日（水）・２２日（木）

津久井総合事務所午後１時～
　４時１１月１９日（月）

大野南公民館午前９時～
午後４時　１１月２０日（火）

募集する住宅
公営住宅〈月額所得が１５万８，０００円（高齢者世帯等は

２１万４，０００円）以下の世帯〉

一般世帯向け住宅
所在地募集戸数間取り住宅名

緑区青根１１１０１２ＬＤＫ青根第２団地
緑区大島１１２３ＤＫ大島団地

緑区二本松４－１６
１２ＤＫ

二本松団地
１３ＤＫ

緑区上九沢４
１２ＬＤＫ

上九沢団地
１３ＤＫ

緑区若柳１２３７－１
１２ＤＫ

内郷住宅
２３ＤＫ

中央区富士見５－６３３ＤＫ富士見団地
中央区相生２－７～９３３ＤＫ東団地

中央区淵野辺２－３２－１
１２ＤＫ

淵野辺団地
１３ＤＫ

中央区横山６－５－１
１２ＤＫ

横山住宅
１２ＬＤＫ

中央区清新５－３－１１２ＤＫ清新住宅
中央区星が丘４－９－１４１２ＤＫ星が丘住宅
中央区相生４－１５－１１２ＤＫ東第２住宅

中央区田名塩田３－３
５２ＤＫ

田名塩田団地 １２ＬＤＫ
２３ＤＫ

南区文京２－１５１３ＤＫ文京団地
南区古淵４－２４－１１３ＤＫ古淵住宅

南区大野台６－１９－１
１２ＤＫ

大野台住宅
２３ＤＫ

　女性の人権尊重と男女共同参画社会の
実現のため、ＤＶやセクハラなど、さま
ざまな形の女性に対する暴力をなくさな
ければなりません。
　市配偶者暴力相談支援センターでは、
配偶者などからの暴力被害に関する相談
を受け、さまざまな支援をしています。

１１月１２日～２５日は
女性に対する暴力をなくす女性に対する暴力をなくす

運動の期間です運動の期間です

　市では、優れた景観を生かしたまちづくりを進めています。
このたび、地域のシンボル的な存在として親しまれ、景観的
に優れた建造物や樹木である「小原宿本陣」と「市役所前通
りの桜並木」を、市内で初めて景観法に基づく景観重要建造
物・樹木として指定しました。

景観重要建造物　第１号

小原宿本陣　※敷地を含む指定

　戦前の軍都計画により整備された広幅
員道路沿道に、昭和２０年代後半、約３００本
が植樹された延長約１，５００ｍにわたる桜
並木。

　江戸時代の参勤交代の際に、大名が泊
まった建物で県内で唯一現存するもの。
定紋の付いた敷居の高い玄関や４層のか
ぶと造りの入り母屋風の屋根を持つ建物。

景観重要樹木　第１号

市役所前通りの桜並木

お問い合わせ
街づくり支援課　1０４２－７６９－９２５２

景観法に基づく景観法に基づく景景観観重重要要建建造造物物・・樹樹木木とは？とは？
　良好な景観の維持保全を義務付ける景観法に基づく制度で、景観
資源を地域の個性ある景観づくりに役立てたり、地域のシンボルと
なっている外観を持つ建造物や樹木を守るために指定します。

指定ができるケース
○外観に景観上の特徴があり地
域のシンボルになっている。
※外観が地域の景観にとって重
要なら、比較的新しい時代の
建造物でも指定できます。

指定ができないケース
○道路など公共の場所から容易
に見ることができない。

○国宝、国指定重要文化財、特
別史跡名勝天然記念物、史跡
名勝天然記念物に指定されて
いる。

市営
住宅 入入居居者者募募集集

※詳しくは、募募集集ののししおおりりをご覧く
ださい。

お問い合わせ
コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

募集のしおり配布場所（１１月２２日まで）　住宅課、緑区役所総合案内、中央区役所区民課窓口サービスコー
ナー、市南区合同庁舎１階ロビー、各まちづくりセンター・出張所・連絡所、指定管理者〈ウイッツ
コミュニティ（中央区相模原４－７－１０）、相模ダイワ（中央区矢部１－１４－１）、�橋石材店（緑
区三ケ木４２７－３）〉

※土・日曜日、祝日は市役所本館守衛室、緑区役所休日窓口サービスコーナー、市南区合同庁舎１階ロビー、
各総合事務所守衛室、大野中まちづくりセンター、指定管理者（�橋石材店を除く）

一人で悩まずにぜひ相談してください。

ＤＶ被害経験のある女性の約７割が
「どこにも相談しなかった」と回答
（平成２１年度「市男女共同参画に関
する市民意識調査」より）

お問い合わせ
男女共同参画課　1０４２－７６９－８２０５

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

市配偶者暴力相談支援センター
1０４２－７７２－５９９０
※相談の秘密は守ります

ＤＶ相談
専用電話

女女性性のの人人権権ホホッットトラライインン強強化化週週間間
　ＤＶ、セクハラなど女性の人権相談

1０５７０－０７０－８１０
日にち　１１月１２日（月）～１８日（日）
時　間　午前８時３０分～午後７時
　（１７日、１８日は午前１０時～午後５時）
※強化週間以外は月～金曜日の午前８時
３０分～午後５時１５分

お問い合わせ
横浜地方法務局　1０４５－２１２－４３６４

指定
第 1号

～優れた景観を生かしたまちづくり～

市市景観重要建造物・樹木を指定しました景観重要建造物・樹木を指定しました

１１１１月は児童虐待防止推進月間月は児童虐待防止推進月間
　「虐待かも…」と感じたら迷わず電話
してください。通告者や通告内容に関す
る秘密は守ります。

■児童虐待通告（相談）窓口
時　間　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
緑こども家庭相談課　1０４２－７７５－８８１５
中央こども家庭相談課　1０４２－７６９－９２２１
南こども家庭相談課　1０４２－７０１－７７００
児 童 相 談 所　1０４２－７３０－３５００

■２４時間通告（相談）窓口　※年中無休
こども虐待１１０番　1０４２－７３０－３５１１
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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

保保育育所所のの入入所所申申しし込込みみがが始始ままりりまますす来来来来来来来来来来来年年年年年年年年年年年４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月
かかかかかかかかかかからららららららららららののののののののののの

お問い合わせ
コールセンター

1０４２－７７０－７７７７保保育育所所のの入入所所申申しし込込みみがが始始ままりりまますす
申し込み申し込み 入所申込書と必要書類を持って、子ど　入所申込書と必要書類を持って、子ど

もと一緒にもと一緒に（面接します）（面接します）、直接、第１希望、直接、第１希望
の保育所の保育所（受付面接日は表１のとおり）（受付面接日は表１のとおり）へへ

※※表１の表１の受付面接日に都合が悪い場合は、表２の受付面接日に都合が悪い場合は、表２の
予予備日の会場へ備日の会場へ。。大変な混雑が見込まれますの大変な混雑が見込まれますの
でで、、できるだけ各保育所で申し込んでくださできるだけ各保育所で申し込んでくださいい。。

※平成※平成２４年２４年度に入所を申し込み、入所が決まって度に入所を申し込み、入所が決まって
いない人いない人で、来年４月の入所を希望する場合は、で、来年４月の入所を希望する場合は、
改めて申し込みが必要です。改めて申し込みが必要です。

市外の保育所の申し込み市外の保育所の申し込み　受受付面接日は表３のとお付面接日は表３のとお
りですりです。。ただしただし、、希希望する保育所望する保育所をを管轄する市管轄する市
区町村の申込締切日が、区町村の申込締切日が、１２１２月５日より前月５日より前の場合の場合
はは、、その締切日前に、住んでいる区の担当課へその締切日前に、住んでいる区の担当課へ

保育所を担当している課
緑＝緑こども家庭相談課　城＝城山保健福祉課
中＝中央こども家庭相談課　津＝津久井保健福祉課
南＝南こども家庭相談課　湖＝相模湖保健福祉課
　　　　　　　　　　　藤＝藤野保健福祉課

表１　受付面接日　〈受付時間〉午前１０時～正午、午後１時～６時（湖の各保育園は午前１０時～正午）

対 象対　象　次の理由などで、家庭で子どもを保育できない人次の理由などで、家庭で子どもを保育できない人
○働いている ○働く予定がある○働いている　　○働く予定がある
○傷病、障害がある ○家族の介護をしている○傷病、障害がある　　○家族の介護をしている
○○出産予定月の前後２か出産予定月の前後２か月（合計５か月）月（合計５か月）以内である以内である
○災害にあった など○災害にあった　　など

入所申し込みのご案内（入所申込書付き）の配布場所
　各保育所・こども家庭相談課・まちづくりセ
ンター・保健福祉課など
※市ホームページの 暮らしの情報 → 子育て
からダウンロードできます。

電話番号受付場所保育所名受付面接日
担
当
課

区

さがみ
０４２－７７０－０７９１

大沢幼稚園
上九沢２６７小さき花保育園①１１月８日（木）

緑

緑　

区

みらい設立準備委員会
０４６３－２３－１１１９橋本公民館げんきっず保育園②１１月９日（金）

０４２－７００－６６８８西橋本２－２０－１２西橋本みたけ保育園１１月１２日（月）
０４２－７６０－１１２２下九沢１５５８－１４むくどり風の丘保育園１１月１３日（火）
０４２－７０３－５８４７橋本４－１８－１９ひまわり第２保育園１１月１５日（木）

０４２－７００－２００７星の子保育園
相原２－１４－７

星の子保育園
１１月１６日（金）

星の子第２保育園
０４２－７６２－６６８０下九沢４５４むくどり保育園１１月２１日（水）
０４２－７７３－２３４１相原４－２１－６相原保育園１１月２２日（木）
０４２－７１３－３７８１下九沢１５２０－１こどもきらきら園１１月２６日（月）
０４２－７７３－３２３５東橋本３－１６－９高見保育園１１月２７日（火）
０４２－７７３－２０１６東橋本４－１４－３６東橋本ひまわり保育園１１月２９日（木）

０４２－７６２－８３２８むくどり第２保育園　
大島１１－１４７

むくどり第２保育園　
１１月３０日（金）

分園
０４２－７７３－２５１５二本松２－３０－４１二本松保育園１２月３日（月）

０４２－７７５－５３０１橋本３－１３－１
パークスクウェア１階レイモンド橋本保育園１２月６日（木）

０４２－７７０－１５０９橋本りんご保育園
橋本１－１２－２５

橋本りんご保育園１２月１０日（月）
　　１１日（火）みんなの保育園トッポ③

０４２－７６１－０３８０上九沢３８３－３大沢保育園１２月１２日（水）
０４２－７８２－５１３５久保沢１－５－４７城山中央保育園１２月３日（月）

城
０４２－７８２－８０１１谷ヶ原１－１８－１城山西部保育園１２月４日（火）
０４２－７８４－０２８９三ケ木９３２津久井中央保育園１２月３日（月）

津
０４２－７８４－２９０７根小屋１５７９－１串川東部保育園１２月４日（火）
０４２－７８４－１３７８青山９７５串川保育園１２月５日（水）
０４２－７８４－４４００太井１５２－１中野保育園１２月６日（木）
０４２－７８７－０１３１青野原１９７５－２青野原保育園１２月７日（金）
０４２－６８５－０００２寸沢嵐８２３内郷保育園１２月３日（月）

湖 ０４２－６８４－３３５５千木良９８３－１千木良保育園１２月６日（木）
０４２－６８４－２７５９（現園舎）与瀬７９５与瀬保育園④１２月７日（金）
０４２－６８７－４７３９日連１０６３－１日連保育園１２月１０日（月）藤

星ヶ丘二葉園　
０４２－７５７－３４１３

星が丘１丁目自治会館
星が丘１－７－５

星ヶ丘二葉園
１１月８日（木）

中
中
央
区

分園
南橋本二葉園⑤

０４２－７５２－２０４５矢部２－７－２６相模保育園１１月１２日（月）
０４２－７７３－９１１３小山２－５－９たけの子保育園１１月１３日（火）
０４２－７７８－２２１１上溝３５０ふじ第二保育園１１月１４日（水）
０４２－７５４－７３７４光が丘３－２－１上溝保育園１１月１５日（木）
０４２－７５６－２１０２横山台２－２４－１６横山台保育園１１月１６日（金）

０４２－７５８－７７１１千代田保育園
千代田４－５－１２

千代田保育園
１１月１９日（月）

分園ムーミン
０４２－７６２－１８７１田名２１６６－２清水保育園１１月２０日（火）
０４２－７５３－２２８８相模原８－７－５相模原保育園１１月２１日（水）
０４２－７５６－３１４０上溝１９６１－１南上溝保育園１１月２２日（木）
０４２－７５２－３０４４すすきの町２－６すすきの保育園１１月２６日（月）
０４２－７６２－１０１５上溝７－５－３ひよこ保育園

１１月２７日（火）
０４２－７５２－５５４８星が丘１－４－８ふじ乳児保育園
０４２－７５６－３０４４青葉２－５－３０和泉保育園

１１月２９日（木）
０４２－７６２－０３４９水郷田名２－１４－６８友愛保育園
０４２－７７６－０９０６相模原４－７－１４エンゼル保育園

１１月３０日（金）
０４２－７５６－５３００陽光台３－１９－１陽光台保育園
０４２－７７９－３３３０小山２－７－２４　たけの子第２保育園　１２月３日（月）
０４２－７５２－２１２３

渕野辺保育園分園まほろば
淵野辺１－１２－１６

渕野辺保育園
１２月４日（火） ０４２－７３０－６００１分園まほろば

０４２－７６８－２２６５夜間保育所ドリーム
０４２－７６１－０９０５田名６２２９－２田名保育園

１２月６日（木） ひよこ第２保育園
０４２－７５０－０６８０

ひよこ保育園
上溝７－５－３ひよこ第２保育園

０４２－７０７－９９７４淵野辺３－５－４１
桜美林大学国際寮２階ＹＭＣＡオベリン保育園１２月７日（金）

電話番号受付場所保育所名受付面接日
担
当
課

区

０４２－７００－８００８南橋本３－４－２１南橋本みたけ保育園
１２月１０日（月）

中
中
央
区

０４２－７８６－０６７０ひかり保育園
鹿沼台２－１２－１５

ひかり保育園
分園⑥

０４２－７５２－８１８４すこやか保育園
横山４－１２－１４

すこやか保育園
１２月１１日（火）

分園⑦
０４２－７３０－６３３６東淵野辺４－２５－３たけのうち保育園１２月１２日（水）
０４２－７５５－３２９７矢部新町３－１上矢部保育園１２月１３日（木）
ふじ第二保育園
０４２－７７８－２２１１南保健福祉センター上鶴間本町保育園⑧１１月６日（火）

南
南　

区

０４２－７４５－１１２２若松２－３－７若松保育園１１月７日（水）

０４６－２５３－０７９５新磯野保育園
新磯野３－２２－１５

新磯野保育園
１１月８日（木）

分園

０４２－７６７－２０１３RISSHO KID’S　きらり
相模大野４－５－５Ｄ棟２階

RISSHO KID’S きらり
１１月９日（金）

分園ポピー

０４２－７６７－８４７０保育園モモ
鵜野森１－２１－４

保育園モモ
１１月１２日（月）

保育園ピノ
０４２－７０７－１４２５古淵３－１－８古淵保育園１１月１３日（火）
０４２－７４２－６９１５上鶴間本町４－４７－１０谷口保育園１１月１４日（水）
０４２－７４２－２７６３相南１－１３－１７東林保育園１１月１５日（木）
０４２－７６７－３２１５豊町１０－５南大野太陽保育園１１月１６日（金）
０４２－７４６－１６７７上鶴間６－６－２３保育園東林間ジュニアクラブ

１１月１９日（月）
０４６－２５１－１３４６新戸２０７８－２せんだん保育園
０４２－７４２－６６５３麻溝台６－２５－３５麻溝台保育園１１月２０日（火）
０４２－７４４－１３１３南台５－１０－２６立正保育園１１月２１日（水）
０４２－７４５－２１４０東大沼３－１８－２０大沼保育園１１月２２日（木）
０４２－７６７－５５６５豊町１－２９ひよこ第３保育園１１月２６日（月）
０４２－７５５－００３０大野台４－３－２０大野台保育園１１月２７日（火）
０４２－７４５－１６０１相模台２－２６－４マシュマロ保育園

１１月２８日（水）
０４２－８５１－５８２８南台１－４－２０ナーサリースクールＴ＆Ｙ
０４６－２５５－１１４９新磯野２－３９－１１相武台保育園１１月２９日（木）
０４２－７４９－０２５３上鶴間本町７－９－３４保育園アリス１１月３０日（金）

０４２－７４５－１１５２くぬぎ台保育園
上鶴間３－２３－１８

くぬぎ台保育園
１２月３日（月）

分園
０４２－７０５－３３５５文京１－６－５ののはな文京保育園１２月４日（火）
０４２－７７８－３７５２当麻１３５７－１麻溝保育園１２月６日（木）
０４２－７４７－８０００相模大野９－１５－３６さいわい保育園１２月７日（金）
０４２－７０７－８７２３大野台３－１５－４８大野村いつきの保育園１２月１０日（月）
０４２－７４７－７１００松が枝町１０－１４松が枝保育園１２月１１日（火）
０４６－２５５－６１２４磯部１１７６－１３新磯保育園１２月１２日（水）
０４６－２５１－３２１５相武台団地１－４－３相武台新日本保育園１２月１３日（木）

※次の保育所は平成２５年４月１日に新設開所します（名称は仮称）。
①小さき花保育園（緑区大島１８４８－５）　②げんきっず保育園（緑区橋本８－４）
⑤南橋本二葉園（中央区南橋本１－２）　⑥ひかり保育園分園（中央区鹿沼台１－３）
⑦すこやか保育園分園（中央区中央４－１２）　⑧上鶴間本町保育園（南区上鶴間本町６－４）
※次の保育所は２５年４月１日に分園から本園となり名称変更します（名称は仮称）。
③みんなの保育園トッポ（旧橋本りんご保育園分園）
※次の保育所は２５年４月１日に移転します。
④与瀬保育園（緑区与瀬８８６－７）

会　場担当課受付面接日時
橋本公民館緑

１２月１４日（金）
午前９時
　　　～正午
午後１時
　　　～７時

城山保健福祉課城

津久井保健福祉課津

相模湖保健福祉課湖

藤野保健福祉課藤

あじさい会館中

南こども家庭相談課南

橋本公民館緑１２月１６日（日）
午前９時３０分
　　　～正午
午後１時～５時

あじさい会館中

南こども家庭相談課南

会　場担当課受付面接日時
緑こども家庭相談課緑

１２月５日（水）
午前９時
　　　～正午
午後１時
　　　～６時

城山保健福祉課城

津久井保健福祉課津

相模湖保健福祉課湖

藤野保健福祉課藤

中央こども家庭相談課中

南こども家庭相談課南

表２　予備日 表３　市外の保育所
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平成２５年４月からの市立児童クラブの入会申し込み受け付けを開始
市立児童クラブ
対　象　就労等により昼間保護者が家庭にいない小学校１～３年生
　　　　（障害等により特別に支援が必要な児童は６年生まで）
設置場所　小学校やこどもセンター（一部を除き小学校の学区ごとに設置）
開設時間　月～金曜日＝授業終了時～午後６時
　　　　　学校の休業日（土曜日等）＝午前８時～午後６時
　　　　　延長開設時間＝午後６時～７時
休会日　日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日ほか
保護者負担　育成料＝１か月５，３００円、延長育成料＝１回２００円、おやつ代＝１か月２，０００円
利用案内（入会申請書付き）配布場所　各市立児童クラブ・こどもセンター、こども施

設課、緑区役所行政資料コーナー、南区役所情報提供コーナー、津久井・相模湖・
藤野まちづくりセンター

※市ホームページの　暮らしの情報　→　子育て　からダウンロードできます。
申し込み　入会申請書と添付書類を、直接、受付期間内に各市立児童クラブへ

受付時間　月～金曜日＝午後２時３０分～６時、土曜日＝午前９時～午後５時
※利用案内など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

民間児童クラブ
　入会方法など詳しくは、各クラブへお問い合わせください。

電話番号所在地名　称
０４２－７１４－４１５０緑区東橋本３－１６－８－１０２カナン学童保育室

０９０－３４３５－８９６６緑区名倉８３７－１放課後クラブ
かわせみ

０４２－７５３－５６６０中央区淵野辺４－１４－５　１階学童保育センター
おおぞら

０４２－７５２－２１２３中央区淵野辺１－１６－５　学童保育センター
ひまわり

０４２－７５５－０３９４中央区淵野辺４－３１－７ひばりっ子クラブ
０４２－７５４－０６８３中央区並木１－８－１６　３階学童センターみらい
０４２－７５７－６４７７中央区相模原３－８－８えぽかる学童くらぶ
０４２－７７６－０９６６中央区相模原４－７－１０－４０１豆の木児童クラブ
０４２－８１０－７７００中央区矢部３－２５－３学童クラブきぼう
０４２－７５２－７７７２中央区富士見３－８－７　２階学童クラブぐるんぱ
０４２－７６１－８７１６中央区上溝７－１２－２８学童ひまわりクラブ

０４２－７０１－３２２０南区相模大野４－５－５　Ｄ－
２０３

放課後教室
ウキウキファイブ

０４２－７４２－６４７２南区上鶴間本町４－５１－４８どんぐりクラブ
０４６－２５７－９０８２南区相武台２－２－４３学童保育ハートフル

０４２－７７６－８５８３南区大野台３－２２－１３学童保育わんぱく
クラブ

０４２－７４７－８６９１南区若松２－１２－４　１－Ｄわかばクラブ
０４２－７７７－０７１６南区当麻８６２－１３なないろキッズルーム

受付期間要件など受け付け

１２月８日（土）まで

入会開始希望日が２５年４月１日～１０日で、次に
該当しない人
○求職活動中　　○欠席予定日数が週４日以上
○就労や修学等の日数が週２日（日曜日を除く）以下

１次

１２月１０日（月）～２５年１月３１日（木）入会開始希望日が２５年４月１日～１０日の人２次
入会開始希望日の２か月前～２週間前入会開始希望日に応じて申請を受け付けます。随時

平成２５年４月からの市立児童クラブの入会申し込み受け付けを開始

お問い合わせ　こども施設課　1０４２－７６９－９２２７

相模女子大学 秋秋季季ささががみみアアカカデデミミーー

※②は受講料５，０００円、④は教材費４００円が必要
申し込み　ファクスかＥメールに住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番

号、Ｅメールアドレス、講座名を書いて、１１月①６日②９日③１３日
④２９日までに同大学（1０４２－７４７－９５６３　6０４２－７４３－４７１７　Ｅメ
ール sagami-info@mail２.sagami-wu.ac.jp）へ　

笑顔がいっぱい！

子子どどももたたちちのの楽楽ししいい遊遊びび場場

定　員
（申込順）時　間日にち講座名

３０人
午前１０時３０分
～正午

１１月１２日・２６日、
１２月１０日の月曜日①能楽入門〈全３回〉

各５０人

１１月１７日～１２月２２日
の毎週土曜日

②古事記成立 １ ， ３００年  の真相
から万葉集まで〈全６回〉

午後１時３０分
　～３時

１１月２０日～１２月４日
の毎週火曜日

③哲学への誘い～食の哲学
入門～〈全３回〉

３０人午前１０時
　～１１時３０分

１２月６日～２０日
の毎週木曜日

④知って得する税金（ 財産
の移転があったとき） 
〈全３回〉

　人形劇や手づくり遊びコーナー、保育体験や子育て相談など
日にち　１１月５日（月）～１０日（土）
会　場　市内各保育園（８２園）、陽光園
※日程、内容など詳しくは、各保育園・公民館・こども
センター、陽光園などにあるチラシか、市ホームペー
ジの　イベント・講座募集　をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　保育課　1０４２－７６９－８３４１

保保育育ウウィィーークク来て！来て！ 見て！見て！遊ぼう
！

遊ぼう
！

　市では、遊びを通じて子どもたちの健康を増進し、豊かな情緒を育むこ
とを目的に、こどもセンターなど児童厚生施設を設置しています。子ども
たちが誰でも遊べる施設です。気軽に利用してください。
○こどもセンター
　遊戯室、幼児室、図書室、児童クラブ室な
どがあり、幼児でも安心して遊べます。月１
回乳幼児の育児相談や、親子遊びを紹介する
「ふれあい親子サロン」を開催するなど、さ
まざまな催しを行っています。
開館時間　午前９時～午後５時
休館日　１２月２９日～１月３日、偶数月の第３

日曜日ほか
○児童館
　遊戯室、図書室、集会室などがあります。
また、児童と保護者や高齢者等、世代間の交
流を深めるためのイベントなど、さまざまな
催しを行っています。
開館時間　月～金曜日＝午後１時～５時
　　　　　土・日曜日、祝日、夏休み等 

＝午前９時～午後５時
休館日　１２月２９日～１月３日ほか
○児童遊園
　ブランコ、滑り台などの遊具、砂場などがあります。
※各施設の所在地は、市ホームページの 暮らしの情報 → 子育て → 子ど
もの遊び場 をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　こども施設課　1０４２－７６９－９２２７

二本松こどもセンターの
遊戯室

児童館で遊ぶ児童たち
（こばと児童館）

　司法書士による講座と、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　１１月１７日（土）午後１時３０分～３時
会　場　ウェルネスさがみはら　
講　師　野口善一さん（司法書士）
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

成成年年後後見見制制度度市市民民公公開開講講座座

　論文の形式、組み立て方など論文をまとめるために
知っておくべき基本を学びます。
日　時　１１月１７日（土）午後１時３０分～４時３０分
会　場　総合学習センター
対　象　教育実践研究論文に興味のある人＝６０人（申込順）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、

「論文支援講座」と書いて、１１月１２日までに同セ
ンター（1０４２－７５６－０２９０　Ｅメール center 
kk@sagamihara-kng.ed.jp）へ

教育実践研究論文支援講座

わかりやすく説得力のある　論論文文をを書書くくににはは

手しごとリラックス講座
はじめてのちりめん細工　椿の置きもの
日　時　１１月２２日（木）午前１０時～午後３時
定　員　２０人（申込順）
費　用　１，０００円（材料費ほか）

女性のための心とからだの健康相談★
日　時　１１月２４日（土）午後１時３０分・２時３０分
定　員　各１人（申込順）

ノルウェーアニメーション映画「アングリーマ
ン」上映会と講演会
日　時　１１月２５日（日）午後１時３０分～３時３０分
対　象　子育て中の保護者か子育て支援者
定　員　２０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　１１月３０日（金）午前９時・１０時３０分
定　員　各１人（申込順）

男性のくらしナビ　はじめての韓国家庭料理
日にち　１２月１日（土）
時　間　午前１０時～午後０時３０分
対　象　男性＝２０人（申込順）
費　用　５００円（材料費）

環境セミナー　みんなで楽しむエコ・クッキ
ング講座～目からウロコの体験がいっぱい～
日にち　１２月６日（木）
時　間　午前１０時～午後１時３０分
定　員　２０人（申込順）
費　用　５５０円（材料費ほか）

おはなしお楽しみ会
日　時　１２月８日（土）午前１０時～正午
対　象　小学校３年生以下の子どもとその保

護者
定　員　３０組（申込順）

ソソレレイイユユささががみみのの催催しし

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　シティ・プラザはしもと内　1０４２－７７５－１７７５　6０４２－７７５－１７７６）へ

※未就学児（２歳以上）の保育あり（申込時に要予約）★は保育なし



No.1252��� ���24 (2012) .11.1

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広告主へ。 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。

北里研究所創立１００周年・北里大学創立５０周年特別記念展

北里柴三郎 －伝染病の征圧は私の使命－

　博物館で活動するボランティアや学生が、日頃の活動や研
究などの成果を発表します。
日　時　１１月１７日（土）・１８日（日）午前１０時～午後４時３０分　

プラネタリウムのイベント　定　員　各２１０人（先着順）
　各日午前９時３０分から整理券を配布（１人５枚まで）します。

○スライドショー「はやぶさ君の冒険日誌」
　作者の小野瀬直美さん（ＪＡＸＡ研究員）による読み聞か
せを行います。
日　時　１１月１７日（土）午後３時５０分

○特別投影「見えない光で宇宙を探る
　　　　　　　　～活躍するＪＡＸＡの天文観測衛星」
日　時　１１月１８日（日）午後３時５０分

　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。
日にち　１１月２日（金）・１７日（土）
時　間　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

～科学の知が湧く泉～　市立博物館 ～科学の知が湧く泉～　市立博物館 

～心を豊かにする知が集う～　文化の丘 ～心を豊かにする知が集う～　文化の丘 

青少年健全育成啓発作品コンクール・
「家庭の日」啓発作品コンテスト入賞作品展

～環境への知が深まる催しとエコな情報が集まる～　環境の森 ～環境への知が深まる催しとエコな情報が集まる～　環境の森 

消費者と事業者の暮らしの問題交流会

かしこい暮らしの省エネ・節電実践術
～知って納得！身近な省エネ＆ＬＥＤ～

　家庭でできる省エネ・節電対策やＬＥＤ照明など省エネ製品に対する
素朴な疑問などを取り上げた講演と、意見交換会を通じてエネルギー問
題を考えます。
日　時　１１月２２日（木）午後２時～４時
会　場　橋本公民館　　　定　員　７０人（申込順）
申し込み　電話で生活安全課（1０４２－７６９－８２２９）へ

電気使用量や電気料金をリアルタイムに表示する

省エネナビを無料で貸し出します
　電気の使用量が増えるこれからの季節に省エネナビを活用して「目に
見える」省エネを実践してみませんか。
対　象　市内在住で、電力会社と電気の供給契約を結んでいる人
※貸し出す機器は、太陽光発電が設置された住宅や電流容量が７５アンペ
アを超える住宅などには対応していません。

貸出期間　約３か月間　　　貸出台数　５０台（申込順）
申し込み　環境政策課にある申込書（市ホームページの 暮らしの情報 

→ 環境 → 節電・省エネ からダウンロード可）と、身分証明書・
検針票を直接、同課へ

※台数に限りがあるので、事前に電話で確認してください。
※貸出条件など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わ
せください。

お問い合わせ　環境政策課　1０４２－７６９－８２４０

環境情報センターの催し
環境講座　食の安全を脅かす有害化学物質などを学ぼう
　普段の食事から知らぬ間に口にしている残留農薬や遺伝子組み換え食
品の現状と問題点を、食糧問題の観点から学びます。
日　時　１２月２日（日）午後１時３０分～４時
定　員　８０人（申込順）

地球にやさしいおそうじ法とおそうじグッズ作り
　化学物質を多く含む合成洗剤を使わない掃除の仕方を学び、洗剤を使
わなくても汚れが落ちるアクリルたわしなどを作ります。
日　時　１２月６日（木）午前９時３０分～午後０時３０分
定　員　３０人（申込順）　　費　用　５００円（材料費）

◇　　　◇
申し込み　電話か、Ｅメールに氏名、電話番号、催し名を書いて同セン

ター（Ｅメール kankyo@eic-sagamihara.jp）へ
※保育あり（１人８００円。１１月２８日までに要予約）

発見しよう！　まちの中の小さな自然
　自然観察指導員と散策し、植物や生き物について学びます。
日　時　１１月１４日（水）午前９時３０分～１１時３０分〈荒天中止〉
会　場　同センター周辺
※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

江戸時代の津久井
娯楽と旅 －お伊勢参りの道中日記－
　青野原村の永井市之丞が記録した伊勢参宮日記か
ら、当時の人々が楽しんだ旅の様子を紹介します。
日　時　１１月１０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

上九沢周辺の歴史講演会と探訪
日にち　１１月１０日（土）
○講演会
時　間　午前１０時～正午　　会　場　大沢公民館
講　師　大貫英明さん（東京農業大学非常勤講師）
定　員　１００人（先着順）　※希望者は直接会場へ
○探訪〈小雨決行〉
集　合　午後１時に大沢公民館
解　散　午後３時３０分ごろ同館
定　員　５０人（先着順）
※希望者は歩きやすい服装・靴で直接会場へ（全行
程徒歩で移動）　
お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

～先人の知を仰ぐ～　郷土史の道 ～先人の知を仰ぐ～　郷土史の道 

オンラインデータベース講習会

ネットを使って
ビジネス情報を入手しよう！

　「官報」やオンラインデータベースサービス「日経テレコ
ン」から得られる情報の種類と活用の仕方を学びます。
日　時　１１月２２日（木）午後１時３０分～３時３０分
会　場　橋本図書館
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝１６人（申込順）
申し込み　直接か電話で１１月２１日までに橋本図書館（1０４２－

７７０－６６００）へ

16ミリ映写機
操作認定講習会

日にち　１１月４日（日）
時　間　午前９時４５分～午後５時
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上

の人（中学生は除く）
定　員　１８人（申込順）
費　用　５００円（テキスト代）
申し込み　直接か電話で視聴覚ライブラリ

ー（1０４２－７５３－２４０１）へ

子どもおもしろ実験教室
～本の中の実験をやってみよう～
キッチン実験教室－台所を科学する－
日にち　１１月１８日（日）
時　間　午後２時～３時３０分
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
定　員　２０人（申込順）
※小学校４年生以下の人は保護者同伴
費　用　１００円（材料費）
申し込み　電話で同館（1０４２－７５４－３６０４）へ

～知の宝庫～　図書館 ～知の宝庫～　図書館 

北里柴三郎

北里柴三郎（１８５３年～１９３１年）ってどんな人？
　現在の熊本県小国町生まれ。東京医学校（のちの東京大学医
学部）を卒業後、内務省衛生局に入省しました。
　ドイツ留学中の明治２３年（１８９０年）に破傷風の血清療法を確
立、また２７年（１８９４年）にペストが蔓延していた香港へ政府か
ら派遣され、病原菌であるペスト菌を発見するなど、研究者と
して世界的な名声を得ました。
　また、日本初の結核専門病院（現
在の北里大学北里研究所病院）設
立、慶應義塾大学医学部・日本医
師会の創設など、その後の日本の
医学界、教育界に大きな功績を残
しました。

相模原市と北里研究所・北里大学とのつながり
　北里大学病院は、昭和４６年（１９７１年）に現在の場所に開院さ
れ、その後６１年（１９８６年）に北里大学東病院が開院されました。
　現在、市内唯一の救命救急セン
ターとして、市と連携を図って重
篤な傷病者を受け入れています。
また、本市の病児・病後児保育事
業や市認知症疾患医療センターの
設置などでもさまざまな連携を行
っています。
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関連事業

道志川なごやか写生大会
　道志川の色づく景色を描きながら、芸術の秋を楽しんでみませんか。
日　時　１１月１８日（日）午前８時３０分～午後２時３０分
会　場　道志川弁天橋下流周辺
持ち物　絵の具など（画用紙は配布）、昼食
※希望者は直接会場へ
※参加者には記念品をプレゼントします。
※午後１時ごろから道志川クリーンキャンペーンを同
時開催します。

お問い合わせ　津久井中央連絡所　1０４２－７８４－２４００

会　場期　間
市役所本館１階ロビー１１月５日（月）～１４日（水）
市南区合同庁舎１階ロビー１１月１５日（木）～２２日（木）
シティ・プラザはしもと内６階１１月２３日（祝）～３０日（金）

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－８２８９

 町史講演会 

知知知知知知の国さがみはら
　心地よい爽やかな空気が漂う季節になりました。知
識を深め、教養を高めるには最適なシーズンです。今
回は、相模原を知性あふれる催しなどでにぎわう“知
の国”として、分野ごとに情報を紹介します。

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
１１・１２月の休館日　月曜日（１２月２４日を除く）、

１２月２５日（火）・２８日（金）～３１日（月）

お問い合わせ
環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８

１１月の休館日　１１日（日）・１５日（木）・２３日（祝）

　医学者・細菌学者として世界的な名声を博し「日本近代医学の父」とも呼
ばれた北里柴三郎。この企画展では、ペスト菌発見の論文草稿（ドイツ語）
や破傷風菌についての直筆の論文原稿をはじめ、愛用の顕微鏡、教え子であ
る野口英世からの手紙など貴重な資料を展示し、北里柴三郎の業
績と生涯を紹介します。
期　間　１１月１０日（土）～１２月１６日（日）
時　間　午前９時３０分～午後５時
　　　　（１１月１０日は午前１１時１０分から）

　北里柴三郎の業績と予防医学の研究に情熱を傾けるきっか
けとなった要因などについてお話しします。
日　時　１１月２５日（日）午後２時～４時
講　師　森　孝之さん（北里研究所北里柴三郎記念室 医学博士）
定　員　２００人（先着順）
※希望者は直接会場へ

伝染病との戦い
－病原体の正体を暴け－

 講演会 

知性あふれる深秋の催し＆情報

希望者は直接会場へ学びの収穫祭 　 星空観望会（１１月）
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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～

基準タイム距離種　別
４０分１０㎞高校生、２９歳以下、３０歳以上

男子 ２０分５㎞４０歳以上
１３分３㎞中学生
１５分女子（中学生、高校生・一般）

市体育協会　1０４２－７５１－５５５２　6０４２－７５１－５５４５
〒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/

市体育協会からのお知らせ

市民サッカー選手権大会（一般女子）
日　時　１２月２日～１６日の毎週日曜日午前９時
会　場　相模原麻溝公園競技場ほか
申し込み　市体育協会にある申込用紙を１１月１５

日（必着）までに同協会へ
市民ロードレース大会
日にち　１１月２５日（日）　　費　用　５００円
会　場　相模原麻溝公園競技場、周辺道路

申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、年
齢、電話番号、種別、自己記録（中学生
男子のみ）を書いて、１１月１１日までに市
体育協会へ

※詳しくは、同協会ホームページをご覧くださ
い。
市柔道体重別選手権大会
日　時　１１月２３日（祝）午前９時～午後４時

会　場　総合体育館　　費　用　５００円
対　象　市内在住か在勤・在学の高校生以上の人
申し込み　市体育協会にある申込用紙を１１月９

日（必着）までに同協会へ
市民登山教室　冬山入門（大倉～丹沢山

～蛭ヶ岳～焼山登山口）
日にち　１２月１５日（土）～１６日（日）〈１泊２日〉
集　合　午前７時に小田急線渋沢駅
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上で１日５時

間以上の登山ができる人＝２０人（抽選）
費　用　１万６，５００円（交通費は各自負担）
申し込み　①往復はがきか②Ｅメールに全員の

住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・
電話番号、「登山教室」と書いて、１１月１７
日（必着）までに①市体育協会②市山岳
協会の田村さん（kazuhisa-tamura@ 
jcom.home.ne.jp）へ

居合道・杖道無料体験教室
日　時　１１月２５日（日）午前９時～正午
会　場　市体育館（市役所前）

対　象　１５歳以上の人（中学生は除く）
※希望者は運動ができる服装で直接会場へ
スポーツセミナー「スポーツパフォーマ

ンス向上の体幹トレーニング講習会」
日　時　１２月２日（日）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　総合体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　１００人（申込順）　　費　用　１，０００円
申し込み　ファクスかＥメールに住所（在勤の

場合は勤務先）、氏名、年齢、電話番号、
ファクス番号かEメールアドレスを書い
て、１１月２５日（必着）までに市体育協会
へ

親子ラグビー教室
日　時　１１月１１日（日）午前９時～１１時
会　場　相模原麻溝公園競技場
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
※希望者は運動ができる服装で直接会場へ

相模原麻溝公園競技場の催し
費　用対象・定員

（申込順）時　間日にち講座・教室名

１，０００円１８歳以上の人
＝２０人

午前９時３０分
～午後２時３０分１１月１７日（土）ターゲットバー

ドゴルフ体験会

各
３，０００円

１８歳以上の人
＝各４０人

午前９時４５分
　～１０時４５分

１１月２０日～平成
２５年１月１５日の
毎週火曜日（１
月１日を除く）

いきいきウオー
キング〈全８回〉

午前１１時～　
午後０時１５分

はつらつジョギ
ング〈全８回〉

６０歳以上の人
＝４０人

午後２時　　
　～３時３０分

シニア健康体操
〈全８回〉

１組
１，０００円

２～４歳の子
どもとその保
護者＝２０組

午前１０時３０分
　～１１時３０分１１月２２日（木）親子リトミック

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、講座・教室名を書いて、同競技場（1 

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

さがみはら
北の丘センターの教室

定　員　各２０人、☆は１５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、１１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　１１月１６日～平成２５年１月２５日の毎週金曜日（１１月２３日、１２月２８日、
１月４日を除く）

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　１１月１９日～２５年１月２１日の毎週月曜日（１２月２４日・３１日、１月１４
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以上泳げる小学生午後５時３０分
　～６時３０分☆のびーるバタフライ

日にち　１２月１８日～２５年３月１９日の毎週火曜日（１月１日・８日、２月１２
日、３月１２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

日にち　１１月２１日（水）
費　用対　象時　間教室名

５００円パソコンを持参できる
初心者＝１０人（申込順）

午後６時　　
　～７時３０分パソコン

申し込み　直接か電話で同センター（1０４２－７７３－５５７０）へ

日にち　１１月２１日～２５年１月１６日の毎週水曜日（１月２日を除く）
費　用対　象時　間教室名〈全８回〉

各
５，６００円

水泳を始めたい１５歳以上
（中学生を除く）の人

午前１１時２０分～
午後０時２０分　スイム＆ウオーク

１５歳以上（中学生を除く）
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３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　１１月２８日～２５年１月９日の毎週水曜日（１月２日を除く）
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

さがみはらグリーンプールの催し
費　用対象・定員（申込順）時　間日にち講座・教室名
各

１，０００円
１８歳以上の人＝２０人

午前１０時～正午
１１月１６日（金）絵手紙体験

中学生以上の人＝３０人１１月１７日（土）テーピング

２００円クロールで２５m以上泳げ
る小・中学生＝２０人

午前１１時３０分～
午後１時　　　１１月２４日（土）水球体験会

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

銀河アリーナの教室
費　用対象・定員（申込順）時　間日にち教室名

各
２，０００円

中学生以上の人＝各５０人
※１８歳未満の人は、保
護者の同伴か送迎が
必要

午後８時３０分
　～１０時４５分

１１月１５日（木）
１６日（金）①

カーリング
〈全２回〉 １２月２０日（木）

２１日（金）②

５００円
１５歳以上（中学生を除
く）のトレーニング未
経験者か初心者＝２０人

午前１０時
　～１１時３０分１１月１９日（月）③トレーニング

　器具の使い方

１，３００円小学校５年生以上の人
＝２０人

午前１０時
　～正午１１月２５日（日）④てん刻作り

申し込み　直接か電話で、１１月③１０日①１４日④１５日まで、②１２月１日～１９日に
同所（1０４２－７７６－５３１１）へ
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スポーツレクリエーション講習会
　「ファミリーバドミントン」の講習会を実施します。
日　時　１１月１１日（日）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　青葉小学校体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝４０人（先着順）
※希望者は運動のできる服装で、上履き、飲み物、タオル等を持
って直接会場へ

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

津久井地区　テニススタンプラリー
　対象のテニスコートを利用して、３か所のスタンプを集めた先
着３００人に記念品をプレゼントします。
日にち　１１月１５日（木）～平成２５年２月１７日（日）
時　間　午前８時３０分～午後９時３０分
会　場　津久井又野公園、相模湖林間公園、名倉グラウンド、や

まびこ（小倉）テニスコート
お問い合わせ　相模湖林間公園　1０４２－６８５－１３３０

総合体育館卓球大会
日　時　１２月９日（日）午前９時～午後５時
種　目　男子＝シングルス初級者の部、中級者の部 

女子＝シングルス初級者の部、中級者の部
対　象　市内在住の人＝２００人（申込順）
費　用　各７００円
申し込み　総合体育館か北総合体育館にある申込用紙に費用を添

えて、１１月２５日までに各館へ
お問い合わせ　総合体育館　1０４２－７４８－１７８１

スポーツ大会出場奨励金
対　象　アマチュアスポーツ大会の全国大会等に出場する市内在

住の個人、団体（年度内１人１回）
※大会開催の１４日前までに申請が必要。申請方法や金額など、詳
しくはお問い合わせください。

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

ウオールクライミング教室
日　時　１１月１７日（土）午前９時３０分～午後０時３０分
会　場　名倉グラウンド
対　象　小学生以上の人＝２５人（申込順）
費　用　８００円（保険料を含む）　　※中学生以下は保護者同伴
申し込み　直接か電話で相模湖林間公園（1０４２－６８５－１３３０）へ

甲州古道ハイキング
　甲州道中や山々の生態系の説明などを聞きながらハイキングを楽しみます。
日にち　１１月２４日（土）　　コース　小原の郷～小仏城山（昼食）～小原宿本陣
集　合　午前１０時に小原の郷　　解　散　午後４時ごろに小原宿本陣
対　象　市内在住の中学生以上の人＝３０人（申込順）
申し込み　はがきかファクスに、参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号、「甲

州古道ハイキング」と書いて、１１月９日（必着）までに相模湖経済観光課
（〒２５２－５１６２　緑区与瀬８９６　1０４２－６８４－３２４０　6０４２－６８４－３６１８）へ

けやき体育館の催し
①ダンスイベント「レッツダンス！」
日にち　１２月３日（月）
時　間　午前１０時～１１時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の障害

児・者＝５０人、ボランティア＝
多数（申込順）

②障害者ふれあい文化講座
　「お飾り作り～ 凧 作り～」

たこ

日にち　１２月８日（土）
時　間　午前１０時～正午
対　象　市内在住か在勤・在学の知的

障害児・者＝１５人、ボランティ
ア＝５人（申込順）

費　用　２００円

③障害者ふれあい文化講座
　「クリスマスリース作り」
日　時　１２月８日（土）午後２時～４時
対　象　市内在住か在勤・在学の身体

障害児・者＝１８人、ボランティ
ア＝５人（申込順）

費　用　１，５００円

④障害者ふれあい文化講座 
「クリスマスフラワーアレンジメント」
日　時　１２月１３日（木）午前１０時～正午
対　象　市内在住か在勤・在学の精神

障害者＝１８人、ボランティア＝
５人（申込順）

費　用　１，０００円

申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、催し名を書いて、
１１月③１５日②３０日、１２月④６日までに同館（1０４２－７５３－９０３０　6 

０４２－７６９－１２００）へ

会　場時　間日にち

ディバーシーフロアラボ
（横浜市神奈川区出田町） 

午前８時３０分～
午後５時１１月７日（水）

神奈川障害者職業能力開発校
（相模原市南区桜台）

午前９時３０分～
午後４時　　１０日（土）

※競技種目など詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ

神奈川高齢・障害者雇用支援センター　1０４５－６４０－３０４６

県障害者技能競技大会
（アビリンピック神奈川２０１２）

　障害のある人たちがパソコンデータ入力や製品パッキング、
ビルクリーニングなどの技能を競います。

詩と絵画の
コラボレーション展

　精神障害者が書いた詩を題材に、あ
じさい大学修了者等が描いた絵を展示
します。
日にち　１１月８日（木）～１２日（月）
時　間　午前１０時～午後６時（８日は

午後１時から、１２日は午後３時
まで）

会　場　相模原市民ギャラリー
お問い合わせ

南障害者地域活動支援センター
1０４２－７０１－３９３２

元気なうちに
遺言書を作りましょう

～権利擁護の視点から作る遺言書～

日　時　１１月１８日（日）午後１時３０分～４時
会　場　あじさい会館　　定　員　３００人（先着順）
講　師　小川　陽さん 

（藤沢育成会新規事業推進室長）
事例発表　大戸敏勝さん 

（大戸行政書士・社会福祉士事務所長）
※希望者は直接会場へ　※手話通訳・要約筆記あり

お問い合わせ
市障害児者福祉団体連絡協議会の谷澤さん

1０９０－８４３９－１９８３

市重度障害者等福祉手当を
受給している人へ

　特別養護老人ホームに入所した人は、同手当
の支給対象から外れます。忘れずに各窓口へ資
格喪失の届け出をしてください。届け出が遅れ
た場合、受給した手当の返還を求めることがあ
ります。
※介護老人保健施設への入所の場合は、引き続
き受給できます。
申し込み　直接、届け出をする人の印鑑（認め

印可）を持って、お住まいの住所を所管
する窓口へ

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

映画上映会
「人生、ここにあり！」

　精神病院が全廃されたイタリアの実話に基づいた
映画を通して、精神障害やそれに伴うさまざまな問
題について考えてみませんか。
日　時　１２月１日（土）午後２時～４時
会　場　あじさい会館　　定　員　３５０人
費　用　１，０００円（障害のある人は５００円）
※チケットは、１１月２０日（先着順）までに、直接、次の
販売場所で購入するか、郵便振替で購入できます。

※郵便振替での購入方法など、詳しくはお問い合わせ下さい。

お問い合わせ
市社会福祉協議会ボランティアセンター

1０４２－７８６－６１８１

《販売場所》
電話番号住　所施設名

０４２－７５９－５１１７中央区淵野辺
４－１５－６

地域活動支援
センターカミング

０４２－７０５－３６２１南区麻溝台
２－６－３１多機能事業所あみ

「さがみスクラム写真展」
作品募集

　精神障害を抱える人たちの企画による同写真展
を平成２５年２月１４日～１７日に相模大野ギャラリー
で開催します。皆さんから写真を募集します。
テーマ　「大好き」（大好きな物、風景、生き物

など大好きを表現した作品）
対　象　市内在住か在勤・在学の人
募集枚数　Ａ４判＝８０枚、Ｌ判＝５０枚（選考）
応募方法　作品（１人１点、裏に氏名を記入）と、

住所、氏名、ペンネーム（希望者）、年齢
か学年、電話番号、題名、写真のコメント
を書いた紙を、郵送で１２月９日（必着）ま
でに、同写真展事務局（〒２５２－０２０６　中央
区淵野辺４－１５－６　ヴィーナス２階　カ
ミング　1０４２－７５９－５１１７）へ

※作品は、額などに入れず郵送してください。
※注意事項など詳しくは、地域活動支援センター
カミングのホームページをご覧ください。

講演会

都市整備公社設立
５０周年記念事業
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

都市計画審議会都市計画審議会

　相模原都市計画生産緑地地区の
変更、都市計画道路見直しの方針
（素案）、用途地域の指定のない
区域における建築形態制限の指定
の変更
日時 １１月１５日（木）午後２時
会 市役所第２別館第３委員会室
定 １０人（抽選）
※傍聴希望者は午後１時４５分まで
に直接会場へ
問 都市計画課

国民年金保険料控除証明書の発送国民年金保険料控除証明書の発送

　日本年金機構から１１月上旬に送
付されます。年末調整や確定申告
時に添付してください。
対 平成２４年１月～９月に国民年金
保険料を納めた人
※２４年１０月～１２月に、その年初め
て同保険料を納めた人には、２５年
２月上旬に発送
問 同控除証明書専用ダイヤル（1 

０５７０－０７０－１１７、ＩＰ電話・ＰＨＳ
からは1０３－６７００－１１３０）

年末調整等説明会年末調整等説明会

　税務署から関係書類が送られて
いる場合は、持参してください。

時 午後２時～４時
※用紙配布は午後１時３０分から
※希望者は直接会場へ
問 相模原税務署（1０４２－７５６－
８２１１）
※住民税と市役所関係の用紙請求
については、市民税課へ

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

　平成２５年１月まで平日に空きあり
申 随時受け付け
２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１１月
１０日までに各施設へ。抽選後の空
き室の申し込みは１１月２１日から電
話で①7０１２０－９８８－５４７②1０２６７ 
－５５－６７７６へ
２月の休館日　①１２日（火）・１３日
（水）　※２０日（水）・２１日（木）・２５
日（月）・２６日（火）は専用使用のた
め宿泊できません。
②５日（火）・１９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

北朝鮮による拉致被害者の早期救北朝鮮による拉致被害者の早期救

出を求め出を求めるる「「ALL神奈川署名活動」ALL神奈川署名活動」

日 １１月３日（祝）
時 午前１１時３０分～午後１時３０分
会 相模大野駅北口ペデストリアン
デッキ
※署名された用紙は市役所でもお
預かりします。あさがおの会ホー
ムページ（http://asagaonokai. 
jp/）にある署名用紙を、直接か郵
送で１１月３０日までに地域福祉課
（1０４２－７６９－９２２２）へ

都市再生整備計画都市再生整備計画

事後評価原案の公表事後評価原案の公表

　相模湖地区の同案の公表と意見
書の受け付け
日 １１月１４日（水）まで
※意見書の提出方法など詳しくは
お問い合わせください。
問 都市建設総務室

２１世紀成年者縦断調査の実施２１世紀成年者縦断調査の実施

　厚生労働行政の施策立案の資料
にするため、厚生労働省が平成２２
年国民生活基礎調査を実施した世
帯の２０～２９歳の人とその配偶者を
対象に、結婚、出産、就業の実態
などを調査します。対象世帯には、
１１月上旬までに調査員が訪問しま
すので、ご協力をお願いします。
問 地域保健課

ふじの体験の森やませみふじの体験の森やませみ

平成２５年平成２５年２２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）

まちかど行政相談まちかど行政相談

　行政相談委員が国等への要望な
どの相談に応じます。
日時 １１月１０日（土）午後１時３０分～４時
会 相模大野駅北口ペデストリアン
デッキ　
※希望者は直接会場へ
問 神奈川行政評価事務所（1０５７０
－０９０１１０）

小規模社会福祉施設等の小規模社会福祉施設等の

防火実務研修会防火実務研修会

日時 １２月１１日（火）午後１時～４時
会 市体育館（市役所前）
対 社会福祉施設等の関係者
定 ３０人（申込順）　費 ２，０００円
申 受講料を持って、直接、１１月１６
日までに市防災協会（消防指令セ
ンター内　1０４２－７５３－９９７１）へ

不登校を考えるつどい不登校を考えるつどい

日時 １１月２１日（水）午後２時～４時
会 大野南公民館
対 不登校や登校しぶりのある児童・
生徒とその保護者＝３０人（申込順）
申 電話で青少年相談センター（1 

０４２－７６９－８２８５）へ

県内の最低賃金が改定県内の最低賃金が改定

　１０月１日から県内の最低賃金が
時給８４９円になり、県内の事業所で
働く全ての労働者とその使用者に
適用されます。
問 相模原労働基準監督署（1０４２－
７５２－２０５１）

オストメイト健康相談会オストメイト健康相談会

　看護師による相談、補装具展示
日 １１月１８日（日）
時 午後１時３０分～４時３０分
会 大野南公民館
対 人工肛門・人工 膀  胱 保有者とそ

ぼう こう

の家族など＝６０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 市オストミー協会（1０４２－７５８
－１４８２）

建物の耐震巡回相談建物の耐震巡回相談

日 １１月７日（水）　会 東林公民館
時 午後１時３０分～４時３０分
※希望者は直接会場へ。確認通知書
と図面があれば持参してください。
問 建築指導課

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 １１月１８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

心の病のある人に向けて心の病のある人に向けて

～「働きたい」を「働ける」に～～「働きたい」を「働ける」に～

　企業で働く精神障害者と採用担
当者の話、就労支援機関の情報提供
日 １１月２１日（水）
時 午後１時３０分～４時３０分
会 神奈川障害者職業能力開発校
（南区桜台１３－１）
対 精神障害者とその家族、企業・
支援団体など＝１５０人（申込順）
申 電話か、ファクスに氏名、年齢、
性別、所属（あれば）、電話番号、
「働きたいを働けるに」と書いて、
１１月１４日までに精神保健福祉セン
ター（1０４２－７６９－９８１８　6０４２－
７６８－０２６０）へ

市みどりの協会の職員市みどりの協会の職員

　緑化推進業務
勤務　平成２５年４月から週５日で
午前８時３０分～午後５時１５分
対 緑化関連業務の実務経験がある
人＝若干名　
※対象など詳しくは同協会ホーム
ページをご覧ください。
申 履歴書（写真貼付）を直接か郵
送で、１１月１６日までに同協会（〒
２５２－０３２８　南区麻溝台２３１７－１ 
1０４２－７７７－２８６０）へ

青少年相談センターの相談員青少年相談センターの相談員

①青少年教育カウンセラー
勤務　週４日、午前８時３０分～午
後５時
報酬　月額２６万円
②相談指導教室相談員
勤務　週３日、午前９時３０分～午
後４時３０分
報酬　日額１万２，０６０円
③ヤングテレホン相談員
勤務　週３日、６時間（午前８時
３０分～午後９時で、交代制）
報酬　月額１５万１，５００円
対 次のいずれかに該当する人
○臨床心理士等の資格がある○大
学か大学院で心理学を専門に学ん
だ○相談業務の従事経験がある○
教員の免許がある（②のみ）○「い
のちの電話」相談員として認定さ
れた（③のみ）
定 ①１０人②③各若干名
※詳しくは同センターホームペー
ジをご覧ください。
申 履歴書（写真貼付）と自己ＰＲ
（８００字以内）を郵送で、１１月３０日
までに同センター（〒２５２－０２３９
中央区中央３－１３－１３　1０４２－
７６９－８２８５）へ

市薬剤師会の任期付職員市薬剤師会の任期付職員

　薬剤師業務全般
任期　平成２５年３月から１～５年
勤務　日曜日を含む週４日（祝日・
年末年始を除く）、午前８時３０分
～午後５時１５分
対 薬剤師免許がある人（取得見込
みも含む）＝１人
※賃金はお問い合わせください。
申 同会にある必要書類（同会ホー
ムページからダウンロード可）を、
１１月２２日までに同会（ウェルネスさ
がみはら内　1０４２－７５６－１５０２）へ

街かどコンサート街かどコンサート

　県立弥栄高校合唱部による合唱
日 １１月２日（金）
時 午後５時５０分～６時２０分
会 相模大野ステーションスクエア
※希望者は直接会場へ
問 市民文化財団（1０４２－７４９－
２２０５）

アートスポット展示アートスポット展示

西村知巳展～ポートレイト／鰐～西村知巳展～ポートレイト／ 鰐 ～
ワニ

日 １１月３日（祝）～１２月９日（日）
時 午前９時～午後８時（土・日曜
日、祝日は午後５時まで）
会 相模原市民ギャラリー
※同館休館日（水曜日）も観覧可
問 同所（1０４２－７７６－１２６２）

みんなで歩こう！みんなで歩こう！

秋の鎌倉〈１４㎞〉秋の鎌倉 〈１４㎞〉

日 １１月１０日（土）〈小雨決行〉
集合　午前８時５０分までにＪＲ大
船駅モノレール広場
費 ５００円
※希望者は弁当、飲料水を持って
直接集合場所へ
問 市ウオーキング協会（1０９０－
４１３４－５８０８）

お知らせ 

施設のお休み

市民健康文化センター
日１１月１２日（月）
問 同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日１１月１３日（火）・１４日（水）
問 同所（1０４２－７７３－５５７０）

募　　集 

イベント 

対象区・地区会　場日にち

南区
南市民
ホール

１１月
１３日（火）

城山、津久井、
相模湖、藤野

津久井
中央公民館

１４日（水）

橋本、大沢、
中央区

市民会館１５日（木）
２月２日（土）～３日（日）
　○９日（土）～１１日（祝）
　　１６日（土）～１７日（日）
　　２３日（土）～２４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
可
）

宿
泊
利
用
日

宿泊利用（抽選）
１１月１０日まで
宿泊利用空き室（申込順）
１１月２１日から
日帰り利用（申込順）
１１月１日から

申
込
期
間
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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
　

ドリル大会ドリル大会

　小学生鼓笛隊などによる演奏
日時 １１月１８日（日）午前１１時～午後３時
会 総合体育館
※観覧希望者は直接会場へ
問 青少年学習センター（1０４２－
７５１－００９１）

あそびの学校あそびの学校

「みんなでやきいもを作ろう！」「みんなでやきいもを作ろう！」

日時 １１月２５日（日）午後２時～４時
会 青少年学習センター
対 市内在住か在学の小学生
定 ３０人（申込順）
申 直接か電話で同センター（1０４２
－７５１－００９１）へ

不法投棄撲滅キャンペーン不法投棄撲滅キャンペーン

　不法投棄物などの回収作業
日 １１月１７日（土）〈小雨決行〉
時 午前９時～１１時
集合場所　こだま（小倉）プール
第３駐車場
※希望者は直接集合場所へ
問 津久井クリーンセンター（1 

０４２－７８４－２７１１）

県立相模原公園の催し県立相模原公園の催し

花いっぱい運動～みんなの花壇植
付け隊～
　秋から春に咲く花の植え付け
日時 １１月３日（祝）午前１０時～正午
※希望者は直接会場へ〈雨天中止〉
秋の自然観察会
日時 １１月２４日（土）午後１時～３時
定 ４０人（申込順）
※小学校３年生以下は保護者同伴
費 ３００円（小学生以下は無料）
申 電話で同公園へ
木の実を使ったリースを作ろう
日時 １２月１日（土）午後１時３０分～３時
定 ３０人（申込順）　費 １，０００円
申 電話で同公園へ
サカタのタネグリーンハウスの催し
「芝山勇夫」水彩画展
日 １１月１８日（日）まで ※月曜日休館
時 午前９時３０分～午後４時３０分
※入館は午後４時まで

◇　　　◇
問 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

建築建築・・住まいるフェスタ住まいるフェスタ

　建築相談会など
日時 １１月１０日（土）午前１０時～午後５時
会 アリオ橋本１階アクアガーデン
※希望者は直接会場へ
問 県建築士事務所協会相模原支部
（1０４２－７４４－１７５０）

調理実習「卵・乳・小麦粉を調理実習「卵・乳・小麦粉を

使わないで作るクリスマスケーキ使わないで作るクリスマスケーキ」」

日時 １２月１日（土）午前１０時～午後１時
会 ウェルネスさがみはら
対 食物アレルギーの人と家族など
定 ３０人（申込順）　費 ５００円
※保育あり（定員１０人、要予約）
申 電話か、ファクス、Ｅメールに
代表者の氏名・電話番号、参加人
数、保育希望者は子どもの年齢、
「調理実習」と書いて、１１月２６日
までに相模原アレルギーの会（1 

０４２－７４５－８８０１　6０４２－７４４－
１２４９　Ｅ allergy-kai@sagami 
hara-allergy.or.jp）へ

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「モンゴルのおお 茶  会 「モンゴルのお
ちゃ かい

話 話 」」
はなし

日時 １１ 月 １８日   
がつ にち

（ 日 ）
にち

 午  前 １０ 時 ～１１ 時 ３０ 分 
ご ぜん じ じ ぷん

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

土曜コンサート土曜コンサート「軽音楽」「軽音楽」

日時 １１月１７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）

旧石器ハテナ館の体験教室旧石器ハテナ館の体験教室

「編布作り」「 編布 作り」
あんぎん

　縄文時代の編み方でコースター
を作成
日時 １１月１８日（日）午後２時～４時
対 小学校４年生以上の人
定 １０人（申込順）
申 電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

ああじじささい会館冬のワい会館 冬のワンンココイインン講座講座

対 ①６０歳以上の人　費 各５００円
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、講座名を書いて、１１月１５日
までに同館（〒２５２－０２３６　中央区
富士見６－１－２０　1０４２－７５９－
３９６３）へ

若者支援セミナー若者支援セミナー

「履歴書の空白に悩むあなたへ」「履歴書の空白に悩むあなたへ」

日時 １１月９日（金）午後１時～４時
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
対 １５～３９歳の就労に悩んでいる人
定 ３０人（申込順）
申 電話か、Ｅメールに氏名、電話
番号、「若者支援セミナー」と書
いて、さがみはら若者サポートス
テーション（1０４２－７０３－３８６１
Ｅ info@parasute.jp）へ

日本赤十字社の養成講習会日本赤十字社の養成講習会

①日赤救急法〈全３回〉
　ＡＥＤを用いた心肺 蘇  生 法など

そ せい

日 １１月２８日（水）～３０日（金）
②日赤幼児安全法〈全２回〉
　幼児の事故予防、応急手当てなど
日 １２月１日・１５日の土曜日

◇　　　◇
時 午前９時～午後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＝各２５人（申込順）
費 ①３，０００円②１，５００円
申 電話で１１月１５日までに同病院健
康管理センター（1０４２－７８４－
２４２９）へ
※最終日の検定合格者は①日赤救
急法救急員②赤十字幼児安全法支
援員に認定されます。

老人福祉センター老人福祉センター

若竹園・若竹園・渓松園の教室渓松園の教室

①ストレッチ
日 １１月９日（金）
時 午前１０時～１１時３０分　費 ２００円
②ビューティーセミナー
日時 １１月１２日（月）午前１０時～正午
③季節にあわせた七宝焼き～クリ
スマスプレート
日時 １１月１３日（火）午前９時３０分～
正午、午後１時～３時３０分
費 各１，０００円
④ケータイ安全セミナー
　携帯電話でのトラブル対処法等
日時 １１月１９日（月）午前１０時～正午

◇　　　◇
会 ①～③若竹園④渓松園
対 市内在住の６０歳以上の人
定 ①②各２０人③④各１６人（申込順）
申 直接か電話で①～③若竹園（1 

０４２－７４６－４６２２）、④渓松園（1 

０４２－７６１－９２９１）へ

子育て広場たんと子育て広場たんと

「赤ちゃんとの遊び方セミナー」「赤ちゃんとの遊び方セミナー」

日時 １１月１８日（日） 午前１０時３０分～正午
会 伊勢丹相模原店（南区相模大野）
対 １歳前後の子どもとその保護者
定 １５組（申込順）
申 電話でこども青少年課（1０４２－
７６９－９８１１）へ

市みどりの協会の教室・講座市みどりの協会の教室・講座

初めての人のための植物水彩画
日 １１月２４日（土）
時 午後１時３０分～３時３０分
会 市民健康文化センター
定 ２０人（申込順）　　費 ２，５００円
森づくりボランティア講座
ＭＹバウムクーヘン作り＆間伐枝
打ち体験
日 １１月２５日（日）
時 午前８時３０分～午後２時３０分
会 仙洞寺山国有林内（緑区青山）
定 ２０人（申込順）　　費 ２００円
もたれてからんでしめあげて～つ
る植物の形と戦略
　つる植物の形状と成長について
日時 １２月１５日（土）午後２時～４時
会 環境情報センター
定 ６０人（申込順）

◇　　　◇
申 電話で同協会（1０４２－７７７－
２８６０）へ

パソコン無料体験講座パソコン無料体験講座

日時 １１月３日（祝）午前９時３０分～１１時
会 産業会館
対 これからパソコンを始める人
定 １５人（申込順）
申 電話で同館（1０４２－７５３－８１３３）へ

災害ボランティア災害ボランティア

ココーデーディネーィネータターー養養成講座成講座〈〈全全２回２回〉〉

日 １２月１日・８日の土曜日
時 午前９時３０分～午後５時
会 あじさい会館　費 ５００円
対 市内在住の人＝４０人（申込順）
申 電話か、ファクス、Ｅメールに
氏名、電話番号、「養成講座」と
書いて市社会福祉協議会ボランテ
ィアセンター（1０４２－７８６－６１８１ 
6０４２－７８６－６１８２　Ｅ svc@saga 
miharashishakyo.or.jp）へ

講演会講演会「「そうじ上手は生活上手そうじ上手は生活上手」」

日時 １１月２９日（木）午後６時３０分～８時
会 サン・エールさがみはら
講 山�美津江さん（相模友の会）
定 １００人（抽選）
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「講演会」と書いて、１１月
１０日までに同所（〒２５２－０１３１　緑
区西橋本５－４－２０　1０４２－７７５
－５６６５）へ

市民健康教育公開講座市民健康教育公開講座

「小さないのちを守るために「小さないのちを守るために

～小児・周産期医療の現場から」～小児・周産期医療の現場から」

日時 １１月２９日（木）午後６時～８時
会  杜 のホールはしもと

もり

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）

講演・講座 

定員日　時講座名

１５人
（抽選）

１１月２７日（火）
午前１０時～
正午

①シニアの
　らくらく
　膝・腰・肩
　健康体操

２０人
（抽選）

１１月２８日（水）
午前１１時～
午後１時

②古武術に
　学ぶ介護術
　～上級編～

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。

催 し

（敬称略）読者のひろば
催 し

仲 間仲 間

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼ベトナムへの戦車を止めて４０年 
いま、基地返還を考える平和のつど
い　畑田重夫さん（国際政治学者）
の記念講演、横井久美子さん（歌手）
の歌、写真展　１１月１０日（土）午後
１時～４時３０分、麻布大学１１０周年記
念会館。定員２００人（先着順）。費
用２，０００円（高校生以下は無料）　�問 
菅沼（1０４６－２５９－２０１０）
▼ふれあいまつり　給食や遊びを体
験　１１月１１日（日）午前１０時～午後
１時、桑の実保育園（緑区大島２３３１） 
�問 栗田（1０４２－７６３－５０１４）
▼ファミリーコンサート　あじさい
大学ＯＢと障害者サークルの交流合
同コンサート　１１月１６日（金）午後
１時～４時、あじさい会館　�問 鎌田
（1０８０－３３８５－１２６５）
▼和太鼓小組「結」１０周年記念発表
会　１２月１日（土）午後１時～３時、
津久井中央公民館。定員４００人（先着
順）　�問  久  木  田 （1０４２－７８４－３８５５）

く き た

　　　　　　　会費などは個別にお問い
合わせください。

▼男声合唱　毎週水曜日午後３時、
中央公民館　�問 中島（1０４２－７５２－
７２７５）
▼シャンソン　月２回木曜日午後１
時、大野南公民館。初心者歓迎。見
学可　�問 �橋（1０４２－７４２－３４４８）
▼手話ダンス＆フラダンス　月２回
木曜日ほか午後１時、サン・エール
さがみはらほか　�問 竹内（1０９０－
４７２５－７４５８）　
▼大正琴　毎月第２・第４土曜日午
前９時３０分、横山公民館ほか　�問 上
野（1０４２－７５８－０２２４）
▼社交ダンス　毎週水曜日午後７時
３０分、田名公民館。初心者歓迎　�問 
吉田（1０４２－７６１－８４０７）
▼茶道（裏千家）　月２回水曜日午
後１時、大野台公民館。対象は初心
者の女性。見学歓迎　�問 横山（1０４２
－７４５－２２３９）
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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広告主へ。

芸芸術術・・芸芸能能のの祭祭典典 市市民民文文化化祭祭
　市民の皆さんの日頃の文化・芸術活動の成果を発表します。

観覧希望者は
直接会場へ

　「 潤  水  都 市    さがみはら」を代表する名店が、
じゅん すい と し

相模原のこだわりの味を販売します。
期　間　１１月１４日（水）～１９日（月）
時　間　午前１０時～午後７時
　　　　（１９日は午後５時まで）
会　場　伊勢丹相模原店本館２階
　　　　ギャラリースクエア

お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－９２５５

相相模模原原のの名名店店がが集集結結「「ささががみみははらら自自慢慢」」

会　場時　間日にち内　容

あじさい会館

午後１時３０分～３時１１月４日（日）表彰式
午前１０時３０分～
午後４時　　　　　１０日（土）おどりフェスティバル

午後１時～４時
　　１１日（日）邦楽演奏会

 杜 のホールはしもと
もり

　　１８日（日）
マジックフェスティバル

グリーンホール相模大野午後５時～７時洋舞合同公演
市民会館午後１時～４時３０分　　２４日（土）フラフェスティバル

お問い合わせ
市民文化祭実行委員会事務局（文化振興課内）　1０４２－７６９－８２０２

　中学生から青年まで、全国の予選を勝ち抜いた
６人が、「現代政治と私」をテーマに演説します。
松沢成文前県知事や丸山和也参議員議員らによる
パネル討論会も行います。
日　時　１１月１１日（日）午後１時～４時４０分

会　場　 杜 のホールはしもと
もり

定　員　５３５人（先着順）　※傍聴希望者は直接会場へ

お問い合わせ　尾崎行雄を全国に発信する会　1０９０－４５４１－８６７７

昨年優勝した横田伶緒さん

尾尾崎崎行行雄雄（（咢咢堂堂））杯杯演演説説大大会会
ががくく どどうう

農農業業ままつつりり
　市内農産物の旬の味覚を楽しもう！  

　農畜産物の品評会・即売会や、卵のつかみどりなどのイベントが盛り
だくさん。飲食コーナーでは、地元産の食材で作った料理を味わってみ
ませんか。
時　間　午前９時１５分～午後２時３０分〈雨天決行〉

お問い合わせ　農政課　1０４２－７６９－８２３９

さがみはら市民活動フェスタさがみはら市民活動フェスタ２０１２２０１２
　１０年で、みんなでつないだ「市民力」　

　和太鼓演奏、チアリーディング、ウクレレ演奏、県立弥栄高校吹奏楽
部の演奏などを行います。
時　間　午前１０時～午後３時〈雨天中止〉

お問い合わせ
さがみはら市民活動サポートセンター　1０４２－７５５－５７９０

親親子子ふふれれああいいのの広広場場
　元気っ子あつまれ！親子ふれあいの広場　

　親子で楽しめる工作やゲームコーナー、合唱団
や鼓笛バンドのステージなどで楽しみませんか。
時　間　午前１０時～午後３時〈雨天中止〉
対　象　市内在住の小学生以下の子どもとその保

護者
お問い合わせ　青少年学習センター　1０４２－７５１－００９１

日　時　１１月１０日（土）・１１日（日）午前１０時から
会　場　アリオ橋本グランドガーデン

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

さがみはらスイーツフェスティバル２０１２販売イベント
　参加店舗（カフェを除く）の作品を２日間に分けて販売します。
※個数限定販売

さがみはら菓子まつり
　市内で製造・販売されているお菓子や工芸菓子
を展示します。お菓子の販売や練り切りの実演な
ども行います。

お問い合わせ会　場日にち
北消防署　1０４２－７７４－９９４９アリオ橋本イベント広場１１月３日（祝）〈雨天決行〉
南消防署　1０４２－７４４－０１１９南消防署　　１０日（土）〈雨天決行〉
相模原消防署1０４２－７５１－９１３５淵野辺公園芝生広場　　１１日（日）〈雨天中止〉

親親子子ででいいここうう消消防防フフェェアア
　１１月９日～１５日は秋の火災予防運動　

　ミニ消防車の乗車体験や、消防車の展示などを行います。
時　間　午前１０時～午後３時

親子 
ふれあいの 
広場 農業 

まつり 

親子 
ふれあいの 
広場 市民活動 

フェスタ 

消防 
フェア 市民活動 

フェスタ 
農業 
まつり 

消防 
フェア 

１１月１１日（日）は

淵野辺公園で楽しもう淵淵野野辺辺公公園園でで楽楽ししももうう

 食欲の秋 ささががみみははららススイイーーツツをを楽楽ししももうう

 三菱重工相模原ダイナボアーズの応援に行こう！

市市民民応応援援デデーー

対戦相手会　場時　間日にち
日野自動車

レッドドルフィンズ
三菱重工相模原グラウンド

（中央区田名）午後１時１１月３日（祝）★

栗田工業
ウォーターガッシュ相模原麻溝公園競技場午後２時　　１０日（土）★

釜石シーウェイブスニッパツ三ツ沢球技場
（横浜市神奈川区三ツ沢西町）午後１時　　２４日（土）☆

クボタスピアーズ秩父宮ラグビー場
（東京都港区北青山）正午１２月１日（土）☆

特　典　★豚汁、☆観覧無料チケット（１組５人まで）
※★の試合は無料
※相模原駅からニッパツ三ツ沢球技場、秩父宮ラグビー場
への無料送迎バスあり（希望者は電話で、各試合３日前
までに三菱重工相模原ダイナボアーズ事務局へ）

お問い合わせ　三菱重工相模原ダイナボアーズ事務局　1０４２－７６１－２６８６

　当日、会場のダイナボアーズ受け付けテントで「広報紙を見た」と申し出
ると、すてきな特典があります。また、１１月１０日は「市ホームタウンチーム」
認定報告セレモニーと、レプリカジャージ等が当たる抽選会を行います。

工
芸
菓
子

希望者は
直接会場へ
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別冊　保健・介護予防事業案内 （平成24年） 

主な実施会場
中央区富士見

６－１－１ウェルネスさがみはら○ウ
緑区橋本

６－２－１シティ・プラザはしもと○橋
南区相模大野

６－２２－１南保健福祉センター○南
緑区久保沢

２－２６－１城山保健福祉センター○城
緑区中野６１３－２津久井保健センター○津
緑区与瀬８９６相模湖総合事務所○湖
緑区小渕２０００藤野総合事務所○藤

1０４２－７７５－８８１６緑保健センター○8 申し込み・お問い合わせ

1０４２－７６９－８２３３中央保健センター○9 1０４２－７６９－９２４９介護予防推進課（介護予防班）○1 
1０４２－７０１－７７０８南保健センター○１０ 1０４２－７７５－８８１２介護予防推進課（緑班）○2 
1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課○１１ 1０４２－７６９－８３４９介護予防推進課（中央班）○3 
1０４２－７８０－１４１４津久井保健福祉課○１２ 1０４２－７０１－７７０４介護予防推進課（南班）○4 
1０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課○１３ 1０４２－７６９－８２６０疾病対策課○5 
1０４２－６８７－５５１５藤野保健福祉課○１４ 1０４２－７６９－８３２２健康企画課（成人）○6 
1０４２－７６９－９８１８精神保健福祉センター○１５ 1０４２－７６９－８３４５健康企画課（母子）○7 

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

申込内容・時間・対象など会場日にち教室名
　離乳食の講習、簡単な実習と試食
時間　午後１時～２時１５分、２時４５分～４時
対象　開催日に、生後５～６か月になる初めて

の子の保護者とその家族
定員　各２０人（申込順。調整あり）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２－７７０

－７７７７）へ

○ウ１２月１０日（月）
赤ちゃん
セミナー

○南１２月１７日（月）

○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＝１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○ウ１２月５日（水）
　　１９日（水）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２回〉

○7 

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

○ウ１１月１４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１２月１４日（金）ぴよぴよ
サロン

○１０ 

　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）

○南１２月５日（水）ビーンズ
クラブ

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

○１５ 

　専門医などが助言・指導し
ます。
対象　思春期相談　１３～１７歳

のメンタルな問題を抱
える人とその家族等

　　　ひきこもり相談　１８歳
以上でひきこもりの状
態にある人とその家族
等

定員　各２人（申込順。調整
あり）

け
や
き
会
館

午後２時
　～４時１１月１５日（木）

思春期・
ひきこもり
特定相談

○１５ 

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

題を持つ人とその家族
定員　２人（申込順。調整あり）

け
や
き
会
館

午後１時３０分
　～３時３０分１１月２０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１１月２１日（水）ひきこもり

相談会

○3 　専門医による認知症につい
ての相談
定員　各２人（申込順）

○ウ午前１０時
　～正午

１１月１３日（火）高齢者
認知症相談 ○4 ○南１１月２２日（木）

※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　　１１月１５日（木）くすりの

相談

○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１１月２８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
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 

大島○こ 、△橋本○こ １１月１６日（金）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

二本松○こ 、向陽○こ 
陽光台○こ 、田名○こ １１月２０日（火）

△横山○こ 、相武台○こ １１月２１日（水）

○湖 、相模台○こ 、麻溝○こ １１月２２日（木）

富士見○こ 、鶴園中和田○こ １１月２７日（火）
並木○こ １１月２８日（水）

●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

○8 
　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　○橋 ＝各３０人、○南 ＝各２５
人（申込順）

費用　各７００円

○橋午前９時４５分
　　１０時１５分
　　１０時４５分
午後１時３０分
　　２時　　

１１月２８日（水）
骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー

○１０ ○南１２月７日（金）

○9 

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

に支障がない人
定員　２５人（申込順）

○ウ

午前１０時
　～正午１２月５日（水）サーキット

エクササイズ

　体力測定と健診結果をもと
に運動プログラムを作成
対象　２０歳以上で肥満か、コ

レステロール値等が高
く、運動が必要な人（６
か月以内に受診した健
診結果が必要）

費用　１，０００円

午後１時１５分
　～４時１５分

１２月６日（木）

運動
プログラム
作成コース １２月２０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。

将来、赤ちゃんが欲しい人のための教室
　妊娠について早めに知っておきたい知識や、子どもを育てるということ、
不妊治療について学びます。
日　時　１２月９日（日）午後１時３０分～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　将来赤ちゃんが欲しい人や、不妊かなと思っている人
定　員　３０人（申込順）　※カップルでの参加も可
申し込み　電話で健康企画課（1０４２－７６９－８３４５）へ

ハピくる ～親になるってどういうこと？！～

　出産育児の体験談、グループワーク交流会などを行います。
日　時　１１月２８日（水）午前１０時～正午
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　２０週以降の妊婦とその家族＝２０人（申込順）
申し込み　直接か電話で１１月２１日までに健康企画課（1０４２－７６９－８３４５）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

●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、１２月８日（土）は１１月２２日〉

ウェルネスさがみはら１１月２３日（祝）

検
診
車

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）

南保健福祉センター１２月２日（日）

ウェルネスさがみはら１２月８日（土）

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

（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。

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。
日にち　１２月７日・２１日、平成２５年１月１１日・２５日、２月８日の金曜日
時　間　午前９時４５分～１１時４５分　　会　場　南保健福祉センター
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＝若干名（選考）
　　　○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１１月８日までに介護予防推進課南班（1０４２－７０１－７７０４）へ

人と上手につきあう方法
　人間関係を楽しくするコミュニケーションテクニックを紹介します。
日　時　１２月１日（土）午前１０時～正午
会　場　シティ・プラザはしもと
定　員　５０人（申込順）
※未就学児（２歳以上）の保育あり〈定員９人（申込順）、要予約〉
※希望者に講座の前後で個別相談あり〈定員９人（申込順）、要予約〉
申し込み　電話で緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）へ

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

所要時間　４０分程度　※２００ml献血を行わない場合があります。

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

愛の献血
会　場時　間日にち

市役所前午前１０時～正午
午後１時３０分～３時３０分

１１月９日（金）
　　１５日（木）

農業まつり会場
（淵野辺公園）

午前９時３０分～午後０時３０分
午後１時３０分～２時３０分１１月１１日（日）

児童虐待と貧困
１１月は児童虐待防止推進月間です

日　時　１１月２６日（月）午後２時～４時３０分
会　場　あじさい会館　　定　員　２００人（申込順）
講　師　山野良一さん（千葉明徳短期大学教授）
※未就学児（１歳以上）の保育あり（申込時に要予約）
申し込み　電話で１１月１０日までに緑こども家庭相談課（1０４２－７７５－８８１５）へ

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　１１月２０日（火）・２６日（月）、１２月６日（木）午後２時～４時
会　場　シティ･プラザはしもと
対　象　うつ病で療養中の人の家族＝１５人（選考）
申し込み　電話で緑障害福祉相談課（1０４２－７７５－８８１１）へ

子育て
支援講座

難病講演会・患者と家族のつどい 膠原病
こう げん

　治療と療養の最新情報などについて医師がお話しします。患者さんやそ
の家族と交流できます。
日　時　１１月２６日（月）午後２時～４時　　会　場　ウェルネスさがみはら
講　師　橋本　篤さん（国立病院機構相模原病院 リウマチ科医長）
対　象　膠原病患者とその家族＝１００人（申込順）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

ズバリわかる！メタボリック
なんでメタボはいけないの？ 意外と知らないメタボの正体なんでメタボはいけないの？　意外と知らないメタボの正体

　医師と歯科医師、栄養士が生活習慣病予防についてお話しします。血管
年齢や歯肉の健康度などを測定できます。
日　時　１２月１３日（木）午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら　　定　員　１００人（申込順）
講　師　梅澤慎一さん（うめざわクリニック院長）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ
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