
学校給食提案プロジェクト
～中学生が考えた献立が給食に～

■ トピックス ■ T O P I C S

　 12
人事行政の運営等の状況を公表します 

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

4

今号の主な内容 L I N E U P

　市では、中学校の家庭科の授業で献立を作成し、
それを実際に給食として提供することで中学生に
食についての興味・関心を持ってもらう、学校給
食提案プロジェクトを行っています。 
　１０月３１日、その第１号として、大野南中学校
の２年生半澤花菜さんが考えた献立の給食を、市
立中学校３０校に提供しました。生徒たちは同校を
訪れた岡本教育長とともに「自分たちが考えた献
立が実現してうれしい」と給食を楽しみました。 
お問い合わせ　総合学習センター　1０４２－７５６－０２９０

献立を考えた半澤
さん（写真中央右）
と岡本教育長（写
真中央左） 

素晴らしい功績をたたえて 2

政令指定都市・相模原の、未来へ向かう合言葉です。 

発　行／相模原市

〒252－5277

相模原市中央区中央2丁目11番15号

ホームページ 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/

編　集／総務局渉外部広聴広報課  1042－769－8200

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

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
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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

6 7

潤水都市さがみはらフェスタ２０１２ 潤水都市さがみはらフェスタ２０１２ 潤水都市さがみはらフェスタ２０１２ 
はやぶさの故郷 はやぶさの故郷 はやぶさの故郷 

１２月 相模原北公園 １２月 相模原北公園 

４月 相模線と桜 ４月 相模線と桜 

４月 県立津久井湖城山公園 ４月 県立津久井湖城山公園 

７月 上溝夏祭り ７月 上溝夏祭り 

６月 しょうぶまつり ６月 しょうぶまつり 

１０月 津久井湖・城山 １０月 津久井湖・城山 

８月 東林間サマーわぁ！ニバル ８月 東林間サマーわぁ！ニバル 

１０月 小松コスモス園 １０月 小松コスモス園 

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

※潤水都市さがみはらフェスタについて詳しくは、６・７㌻をご覧ください。
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市民カメラマン撮影写真

市民カメラマンになりませんか
　来年度の市民カメラマンを募集します。
対　象　月２～３回活動できる市内在住か在勤・

在学の１８歳以上の人＝１０人程度（選考）
活動期間　平成２５年５月～２６年４月
募集期間　２５年１月３１日まで
※カメラ（原則、デジタルカメラ）は各自で用意
してください。

※申し込み方法など詳しくは、市ホームページの 
作品・スタッフ募集 をご覧になるか、お問い
合わせください。

　市民の目で捉えた本市の行事や風景を記録するとともに、写真を通じてまちの魅力を

市内外に発信する「市民カメラマン」。平成１５年度から、これまでに４６人の市民カメラ

マンが活動し、広報さがみはらへの写真掲載のほか、市ホームページや各種印刷物など

で「身近なさがみはらの魅力」を発信しています。

　今年で１０周年を迎えたことを記念し、これまでの活動を紹介する写真展を開催します。

祭りなどの行事や何気ない日常の中から、市民カメラマンならではの視点で切り取った

「身近なさがみはらの魅力」をぜひ見に来てください。

　歴代市民カメラマンが撮影し、
「さがみはらの魅力」が詰まった写
真を展示します。また、撮影写真を
ラベルにした「さがみの潤水」など
が当たるイベントも行います。
日にち　１１月２４日（土）・２５日（日）
時　間　午前１０時～午後５時
会　場　在日米陸軍相模総合補給 廠 

しょう

市民カメラマン
特設サイトを制作中
　市民カメラマンが撮影した市
内各所・イベントなどの写真や
リポート等を紹介する特設サイ
トを、来年３月の公開に向けて
制作しています。お楽しみに。

市民カメラマン以外のコーナーも
特設サイト内 「恋せよ さがみはら」 写真募集
　市民の皆さんがデジタルカメラや携帯電話、スマ
ートフォンなどで撮影した写真を、サイト内で紹介
します。
募集期間　平成２５年１月３１日まで
※詳しくは、市ホームページ 作品・スタッフ募集 
をご覧になるか、お問い合わせください。

潤水都市さ
がみはらフェスタで開催

１０周年記念写真展
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市市民民文文化化表表彰彰　市政の振興、公共の福祉増進、文化の向上
などに功労があった方々の表彰式を１１月２０日
（火）にけやき会館で行います。市民文化表
彰は１名の方、自治功労表彰は１名の方、市
政功労表彰は９５名の方々と１４団体が受賞され
ます。（敬称略）

　昭和４１年に日本舞踊協会新春舞踊大会「大会賞」、昭和４３年に同大会「奨励賞」を
受賞。古典舞踊での活躍に加え、昭和５９年に文化庁助成事業として開始された「創作
舞踊劇場」等に２９回出演されるなど、優れた芸能活動を続けられています。また、市
邦舞三曲連盟会長として長年にわたり会の発展に尽力されるなど、市民文化の振興に
貢献されました。

素素晴晴ららししいい功功績績ををたたたたええてて
～～１１１１月月２０２０日、市制記念日に表彰～日、市制記念日に表彰～

坂東　百々三（本名　八森　豊・中央区星が丘１丁目）

委委員員をを募募集集
①橋本地区ＴＤＭ（交通需要マネジメント）推進委員会
　橋本駅周辺へのアクセス向上と公共交通の利用促進を
図るため、同地区におけるＴＤＭの推進について情報・
意見交換を行います。
任　期　委嘱の日から２年間（会議は年１・２回程度）
②新しい交通システム導入検討委員会
　市の南部地域の拠点間を結ぶ新しい交通システムの導
入に関する事項について、調査審議します。
任　期　平成２５年２月～２７年１月（会議は任期内に１２回

程度）

　平成１３年度に発足した「女性部」が、より一層皆さんに親しまれるものとなるため、愛称
を募集します。
※詳しくは各消防署・分署などにある募集要項をご覧ください。市ホームページの　暮らしの
情報　→　消防情報　からもご覧になれます。

応募方法　直接か、郵送、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、愛称、愛称の意味
を書いて、１２月１４日（必着）までに消防総務課（〒２５２－０２３９　中央区中央２－２－１５ 
1０４２－７５１－９１１６　6０４２－７８６－２４７１　Ｅメール syobousoumu０２@city.sagamiha 
ra.kanagawa.jp）へ

　リニア中央新幹線計画の概要やリニ
アモーターカーの仕組み、本市の取り
組みなどを紹介します。
日にち　１１月１９日（月）～３０日（金）
　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
時　間　午前８時３０分～午後５時１５分
会　場　市役所本館１階
　　　　ギャラリースペース

お問い合わせ
交通政策課　1０４２－７６９－８２４９

　面接の流れ、面接する側・される側の視点、
面接時のビジネスマナーを学びます。
日にち　１２月３日（月）
時　間　午後１時３０分～４時３０分
会　場　ソレイユさがみ
　　　　（緑区橋本６－２－１）
対　象　３９歳以下の求職者＝２０人（申込順）
申し込み　電話で就職支援センター（1０４２－

７００－１６１７）へ

面接
講座

リリニニアア中中央央新新幹幹線線
パパネネルル展展

　　正社員をめざす人のための

就就職職活活動動ププレレゼゼンン講講座座
～自分の考えを相手に伝える方法～

市市消消防防団団「「女女性性部部」」のの愛愛称称をを募募集集

対　象　市内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会
などの委員、職員、議員を除く）

定　員　①２人②３人（選考）
申し込み　交通政策課、各行政資料コーナー・まちづ

くりセンター・出張所・公民館（青根・沢井公
民館を除く）にある応募用紙（市ホームページ
の 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報 か
らダウンロード可）を直接か郵送、ファクス、
Ｅメールで１２月５日（必着）までに交通政策課
（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２
－７６９－８２４９　6０４２－７５７－６８５９　Ｅメール toshi 
koutsu@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

自治会活動
浅川　幸次（南区麻溝台７丁目）
岡田　茂利（南区磯部）
越智　士郎（緑区西橋本２丁目）
小渕　三郎（中央区光が丘２丁目）
澤田　　豊（南区南台５丁目）
�橋　　滿（中央区氷川町）
中島　千尋（南区豊町）
布川　武義（南区北里２丁目）
延　　昭�（中央区下九沢）
平林　　清（中央区並木１丁目）
村田　充穗（南区古淵２丁目）
八木　忠吉（南区古淵６丁目）
山口　信郎（中央区東淵野辺１丁目）

人権擁護委員活動
川畑　知惠子（南区相南３丁目）
熊崎　三郎（緑区橋本６丁目）
齋藤　佐知子（中央区富士見６丁目）

産業振興活動
清水　紳一郎（中央区上溝）
宮下　朝三（大和市中央林間４丁目）
谷津　　弘（中央区淵野辺本町３丁目）
佐々木　道他（緑区吉野）
奈良　輝生（緑区長竹）

農業振興活動
小磯　　昇（中央区東淵野辺５丁目）
渋谷　晋一（南区上鶴間本町１丁目）
政木　孝一（南区下溝）

ＰＴＡ活動
柴田　正隆（南区上鶴間本町９丁目）

公民館活動
齋藤　　弘（緑区大島）
平片　勝美（南区相武台２丁目）
山口　敏夫（中央区清新４丁目）
石川　恭子（中央区小町通１丁目）
野頭　重一（南区磯部）

女性学習グループ活動
一戸　法子（南区相南１丁目）

交通安全活動
榎本　雪夫（緑区大島）
平栗　文夫（緑区久保沢１丁目）

スポーツ競技
〈パワーリフティング〉
北村　真由美（南区相模大野７丁目）

〈ダブルダッチ〉
前田　航也（南区上鶴間本町４丁目）

〈サッカー〉
岩清水　梓（南区若松４丁目）

〈ショートトラックスピードスケート〉
小黒　義明（中央区鹿沼台２丁目）
齋藤　仁美（中央区中央４丁目）
齋藤　　慧（光明学園相模原高校）

〈水泳飛込〉
坂井　　丞（南区豊町）

〈ボート〉
田中　洋平（緑区若柳）
山口　健太（県立津久井高校）

〈空手道〉
須藤　里紗（中央区氷川町）

〈陸上〉
柿島　　裕（県立麻溝台高校）

〈柔道〉
小原　拳哉（東海大学付属相模高校）
畠石　香花（相原中学校）
山本　達彦
（東海大学付属相模高校・中等部）

〈水泳〉
�橋　一貴（湘南工科大学附属高校）

スポーツ推進委員活動
岩原　　実（南区上鶴間４丁目）
及川　憲造（中央区千代田５丁目）
立原　明廣（緑区相原６丁目）
筧田　　繁（中央区青葉２丁目）
中村　正剛（南区磯部）

スポーツ活動
岡本　壽一（南区当麻）
鹿児島　英明（海老名市河原口４丁目）
門倉　直行（中央区上溝）
兒玉　　�（南区双葉１丁目）
渋谷　国治（中央区星が丘３丁目）
關　　孝子（南区南台５丁目） 

自自治治功功労労表表彰彰
小野沢　耕一（緑区又野）

市市政政功功労労表表彰彰（（個個人人））
統計調査活動　
中川　惠子（中央区中央４丁目）
増田　孝子（南区西大沼２丁目）
水村　和子（南区相模台１丁目）

民生委員・児童委員活動
石井　嘉子（中央区淵野辺３丁目）
磯　　�司（中央区田名）
井上　勝子（緑区三ケ木）
小林　尚子（南区若松１丁目）
嶋�　ひさの（緑区三ケ木）
銅谷　輝夫（南区西大沼２丁目）
宮�　住子（中央区淵野辺４丁目）
山�　光男（中央区相模原４丁目）

保護司活動
小川　みのり（南区相模台７丁目）
九嶋　　勇（南区文京１丁目）
渋谷　　昇　（南区上鶴間本町４丁目）
古木　幸一（南区上鶴間本町７丁目）

地域医療活動
坂本　清文（中央区共和２丁目）
正來　秀也（中央区陽光台４丁目）

地域歯科医療活動
佐伯　　�（南区西大沼１丁目）

老人クラブ活動
大塚　登喜雄（中央区水郷田名３丁目）
古作　義道（中央区共和１丁目）

青少年指導員活動
朝枝　美恵子（南区栄町）
加藤　弘子（南区新磯野１丁目）
中島　純子（南区当麻）

青少年健全育成活動
坂山　　盈（緑区又野）

芸術文化活動
塩沢　蘭幽（中央区横山６丁目）
多田　作治（南区東大沼３丁目）
渡海　聡心（中央区千代田６丁目）

スポーツ少年団活動
兒玉　國利（中央区田名）

選挙啓発活動
伊�　�友（中央区田名）

消防団活動
小嶋　正文（緑区青山）

西條　政夫（中央区矢部１丁目）

中島　敏郎（緑区鳥屋）

星川　康弘（緑区原宿４丁目）

星野　健一（南区下溝）

細谷　孝司（中央区共和１丁目）

山�　英生（緑区青野原）

市市政政功功労労表表彰彰（（団団体体））
社会福祉活動　
特定非営利活動法人　木パト

老人クラブ活動
大沼西養寿会

大野台第二美遊喜会

二本松相原寿会

二本松昭和会

ひのきあけぼの会

ゆめクラブ小渕千歳会

ゆめクラブ藤野寿会

スポーツ競技
〈バスケットボール〉
青山学院大学男子バスケットボール部

〈陸上〉
青山学院大学陸上競技部

〈ソングリーディング〉
桜美林大学

　ソングリーディング部ＣＲＥＡＭ

〈ドッジボール〉
相原キッズ

スポーツ活動
木戸会

図書館活動
相のおはなし会
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

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

　県警察本部による自転車の乗り方指導や交通
マナー向上教室などを行います。
日にち　１１月２５日（日）※雨天中止
時　間　午前１０時～正午
会　場　橋本駅北口第１自動車駐車場屋上
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）
※小学生は保護者同伴、自転車持参
申し込み　電話で同所（1０４２－７７５－１６５１）へ

　予防啓発のグッズ配布やパネル展示、ミニコ
ンサートなどを行います。
日　時　１２月１日（土）午後１時３０分～４時
会　場　相模大野駅南北自由通路

お問い合わせ
疾病対策課　1０４２－７６９－８２６０

自自転転車車交交通通安安全全教教室室 「「世世界界エエイイズズデデーー」」
iinn ささががみみははらら２２００１１２２

“AIDS”GOES ON... ～エイズは続いている～

１２月１日は
世界エイズデー

　家庭から出るごみの３分の１は生ごみです。
身近なダンボールを利用して作ることができる、
環境に優しいコンポストによる生ごみの堆肥化
相談会を行います。
日　時　１２月３日（月）午後２時～３時
会　場　環境情報センター　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８

ダダンンボボーールルココンンポポスストト相相談談会会

　すぐに家庭でできる予防医学を学びます。
日にち　１２月１２日（水）・１７日（月）・１９日（水）
時　間　午後２時～４時　　会　場　環境情報センター
対　象　市内在住の６０歳以上の人＝４０人（申込順）　　　
申し込み　電話で１２月７日までに高齢者福祉課（1０４２－７６９－９２３１）へ

笑笑いいとと健健康康・・ププララスス思思考考でで
医医療療をを考考ええままししょょうう！！〈全３回〈全３回〉〉

ああじじささいい大大学学
小小講講座座

　維持管理等の相談にマンション管理士が応じます。
日　時　１２月３日（月）午後１時３０分～４時３０分
会　場　中央区役所市民相談室
対　象　市内の分譲マンションに住んでいる人＝３組（申込順）
申し込み　電話で建築指導課（1０４２－７６９－８２５３）へ

分分譲譲ママンンシショョンン無無料料相相談談

「「相相模模のの大大凧凧」」題題字字募募集集
　平成２５年５月の「相模の 大  凧 まつり」で揚

おお だこ

げる大凧の題字を募集します。
　題字には、毎年その時々の世相を反映したも
のを書きます。今年の題字は「 潤  風 」でした。

じゅん ぷう

対　象　市内在住か在勤・在学の人
申し込み　はがきに住所、氏名、電話番号、

題字（漢字２文字、１人１点）、題字
の意味と読み仮名を書いて、１２月２１日（必着）までに相模の
大凧まつり実行委員会（新磯まちづくりセンター内　〒２５２－
０３２７　南区磯部９１６－３）へ
お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

　サンリクオオフナト共和国（岩手県大船渡市）では、銀河連邦友
好交流２５周年を記念して、ＰＲキャラクターのデザインを募集して
います。
募集作品　キャラクターのデザイン画と愛称
※応募方法など詳しくは、大船渡市のホームページ（http://www. 
city.ofunato.iwate.jp/）をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　大船渡市企画調整課　1０１９２－２７－３１１１

銀河連邦サンリクオオフナト共和国銀河連邦 サンリクオオフナト共和国

ＰＰＲＲキキャャララククタターーののデデザザイインンをを募募集集

お問い合わせ
市民ファンド「ゆめの芽」事務局　1０４２－７５２－０８８５

募集要項（申請書付き）の配布場所　同事務局、さがみはら市民活
動サポートセンター、市民協働推進課、各公民館

※市民ファンド「ゆめの芽」ホームページからもご覧になれます。
申し込み　申請書など必要書類を２５年１月１１日（必着）までに同事

務局へ
選　考　助成金支給事業や助成額は、審査会で決定します。
※詳しくは募集要項をご覧になるか、お問い合わせください。

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

平平成成２２５５年年度度助助成成対対象象事事業業をを募募集集
応応援援ししまますす
市市民民活活動動

　市民や企業の皆さんからいただいた寄付金を、市内で活動してい
る市民活動団体へ活動資金として助成します。
　市民ファンド「ゆめの芽」は、公募で選ばれた「ＮＰＯ法人市民
ファンドゆめの芽」と市が協働で運営しています。
対象団体　市内に活動拠点がある５人以上の団体など
対象事業　公共的・公益的な事業で、営利的な活動が主たる目的で

ない事業など
助成額

助成額対象団体
（申請日現在）コース

上限１０万円（総事業費の９０％以内）設立後３年未満ファーストステップ

上限５０万円（総事業費の８０％以内）設立後３年以上ステップアップ

助成対象事業　募集説明会
　助成金の制度などを説明します。
日　時　１２月１５日（土）午後２時
会　場　ウェルネスさがみはら　※希望者は直接会場へ

　ＳＩＤＳは、それまで元気だった赤ちゃんが、事故や窒息ではなく眠っている
間に突然亡くなる病気です。
　平成２２年には全国で１４０人の赤ちゃんがこの病気で亡くなっていて、０歳児の死
亡原因の第３位になっています。原因は明らかではありませんが、次の３つを守
ることで発症率が低くなります。
　　　　○あおむけ寝で育てましょう　　　　○たばこはやめましょう
　　　　○できるだけ母乳で育てましょう

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－８３４５

乳乳幼幼児児突突然然死死症症候候群群（（ＳＳＩＩＤＤＳＳ））かからら
赤赤ちちゃゃんんをを守守りりままししょょうう

　地下水の保全や道路冠水などの軽減を図るため、宅地内への雨水浸透ます設置
費用の一部を助成します。
※設置前に申請が必要です。
※設置後は、性能維持のため、雨水浸透ます内のごみの除去など、定期的な清掃
をお願いします。

　　　　　　　緑　区　緑土木事務所　1０４２－７７５－８８１８
お問い合わせ　中央区　下水道管理課　1０４２－７６９－８２７０
　　　　　　　南　区　南土木事務所　1０４２－７４９－２２１５

雨雨水水浸浸透透まますす設設置置費費用用をを助助成成

国民健康保険税国民健康保険税　休休日日納納税税相相談談窓窓口口ののごご利利用用をを
　平日に、国民健康保険税の納税相談や納税ができない人のために休日納税相談
窓口を開設します。電話での相談もできます。
日　時　１２月１６日（日）午前９時～午後４時

電話番号会　場
０４２－７６９－８２３４国民健康保険課（市役所本館１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）

　今年で６３回目を迎えた市民文化祭が９月～１１月に盛大に開催されました。審査
の結果、展示部門８４人、芸能部門４６人が受賞しました。主な入賞者（教育委員会
賞以上）は次のとおりです（敬称略）。

日本画　市長賞　横井　寛（町田市）　議長賞　岩�春子（南区磯部）
　　　　教育委員会賞　岡村郁雄（中央区上溝）
洋　画　市長賞　川嶋良一（緑区中野）　議長賞　加藤世紀（緑区小渕）
　　　　教育委員会賞　中村勝好（中央区上溝）
写　真　市長賞　椎橋　正（中央区光が丘）　議長賞　佐藤チサエ（南区相模台）
　　　　教育委員会賞　旭山　強（中央区陽光台）
　書　　文化祭賞　加藤荘華（緑区元橋本町）　市長賞　大貫利江（南区上鶴間本町）
　　　　議長賞　渡部重春（南区大野台）　教育委員会賞　飯塚聖光（緑区下九沢）
短　歌　文化祭賞　堀野政章（南区大野台）　市長賞　飯田世津子（町田市）
　　　　議長賞　筑前ヒロ子（緑区二本松）　教育委員会賞　日下　玄（中央区上溝）
俳　句　市長賞　井山文江（中央区小町通）　議長賞　菅沼とき子（緑区二本松）
　　　　教育委員会賞　杉森蘭悠（中央区淵野辺）
川　柳　市長賞　荒巻　睦（座間市）　議長賞　鈴木春子（中央区横山）
　　　　教育委員会賞　中元玲子（南区鵜野森）
現代詩　文化祭賞　山本和子（緑区西橋本）　議長賞　大谷兼子（緑区中野）
　　　　教育委員会賞　小川初枝（中央区淵野辺本町）

民謡大会　市長賞　斉藤正広（中央区大野台）
　　　　　議長賞　相川良雄（中央区上溝）、持田　繁（南区若松）
　　　　　教育委員会賞　吉沢テイ子（南区磯部）、井上可奈（中央区宮下本町）、
　　　　　　　　　　　　海馬年男（中央区上溝）
吟剣詩舞大会　市長賞　山下東男（緑区下九沢）　議長賞　水野征四郎（中央区相生）
　　　　　　　教育委員会賞　藤田キヌ江（南区磯部）

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

 展示部門

 芸能部門

市市民民文文化化祭祭のの入入賞賞者者がが決決定定
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退職手当　退職したときに支給される手当

１人当たりの平均支給額（２３年度）退職事由

  ６３５万円（平均勤続年数　１５．０年、退職者数　 ２６人）自己都合

２，６１８万円（平均勤続年数　３７．４年、退職者数　１４５人）勧奨・定年

（２）職員の給与
○１ 人件費 　（２３年度普通会計決算）

人件費率（Ｂ／Ａ）人　件　費（Ｂ）歳　出　額（Ａ）
１７．７％４３７億６，６８１万円２，４７３億６，９９３万円

※特別職の給料、報酬などを含みます。

　本市における人事行政の透明性を高め、その公正性の一層の確保を図るため、職員数、給与、勤務時間などの状況をお知らせします。
　詳しくは、市ホームページの 市政情報 → 市政運営 → 人事行政の運営等の状況の公表 や各行政資料コーナーでご覧になれます。

人事行政の運営等の状況を公表します人事行政の運営等の状況を公表します

○８ 職員手当
期末・勤勉手当　民間におけるボーナス等に相当する手当 

支給月数（２３年度）
区　　　分

勤勉手当期末手当
０．６７５月１．２２５月６月期
０．６７５月１．３７５月１２月期
１．３５０月２．６００月計

役職加算５～２０％職制上の段階、職務の
級等による加算措置

○２ 職員給与費 （２３年度普通会計決算）
１人当たり
の給与費
（Ｂ／Ａ）

給与費（職員に支給する給与額）
職員数（Ａ）

（人） 計（Ｂ）期末・勤勉
手当職員手当給　料

６７４万円２９１億
４，１３４万円

６７億
４，８９１万円

５４億
５，０７２万円

１６９億
４，１７１万円４，３２３

※職員手当には、退職手当を含みません。

○３ ラスパイレス指数の状況
　ラスパイレス指数とは、国家公務員の俸給を１００として
見た場合に、本市職員の給与水準を示す指数です。

２３年度
１００．４

○４ 職員の平均給料月額と平均給与月額、平均年齢 （２４年４月１日現在）
平均年齢平均給与月額平均給料月額区　　分
４２．８歳４６万２，７３６円３３万５，７７３円一 般 行 政 職
４９．３歳４０万５，２５１円３２万　３５６円技 能 労 務 職
４１．４歳４３万４，１４７円３３万７，９７０円消 防 職
４７．１歳８２万７，９１１円４４万６，８２０円医 療 職

※平均給与月額には、給料、地域手当、扶養手当などを含みます。

○５ 職員の初任給の状況 （２４年４月１日現在）
給料月額区　　　　分

１７万８，８００円大 学 卒
一 般 行 政 職

１４万４，５００円高 校 卒
２０万４，５００円大 学 卒

消 防 職
１６万４，７００円高 校 卒
２３万７，７００円医 大 卒医 療 職

○６ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額  （２４年４月１日現在）
経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区　　　分
３５万６，３０９円３２万１，９４１円２６万２，０９５円大 学 卒

一般行政職
３１万３，４６７円２５万９，１００円２１万２，５００円高 校 卒
３４万２，９２９円３０万７，１９４円２７万８，５８９円技 能 労 務 職
３７万７，３００円３４万　７４０円２７万９，８８９円大 学 卒

消 防 職
３３万５，５７３円２８万６，３００円２４万８，０５０円高 校 卒

地域手当　民間における賃金水準を基礎にして職員に支給される手当
１人当たりの平均支給年額（２３年度）支　給　率

３８万６，０４９円９．５％

特殊勤務手当　危険、困難、不健康な業務などに従事したときに支給される手当  

　　２１．１％職員全体に占める手当支給職員の割合（２３年度）

５万３７６円支給対象職員１人当たりの平均支給年額（２３年度）
※１５種類あり、代表的な手当は清掃業務従事手当などがあります。

時間外勤務手当　正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当
職員１人当たりの平均支給年額（２３年度）支　給　総　額

４６万４，０１８円１９億９９０万円

○７ 給料表の種類、級数等の概要
　職員の給料については、職務の内容に応じて区分される「給料表（行政職１・
２、消防職、医療職）」と、職務の複雑さ、困難さ、責任の度合いにより区分さ
れる「級」と、給料表と級に応じて定められた「号給」ごとに決められています。

行政職給料表（１）の適用職員 （２４年４月１日現在）
構　成　比（％）職　員　数（人）代表的な職名区　分

 ０．３ １１局　長９級
 ０．７ ２４部　長８級
 ３．１１０５参　事７級
１３．３４４３課　長６級
１７．１５７０副主幹５級
２６．３８８１主　査４級
１９．４６４９主　任３級
　９．２３０８主　事２級
１０．６３５３主　事１級

お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３

（１）職員数に関する状況
○１ 部門別職員数の状況 （各年４月１日現在）

主な増減理由
対前年
増減数
（人）

職員数（人）区分
部門

会　

計 ２３年２４年

０２２２２議 会一　

般　

行　

政　

部　

門

普　

通　

会　

計

危機管理体制の充実８６６５６７３総 務
市税収納体制の強化７２０３２１０税 務
生活保護等ケースワーカーの増員７９９９１，００６民 生
ごみ収集体制の見直し等△ ６６２３６１７衛 生

△ １５４労 働
１４８４９農林水産
１５０５１商 工
土木整備体制の強化等７４６８４７５土 木

図書館の事務執行体制の見直し等△ １２５２４５１２教 育
特
別
行
政
部
門

消防初動体制の強化２７１６７１８消 防

１４４，３２３４，３３７小 計
０５５病 院公

営
企
業
等
会
計
部
門

公
営
企
業
等
会
計

△ １２１水 道
企業会計化への取り組みの推進３７６７９下 水 道

０１１３１１３そ の 他
２１９６１９８小 計
１６４，５１９４，５３５合 計

※職員数は、再任用職員と臨時・非常勤職員を除いた一般職に属する職員数です。
教育部門の職員数には教育長を含みません。

※△は負数であり、前年に比べて減少したことを示します。
※一般行政部門とは、特別行政部門、公営企業等会計部門以外の部門です。特別
行政部門とは、教育、消防の部門です。公営企業等会計部門とは、下水道等の
部門です。

※病院とは、国民健康保険診療所です。

○２ 障害者の任用状況 （各年６月１日現在）
２３年２４年法定雇用率
２．１２％２．１４％２．１０％

その他
月　額内　　　容区　分

１万３，０００円配偶者
扶養手当

　　６，５００円配偶者以外の扶養親族
※他に住居手当、通勤手当、休日勤務手当、管理職手当などがあります。

（３）職員の勤務時間
　職員の勤務時間は、午前８時３０分～午後５時１５分の１日７時間４５分、週３８時
間４５分です。

（４）職員の懲戒の状況 ２３年度の懲戒処分者数　５人

戒　告（人）減　給（人）停　職（人）免　職（人）処　分　事　由

１０００法令に違反した場合

１０２１全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

２０２１計

○９ 特別職の報酬等 （２４年４月１日現在）

１０６万２，０００円（１１４万２，０００円）市　長給　　料
（ ）内は
減額前  ８７万円（  ９３万５，０００円）副市長

７７万９，０００円議　長
報　　酬 ７１万３，０００円副議長

６７万円議　員
１．４０月６月期市　長

副市長期末手当
（２３年度
支給月数）

１．５５月１２月期

１．４０月６月期議　長
副議長
議　員 １．５５月１２月期

２，１９２万６，４００円市　長退職手当
（任期４年） １，３４６万４，０００円副市長

○１０ 給与抑制措置の
　状況（特別職）
　２３年７月から給料を約７ 
％削減しています。
（２７年４月まで）
　２３年１２月期から期末手当
を１０％削減しています。
（２６年１２月まで）
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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。

「市政に関する世論調査」結果報告

市市市市市市市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民民民民民民民ののののののののののののののののの皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆さささささささささささささささささんんんんんんんんんんんんんんんんんのののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごご意意意意意意意意意意意意意意意意意見見見見見見見見見見見見見見見見見ををををををををををををををををを市市市市市市市市市市市市市市市市市政政政政政政政政政政政政政政政政政ににににににににににににににににに
反反反反反反反反反反反反反反反反反映映映映映映映映映映映映映映映映映しししししししししししししししししててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいきききききききききききききききききままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすす

　市では、市民の皆さんが市政に参加する仕組みとして「わ
たしの提案」や「市政に関する世論調査」、「ｅ－モニター
（市政モニター）」などの事業を行い、市民の皆さんからの
提案・要望などを市政に反映させるよう取り組んでいます。
　今年５～６月に実施した「市政に関する世論調査」の結果
がまとまりましたので、調査結果の一部を報告します。

市政に関する世論調査
　市民の皆さんの意識や動向を把握し、市政に反映させるため、２０歳以上の市民３，０００人
を対象に、毎年実施しています。
　今年度は、３年ごとの経年調査項目である「広報」に加え、「住民主体のまちづくり
制度と大都市制度改革」、「市職員の接遇」、「民生委員」、「ひばり放送」、「食育」、
「相模原市コールセンター」、「スポーツ観戦や支援」、「市民の声の施策への反映」
などについて、ご意見を伺い、１，５１６人（５０．５％）から回答をいただきました。

１０．０ ３０．０ ５０．０ 

２４年度 ２０年度 

知っている 
４０.０％ 
３４.２％ 

５７.６％ 
５９.３％ 

２.４％ 
６.５％ 

知らない 

無回答 

０ ２０ ４０ ６０ （％） 

市コールセンター　1０４２－７７０－７７７７
　午前８時～午後９時（年中無休）

相模原市コールセンター相模原市コールセンター
　市コールセンター（ちょっとお
しえてコ－ル相模原）の認知度に
ついて、前回（平成２０年度）と今
回（２４年度）を比較すると、「知
っている」が３４．２％から４０．０％へ、
「知らない」が５９．３％から５７．６％
となっており、若干ですが市民の
皆さんに浸透したと考えられます。

０．０ １０．０ ２０．０ ３０．０ ４０．０ ５０．０ ６０．０ ７０．０ ８０．０ ０ ４０ ２０ ６０ ８０ 
（％） 

広報 
さがみはら 

（複数回答・上位項目） 

６３．９％ 

２９．７％ 

２４．１％ 

２２．４％ 

２２．０％ 

１３．９％ 

１３．７％ 

８．５％ 

８．３％ 

４．７％ 

４．７％ 

自治会・ 
公民館だより 

新聞 

インターネット 
（市ホームページ・メールマガジンなど） 

家族・友人・ 
知人・近所の人 

さがみはら 
市議会だより 

ポスター・ 
掲示板など 

ラジオ 
（FMさがみ・FMヨコハマ） 

テレビ 
（テレビ神奈川・J:COM） 

ミニコミ誌 
など 

携帯電話 
（スマートフォンなど） 

広 報広　報
　市からの情報を何から得ているかは、「広報さがみはら」が
６割を超え最も高くなっています。「インターネット（市ホー
ムページ・メールマガジンなど）」は２２．４％で、前回の調査と
比較すると３．８ポイント増加しています。また、新たに選択肢に
加わった「携帯電話（スマートフォンなど）」も４．７％で、イン
ターネットや携帯電話で市からの情報を得ている人は、２０～４０
歳代が高くなっていました。

　市政に関する世論調査報告書は、市ホームページの 市へのご意見・ご提案 からか、各行政資料コーナー・まちづくりセンター・公民館・
図書館などでご覧になれます。
　この調査結果は市民の皆さんの貴重な声であり、今後の市政運営の指標として有効に活用し、さまざまな事業に反映させていきます。
　調査にご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

　市では「広報さがみ
はら」に加え、シティ
セールスポータルサイ
ト「さがみはらシティ
セールス」をはじめ、
フェイスブックやツイ
ッター、フォトギャラ
リー、動画などを活用
することで情報発信力
の強化を図っています。
　今回の調査結果を踏
まえ、今後も、市民の
皆さんが知りたい情報
や知ってほしい情報な
どを、効果的に伝えて
いきます。

さまざまな媒体で
情報発信中

０．７％ ノジマ相模原ライズ 
（アメリカンフットボール） 

三菱重工相模原 
ダイナボアーズ 

（ラグビーフットボール） 

SC相模原 
（サッカー） 

１．６％ 

３．０％ 
１．３％ 

４８．６％ ４２．２％ 
４．９％ 

０．７％ 

２５．８％ ６５．３％ 
６．６％ 

０．２％ 

１７．９％ ７４．２％ 
７．０％ 

チームを応援している 観戦に行ったことがある 
名前を知っている程度 知らない 無回答 

　また、市民が市ホームタウンチームをさらに応援するようになるために必要なこ
とは、「チームが強くなり、トップリーグで活躍すること」が５０．５％と最も高く、
次いで「公共施設や駅、商店街など、多くの人が集まる場所にチームの旗やポスタ
ー等が設置されていること」（３７．１％）、「市の広報紙やホームページ、広報番組
などで、頻繁に紹介されること」（３５．９％）、「チームのスポーツ教室やイベント
があって、市民が気軽に参加でき、選手と交流できること」（３３．６％）が３割台で
続きました。一方で、「ホームタウンチームの必要性を感じない、関心がない」は
１０．８％となっています。

市ホームタウンチーム
○ノジマ相模原ライズ
　（アメリカンフットボール）
○三菱重工相模原ダイナボアーズ
　（ラグビーフットボール）
○ＳＣ相模原（サッカー）
　市は、市内に活動拠点を置き、実力と
実績を兼ね備えた３チームをホームタウ
ンチームに認定し、支援しています。

市ホームタウンチームを知ってもらうために
　市では、今年８月に本市初の市ホームタウンチームを認
定し、広報紙や市ホームページでのチーム紹介や試合の予
定・結果等の掲載をはじめ、市のキャンペーンやイベント
等で各チームに協力してもらうなど、本格的に連携事業に
取り組んでいます。
　今後は、この調査結果を踏まえ、さらに各チームの存在が市民の皆さんに浸透
し応援の機運が高まるよう、スポーツをはじめとした幅広い分野にわたって連携・
協力事業を積極的に展開し、スポーツ振興によるまちづくりを進めていきます。

相模原市 
ホームタウンチーム 
相模原市 
ホームタウンチーム 
市ホームページから
各チームの情報が
ご覧になれます。

スポーツ観戦や支援スポーツ観戦や支援
　市ホームタウンチームへの関心度は、
「名前を知っている程度」「知らない」
と答えた人が多く、市民の皆さんへの
浸透度は低い状況にあることがわかり
ました。

各種メディアで情報発信中！各種メディアで情報発信中！
　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。
　今回はインターネットを活用した広報を紹介します。
◆シティセールスポータルサイト
　「さがみはらシティセールス」（右図）
　http://pr.city.sagamihara.kanagawa.jp/
　市の催しや旬の話題など、相模原のさまざまな情報を総合
的に発信しています。
◆フォトギャラリー「サガフォト。」
　シティセールスポータルサイト「さがみはらシティセールス」から
　市のイベントや見どころなどの写真を、８つのジャンルで
紹介しています。

お問い合わせ　シティセールス推進課　1０４２－７０７－７０４５

◆動画サイト「相模原チャンネル」　市ホームページのトップページから
　懐かしの相模原、市のイベント、施策などを７つのチャンネルで紹介しています。
◆市シティセールスマップ「さがみはら×未来物語」
　シティセールスポータルサイト「さがみはらシティセールス」から
　自然、歴史・文化、観光・レクリエーションなどのスポットを紹介しています。
スマートフォンアプリ（iPhone ／ iPad 用）も公開しています。

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

お問い合わせ
広聴広報課

1０４２－７６９－８２９９

家庭ごみ分別サイトを開設
　市コールセンターの利用目的は、
「ごみの出し方や分別などの確認」が
半数以上（５２．２％）を占めています。
また、実際に市コールセンターへのご
みに関するお問い合わせが非常に多い
ことから、今年７月に「相模原市家庭ごみ分別サイト」を開設
し、市民の皆さんの利便性向上に努めているところです。
　市コールセンターの今後の利用意向は、「ごみの出し方や分
別などの確認」が３５．０％、「戸籍や住民票、印鑑証明書の取得
手続きの確認」が２４．６％、「公園や図書館など市の施設の開館
時間や休みの確認」が２１．０％となっていることから、ごみや住
民票などのお問い合わせに加え、市の施設案内にも力を入れて
いきます。
　引き続き、市民の皆さんのご利用をお待ちしています。

市ホームページから
ご覧になれます。

相模原市

家庭ごみ
分別サイト
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らーめん 初代一国堂 １
 

めん処 仁兵衛 ２
 

屋台らーめん 壱番 ３
 

でびっと 相模大野モアーズ店 ４
 

いなばや ５
 

ＧＡＰＳ ６
 

本気うま亭 ９
 

ラーメン食堂 がんや １０
 

ななふく家 １１
 

ラーメン たんぽぽ １４
 

博多長浜らーめん 六角堂 本店 １５
 

ラーメン かるあ １６
 

１９
 

中国料理 昌龍飯店 ２０
 

ラーメン 學 ２１
 

こ はく 

パオ ツー メン 

チャー シュー ざん まい 

琥珀しょう油らーめん あぶらそば シジミしおらーめん 

正油とんこつらーめん こってりみそ ＧＡＰＳラーメン 

黒てるてラーメン 味玉ラーメン とんこつ正油ラーメン 

極・煮干醤油ラーメン 長浜らーめん 豚骨クリーミーカレーラーメン 

全粒粉入 煮干し中華そば ほっくりタンメン 

７
 

野楽 ８
 

おがわや １２
 

とんこつらーめん七志 アリオ橋本店 １３
 

敦煌酒楼 １７
 

麺屋 鼎 １８
 

あごだし塩ラーメン せきめんつるちゃんラーメン 

新作！小川の焼豚三昧 七志流 炙り串の味　とんこつ 

鮑 特製ラーメン ラーメン 

投票券 

結 結 果 果 発 発 

表 表 

２５日（日） 

午後３時３０分ご
ろ 

ステージにて 

各500円 各500円 各500円 

　市内で腕を競い合う２１店が自慢の一品でグラン
プリをめざします。決定するのは特別審査員と当
日の来場者。ラーメン１杯に１膳付いてくる「箸
袋」を、会場で食べて一番おいしいと思ったラー
メン店に投票してください。 

肉煮干中華そば 鈴木ラーメン店 

RAーMEN BAR NAGOMI

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。

　相模原と全国の味覚、楽しいステージやイベントで好評の「はやぶさの 故郷 　潤
ふるさと

水都市さがみはらフェスタ」を今年も開催します。今回は銀河連邦友好交流２５周
年を記念し、「はやぶさ」「宇宙」「銀河」をキーワードに相模原のパワーを凝
縮した企画が盛りだくさんです。

　日本を代表するストリートダンサーを輩出し
ている相模原を舞台に、宇宙をイメージした創
作ダンスでグランプリをかけて競います。
　特別審査員として迎える、相模原出身のダン
サー「ひとりでできるもん」さんと「竜」さん
たちによるフェスタ限定ユニットのダンスや、
アニメ「スマイルプリキュア」の主題歌を歌う
池田 彩さんのミニライブなど見どころ満載です。

松本零士さんスペシャルトークショー
２４日（土）午後３時３０分から

スペースインベーダーダンスコンテスト 〈イベントステージ〉

さよなら銀河鉄道 ９９９「旅立ちの時」　○Ｃ 松本零士

　銀河鉄道９９９や宇宙戦艦ヤマトなど多くの作品
で世界中にファンを持つＳＦ漫画・アニメ作家、
松本零士さんのトークショーを開催。本市に本部
がある「日本宇宙少年団」の理事長を務めるなど
相模原とのゆかりもある松本さんならではのお話
をライブで聞ける絶好のチャンスです。
　また、フェスタ期間中、銀河連邦ゾーンで松本
零士オリジナルグッズの販売を行います。３，０００円
以上購入した人の中から抽選で５０人を、松本さん
のサイン会（２４日のみ）に招待します。

コスプレ・アニソン歌合戦２ｎｄ
２５日（日）午後１時から
　昨年の大好評企画を今年も開催。「銀河・宇宙」に関連するアニメや
特撮、ゲーム、ボーカロイド等の中から１曲を選び、コスプレの衣装に
身を包んだ出場者たちが歌を競い合います。

〈さがみはらぁ麺ゾーン〉

はやぶさ・背景画像提供／池下章裕

※会場へは「徒歩のみ」の入場となります。
※駐車場はありません。公共交通機関を利用してください。
※ペットを連れての入場はできません。

504

503

16

八王子 八王子 横浜 横浜 

向陽小学校 向陽小学校 

市営自動車駐車場 市営自動車駐車場 

相模原 
住宅公園 
相模原 
住宅公園 

臨時駐輪場 臨時駐輪場 

在日米陸軍 
相模総合補給廠 

潤水都市さがみはら 
フェスタ会場　

北口 北口 

清新 

氷川神社前 

相模原駅入口 

向陽小学校入口 

向陽小学校東 

相模原駅 

入口 

相模原駅前 

お問い合わせ　商業観光課
1０４２－７６９－８２３６

※当日のお問い合わせは午前８時以降にコールセ
ンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

同フェスタ公式ホームページ
http://www.sagamihara-festa.com/

※市ホームページの さがみはらシティセールス か
らも同フェスタの特集ページをご覧になれます。

ゆるキャラ○Ｒ 大集合！
〈体験ゾーン・イベントステージ〉

〈イベントステージ〉 Map●Ｃ 

Map●Ｃ 

２４日（土）午後１時から

２５日（日）２４日（土）
市太鼓連盟演奏開会式

午　

前

桜美林大学ソングリーディング部
「ＣＲＥＡＭ」チアダンス

さがみはらスイーツ
フェスティバル２０１２表彰式

ゆるキャラ○Ｒ 大集合！在日米陸軍軍楽隊演奏
コスプレ・アニソン歌合戦２ｎｄ

午　

後

星に名前を付けよう！
小田急線延伸音頭

さがみはらぁ麺グランプリ表彰式
閉会式

　本市が誇るスリーフット
ボールチーム、ノジマ相模
原ライズ（アメリカンフッ
トボール）、三菱重工相模
原ダイナボアーズ（ラグビ
ー）、ＳＣ相模原（サッカー）
の選手やスタッフによる指
導などを体験できます。

「ホームタウンチーム」チーム紹介＆スポーツ体験
〈体験ゾーン〉 Map●Ａ 

銀河連邦物産展　各共和国のおいしい特産物や、ＪＡＸＡグッズなどを販売します。
タイキ共和国 
（北海道大樹町） 

大地の恵み 

ジンギスカン など 
大地の恵み 

ジンギスカン など 

ノシロ共和国 
（秋田県能代市） 

能代のソウルフー
ド 

　ぶたなんこつ な
ど 

能代のソウルフー
ド 

　ぶたなんこつ な
ど 

サンリクオオフナト共和国 
（岩手県大船渡市） 

磯の香りがたまらな
い 

ホタテの炭火焼き な
ど 磯の香りがたまらな

い 

ホタテの炭火焼き な
ど 

サガミハラ共和国 
（相模原市） 

３種の具を搭載し
た 

ロケットつくね など
 ３種の具を搭載し

た 

ロケットつくね など
 

サク共和国 
（長野県佐久市） 

ウチノウラキモツキ共和国 
（鹿児島県肝付町） 

旨味たっぷりの脂が
香ばしい 

黒豚の串焼き など
 旨味たっぷりの脂が

香ばしい 

黒豚の串焼き など
 

太陽の光を浴びて
熟した 

りんご など 
太陽の光を浴びて

熟した 

りんご など 

※写真はイメージです。

銀河連邦紹介コーナー
　ＪＡＸＡの研究施設がある４市２町の交流の取り組み「銀河連邦」を紹介します。また、銀河連邦の
一員で、東日本大震災からの復興に取り組んでいる大船渡市の状況なども紹介します。

〈銀河連邦ゾーン〉

さ
が
み
は
ら
ぁ
麺
投
票
所 

市民カメラマン 
10周年記念 
写真展会場 
※内容については１ページ参照 

入
口
ゲ
ー
ト 

▲ 

さがみはらぁ麺 
ゾーン 

縁
日
ゾ
ー
ン イベント 

ステージ Ｃ 

Ｂ 

体験ゾーン 

さがみはら 
パワーゾーン 

Ａ 

Ｄ 
１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

総
合
受
付 

会場ＭＡＰ 会場ＭＡＰ 

銀河連邦ゾ－ン 銀河連邦ゾ－ン 

日　時 

会　場 

午前１０時～午後５時 
しょう 

日　時 

会　場 

１１月２４日（土）・２５日（日）〈雨天決行〉 １１月２４日（土）・２５日（日）〈雨天決行〉 
午前１０時～午後５時 
在日米陸軍相模総合補給廠 在日米陸軍相模総合補給廠 

しょう 
JR横浜線「相模原駅」 
北口から徒歩１０分 

宇宙人を探せ！
　ヒントを手掛かりに会場内に潜む宇宙人
を探すスタンプラリーです！キミは何人の
宇宙人を探すことができるか！？

〈銀河連邦ゾーン〉
Map●Ｂ 

２５日（日）午前１１時３０分から

　市シティセールスサポーターの「こけ
丸」、緑区のイメージキャラクター「ミウ
ル」をはじめ、各地からゆるキャラが集結。
ステージでのパフォーマンスや撮影会など
を実施します。

※写真はイメージです。当日は実行委員会指定のどんぶりで提供します。

ここから顔を出
して 

記念撮影してね
 

Map●Ｂ 

ひ
と
り
で
で
き
る
も
ん 
さ
ん

竜
さ
ん

銀河連邦友好交流２５周年記念セレモニー

スペースインベーダーダンスコンテスト

松本零士さんスペシャルトークショー

Map●Ｄ 

星に名前を付けよう！
　名前のない星に名前を付ける企画「星に名前を付けよう！」に応募さ
れた候補名を発表し、来場した皆さんに投票してもらいます。その結果
を２５日（日）にイベントステージで発表し、決定します。

ＪＡＸＡコーナー
　２０１４年の打ち上げをめざしてプロジェクトが進められている「はやぶさ２」
や、次期固体ロケット「イプシロン」の模型、日本の宇宙開発の歴史をたど
る資料展示等、ＪＡＸＡの取り組みなどを紹介します。

体験コーナー
　ＪＡＸＡスタッフの指導による「かさ袋ロケット」の制作や、ロケット発
射時の音響体験などができます。

写真撮影コーナー
　宇宙服や映画「おかえり、はやぶさ」（松竹）の撮影で実際に使用された
「はやぶさ」の実物大模型と一緒に写真撮影ができます。

〈銀河連邦ゾーン〉
Map●Ｂ 

銀河どうぶつ広場
　相模原麻溝公園ふれあい動物広場がフェスタ会場に出張。モルモッ
トやウサギなどの小動物と触れ合うことができます。

〈体験ゾーン〉 Map●Ａ 

お問い合わせ
コールセンター　1０４２ー７７０ー７７７７

※１１月２３日（祝）～２６日（月）、相模原市民ギャ
ラリーにて「はやぶさの故郷さがみはら×松本
零士の世界展」を開催します。約７０点にも及ぶ
同氏の秘蔵コレクションを展示します。

　２４日・２５日は混雑が予想され、入場を制限
する場合があります。同ギャラリーには２３
日・２６日の来場をお薦めします。

Map●Ａ ・●Ｃ 

　台紙に寝そべって型を取り、切り取
って自分の“分身”を作成。布で宇宙服
風の飾りを付け、宇宙空間に見立てた
パネルに遊泳させることができます。

分身！ぼくらは
宇宙飛行士！ 〈体験ゾーン〉

Map●Ａ 

はやぶさクン

こ
け
丸

ミ
ウ
ル

開催期間中は、
 

会場内で会える
よ♪ 
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障害児のためのポニー乗馬
日にち　１２月８日～２２日の毎週土曜日
時　間　午前１０時～１１時３０分、午後１時３０分～３時
会　場　相模原麻溝公園ふれあい動物広場
対　象　市内在住の障害のある４歳～中学生で保護者が同伴できる人
定　員　各６人（抽選）　※参加は１人１回
申し込み　直接か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電話番号、

ファクス番号、希望日時、「障害児のためのポニー乗馬」と書いて、
１１月２４日～２７日に同広場（16０４２－７７８－３９００　Ｅメール sagami 
hara@pony-harmony.com）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

０４２－７０２－０３０３
（午前１０時～午後１１時３０
分、土・日曜日、祝日は午
後８時まで）金曜日を除く

スポーツクラブ
ルネサンス相模
大野（南区相模
大野７－１９－１）

午後３時３０分
　～５時

１２月２６日～平成
２５年３月２０日の
毎週水曜日（１
月２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１２月２０日までに会場へ

津久井城跡発掘調査現地説明会
　戦国時代末期の山城「津久井城」。発掘調査の成果を現地で説明します。
日にち　１１月２５日（日）〈小雨決行〉

①荒句地区
　津久井広域道路建設事業に伴う発掘調査。
時　間　午前１０時～１１時３０分
※会場は「荒句」バス停留所付近（緑区根小屋）
※終了後、希望者は②の会場に案内します。

②県立津久井湖城山公園根小屋地区「里山広場」
　市民調査員と市教育委員会などが協働で行った発掘調査。
時　間　午前１０時～午後３時（解説は午前１０時３０分からと午後１時３０分から）

津久井城跡がある城山

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

希望者は
直接会場へ

　市内の縄文時代のムラについて、学芸員がお話しします。
日　時　１２月１日（土）午後２時～４時
定　員　８０人（先着順）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　旧石器ハテナ館　1０４２－７７７－６３７１

旧石器ハテナ館講演会

相模原市の縄文時代集落
～田名塩田遺跡群周辺を中心として～

教室
費　用定　員対　象時　間日にち教室名

５００円５０人
（申込順）どなたでも

※未就学児
は保護者
同伴

午後１時３０分
　～３時３０分１２月２日（日）バルーンアート

各
１，０００円

各１５人
（申込順）

午前１０時～正午
１２月８日（土）クリスマス

リース作り 午後１時３０分
　～３時

９，０００円２０人
（抽選）

１８歳以上
の人

午後１時～３時

１２月１１日～平成
２５年３月５日の
毎週火曜日（１
月１日を除く）

韓国語会話
〈全１２回〉

各
１，０００円

各１５人
（申込順）

午前９時３０分～
午後０時３０分

１２月２０日（木）
七宝焼き

「クリスマスの
プレート」 午後１時３０分

　～４時３０分

申し込み　直接か電話で同センターへ

市民健康文化センターの催し
村田朋泰氏作品上映会
　アニメーション作家で２００１年に文化庁メディア芸術祭で優秀賞を受賞し
た同氏の作品を上映します。

時　間日にち上映作品

午後６時３０分
　～７時３０分
（１８日・２３日は
午後２時３０分
～３時３０分）

１１月１８日（日）
　　２０日（火）
　　２２日（木）

朱の路、白の路
藍の路、 檸檬 の路

れもん

１１月１９日（月）
　　２１日（水）
　　２３日（祝）

オモヒデ、 睡  蓮 の人
すい れん

ＴＵＧ－ＴＵＧ
家族デッキ（１～６）

防犯ボランティアフェスタ相模原
　防犯活動団体による防犯啓発マジックや劇、漫談などのステージ、防犯
グッズの紹介、工作などで防犯について楽しく学びませんか。
日　時　１１月２５日（日）午前１１時～午後３時　※希望者は直接会場へ

「朱の路」より

お問い合わせ　市民健康文化センター　1０４２－７４７－３７７６

※希望者は直接会場へ

さがみはら北の丘センターの催し
北の丘センターまつり　
　プールと浴室を無料開放するほか、お 囃  子 や鼓笛演奏、フラダンス、ハ

はや し

ーモニカコンサートなど、さまざまなイベントを開催します。
日　時　１１月２５日（日）午前９時３０分～午後５時　※希望者は直接会場へ
※各イベントの時間など、詳しくはお問い合わせください。

てん刻教室
日　時　１２月２日（日）午前１０時～正午、午後２時～４時
対　象　小学校４年生以上の人＝各２０人（申込順）
費　用　各１，１００円　　申し込み　直接か電話で同センターへ

お問い合わせ　さがみはら北の丘センター　1０４２－７７３－５５７０

　絵手紙が初めての人や初心者向けに、描き方や道具の説明をします。ま
た、実際にお正月に使うぽち袋や�袋などに描きます。
日　時　１１月２９日（木）午後２時～４時　会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　１８歳以上の人＝２０人（申込順）　　費　用　４００円
申し込み　電話で午前９時３０分から同館（1０４２－７５４－３６０４）へ

はじめての絵手紙教室　～おめでとうを絵手紙で～

絵手紙教室
日　時　１２月１２日（水）午後２時～４時　　会　場　北総合体育館
対　象　１５歳以上の人（中学生を除く）＝３０人（抽選）　　費　用　６００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、「絵手紙教室」と

書いて、１１月３０日（必着）までに同館（〒２５２－０１３４　緑区下九沢
２３６８－１　1０４２－７６３－７７１１）へ

鶴間地区（相模原・町田・大和）の文化財探訪
　異なる市で同じ地名を持つ鶴間地区をボランティアの解説で巡ります。
日にち　１２月２日（日）〈小雨決行〉
集　合　午前９時３０分に東急田園都市線つきみ野駅
解　散　正午ごろ東急田園都市線南町田駅
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

勝坂を学ぼう！　新戸～勝坂遺跡の文化財探訪
　勝坂遺跡ボランティアガイドの解説で、新戸の
内藤清成陣屋跡や勝坂遺跡周辺文化財を巡ります。
日にち　１２月９日（日）〈小雨決行〉
時　間　午前９時３０分～正午ごろ
集合場所　相武台下駅　　定　員　５０人（申込順）
申し込み　電話で文化財保護課（1０４２－７６９－８３７１）へ 内藤清成ゆかりの陣屋稲荷

自閉症児・者作品展
～あなたに知ってほしい私たちのこと！～

日にち　１１月２３日（祝）～２５日（日）
時　間　午前１０時～午後７時（２３日は午前１１時から、２５日は午後３時まで）
会　場　おださがプラザ

お問い合わせ　相模原やまびこ会　1０８０－８８７０－２７３３

視聴覚ライブラリーの催し
月例子ども映画会
　「ちびねこコビとおともだち」、「ファーザー・クリスマス」、「クリ
スマスキャロル」を上映します。
日　時　１２月８日（土）午後２時～３時３０分

１６ミリフィルム映画鑑賞会
　「鉄道員－ぽっぽや－」（１９９９年／日本／カラー／主演　高倉 健）を１６
ミリフィルムで上映します。
日　時　１２月９日（日）・１１日（火）午後２時～４時

シネマサロン
　「雨に唄えば（日本語吹き替え版）」（１９５２年／アメリカ／カラー）を
上映します。
日　時　１２月１８日（火）・１９日（水）午後２時～４時

会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　各１５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　視聴覚ライブラリー　1０４２－７５３－２４０１

駐車場工事〈１２月～平成２５年２
月（予定）〉のため、駐車台数
に限りがあります。車での来館
はご遠慮ください。
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みんなの スポ・レク情報 
～スポーツ・レクリエーションを楽しもう～

市民スキー選手権大会
日にち　平成２５年２月２日（土）・３日（日）
会　場　八海山麓スキー場（新潟県）
申し込み　市体育協会にある申込用紙を１２月１

日までに同協会へ

市民サッカー選手権大会（高校生）
日にち　２５年１月２６日（土）・２７日（日）、２月２

日（土）・３日（日）・１６日（土）・１７日（日）
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２４

日までに同協会へ

親子ラグビー教室　  ※希望者は直接会場へ

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

相模原駅伝競走大会
日にち　２５年１月２０日（日）
会　場　相模原麻溝公園競技場周辺道路
申し込み　市体育協会にある申込用紙（同協会

ホームページからダウンロード可）を１２
月１日～８日に同協会へ

市民スキー（群馬県万座温泉スキー場）
　スキー講習、級別テスト、タイムレース
日にち　２５年１月１１日（金）～１４日（祝）〈３泊４日〉
集　合　午後８時＝相模大野中央公園 

　午後８時３０分＝市役所
定　員　８０人（抽選）
費　用　３万９，０００円（小学生以下３万２，０００円。

レンタル希望者は板・靴のセット５，０００
円、ウエア３，０００円が別途必要） 
※リフト券代が別途必要

申し込み　往復はがきに全員の住所・氏名・生
年月日・性別・電話番号、集合場所、レ
ンタル希望者は身長・靴・服のサイズ、
講習の有無を書いて、１２月３日（必着）

までに市体育協会へ
市民登山教室（雪山訓練）「富士山」
日にち　２５年１月２６日（土）～２７日（日）〈１泊２日〉
集　合　午前８時３０分に富士山馬返し
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上で本格的に

雪山をめざす人＝１０人（抽選）
費　用　１万４，５００円
申し込み　往復はがきかＥメールに全員の住所・

氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番号、
「登山教室（雪山）」と書いて、１１月３０日（必
着）までに、往復はがきは市体育協会へ、
Ｅメールは市山岳協会の田村さん（kazu 
hisa-tamura@jcom.home.ne.jp）へ

※雪山登山ができる装備・服装が必要です。
市近郊高校生卓球大会（シングルス）
日　時　１２月２４日（休）午前９時
会　場　北総合体育館　　費　用　３００円
申込期限　１２月７日
※詳しくは市卓球協会ホームページをご覧にな
るか、市体育協会へお問い合わせください。

会　場時　間日にち
相模原麻溝公園
スポーツ広場Ａ面午前９時

　～１１時
１１月２５日（日）

相模原麻溝公園競技場１２月２日（日）

市体育協会からのお知らせ

藤野里山ウオーキングと
自然観察会〈約８㎞〉

　緑区牧野の峰山とその周辺を自然観察しながらウオーキ
ングします。
日　時　１２月１日（土）午前９時～午後４時
集合・解散場所　藤野南小学校
対　象　小学生以上の人＝８０人（申込順）
費　用　６００円（中学生以下は３００円）
申し込み　電話でふじの里山くらぶ事務

局（1０４２－６８６－６７５０）へ

銀河アリーナの教室
費　用定　員

（抽選）対　象時　間日にち教室名

３，０００円２５人４歳以上の
未就学児

午前９時
　～１０時３０分

１２月１日～２２日
の毎週土曜日①幼児スケート〈全４回〉

３，５００円２０人１６歳以上の人午後６時３０分
　～８時

１２月１０日（月）
１２日（水）
１７日（月）
１９日（水）

②初心者スケート〈全４回〉

※貸し靴は別途４００円（中学生以下は２００円）
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、教室名を書いて、

１１月①２２日②２５日（必着）までに同所（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６　1 

０４２－７７６－５３１１）へ

相模原麻溝公園競技場の教室
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち教室名

各
５，０００円各１０人

１８歳以上
の人

午前９時３０分
　～１０時３０分

①１１月２８日～平成２５年１月
２３日（１月２日を除く）の
毎週水曜日

１１月２９日～２５年２月１日（１２
月２７日～１月４日を除く）
の毎週②木曜日③金曜日

リフレッシュヨガ
〈全８回〉★

午前１１時～正午

午後０時３０分
　～１時３０分
（②③のみ）

３，０００円２０人午前１０時　　
　～１１時３０分１２月１２日（水）

フラワーアレンジメント
～クリスマスリース
＆しめ縄～

申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話
番号、教室名、★は希望曜日・時間を書いて、同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6 

０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp）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　間日にち講座・教室名

各
５，０００円

３０人１８歳以上の人午後３時
　～３時４５分

１１月２８日～平成２５年
１月２３日（１月２日
を除く）の毎週水曜日

かんたんアクア
〈全８回〉

各２０人

６０歳以上の人午前９時３０分
　～１０時３０分

１１月２９日～２５年１月
２４日（１月３日を除
く）の毎週木曜日

らくらく水泳
〈全８回〉

各
１，０００円

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　１２月１５日（土）はじめてのビーズ

アクセサリー

１８歳以上の人午前１０時
　～正午１２月２１日（金）絵手紙体験

申し込み　直接か電話で、同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

北総合体育館杯ドッジボール大会
日　時　平成２５年１月１３日（日）午前９時～午後５時
対　象　市内在住の小学校３～６年生で編成するチーム
定　員　２４組（抽選）　　費　用　１組３，０００円
申し込み　同館にある申込用紙を１２月１２日までに同館（1 

０４２－７６３－７７１１）へ

みんなで歩こう！晩秋の高尾山〈１６㎞〉
日にち　１１月２７日（火）〈小雨決行〉
集　合　午前９時２０分までに熊野児童遊園（ＪＲ中央線、

京王高尾線高尾駅徒歩７分）
解散場所　高尾駅　　費　用　５００円
※希望者は昼食・飲み物を持って直接集合場所へ
お問い合わせ　市ウオーキング協会　1０９０－４１３４－５８０８

けやき体育館の催し
大道芸を楽しもう！
　アットホームな雰囲気の大道芸を見たり体験したりします。
日　時　１２月２５日（火）午前１０時３０分～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）

冬休み体育館開放
日　時　１２月２５日（火）午後１時～４時３０分
対　象　市内在住か在学の小学生～高校生の障害児
定　員　３０人（申込順）※要付き添い
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、同館（1０４２－７５３－
９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

※小学生～高校生の兄弟姉妹も参加できます。

市体育協会　〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　けやき会館内
1０４２－７５１－５５５２　HP http://www.jade.dti.ne.jp/�  taikyo/

藤野やまなみ
温泉の入浴券
が付きます。
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６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

平成２５年「はたちのつどい」平成２５年「はたちのつどい」

日 ２５年１月１４日（祝）
対 ４年４月２日～５年４月１日に
生まれた人
※対象者には案内状を郵送しまし
た。届かない場合はコールセンタ
ー（1０４２－７７０－７７７７）へ
※開催時間・会場など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。
問 こども青少年課

相模原税務署相模原税務署 

「青色決算・消費税等説明会」「青色決算・消費税等説明会」

時 午後１時３０分～３時５０分
※希望者は筆記用具を持って直接
会場へ
問 相模原税務署（1０４２－７５６－８２１１
自動音声案内に従い「２」を選択）

停電・感電事故防止のお願い停電・感電事故防止のお願い

　建築足場が電線に接触すると、
長時間の停電や感電事故が発生し
ます。足場と電線の接近・接触箇
所を発見した場合は、東京電力ま
で連絡してください。
問 東京電力　神奈川カスタマーセ
ンター第二（7０１２０－９９－５７７６）

子犬・子猫の譲渡会と子犬・子猫の譲渡会と 

飼い方等の相談飼い方等の相談

日 １２月２日（日）〈雨天決行〉
会 衛生試験所の北側に隣接する建
物（中央区富士見１－３－４１）
譲渡会
時 午後１時～１時３０分
対 ①譲りたい人②欲しい人ともに
市内在住の２０歳以上の人。①子犬・
子猫は生後約２～５か月で、１週
間前までに市獣医師会所属の動物
病院で健康チェックと駆虫（実費
約５００円）を受けてください。②印
鑑と健康保険証などの住所・氏名
を証明する書類、２，０００円（マイク
ロチップ代・装着費用。動物病院
での登録費用等は別途）が必要

飼い方等の相談
時 午後１時３０分～２時
対 当日、譲渡会で子犬・子猫を譲
り受けた人　
※当日、愛犬・愛猫は同伴不可
問 市獣医師会譲渡会事務局（ほさ
か動物病院　1０４２－７７１－１１１２）
か生活衛生課

公民館活動推進員公民館活動推進員

　公民館事業の実施、学習相談、
施設管理など（非常勤特別職）
勤務　月曜日を除く週５日（１日
７時間勤務で３交代制）
報酬　月額２４万円
対 普通自動車運転免許がありパソ
コン操作ができる人＝９人程度
申 生涯学習課、総合学習センター、
津久井生涯学習センター、各公民
館・図書館にある申込書（市ホー
ムページの 作品・スタッフ募集 
からダウンロード可）と作文を、
１１月３０日までに生涯学習課（1０４２
－７６９－８２８７）へ

市民税課の非常勤職員市民税課の非常勤職員

　税務証明発行の端末操作と窓口
受け付け補助
勤務　平成２５年１月から月～金曜
日で午前１０時～午後１時、午後１
時～４時の交代勤務（勤務のない
月あり）
賃金　時給８８５円
対 市内在住でパソコン操作ができ
る人＝１人
申 履歴書（写真貼付）を持って、
１２月４日（火）午前９時３０分～１１
時に市役所会議室棟第１会議室へ
問 市民税課

介護認定調査員介護認定調査員

　介護保険申請者宅を訪問し要介
護認定調査を実施
賃金　１件３，５００円（交通費等含む）
対 介護支援専門員の資格があり、
介護保険事業所に勤務していない
人＝３人
申 市社会福祉協議会各事務所にあ
る申込書と応募の動機（４００字詰め
原稿用紙２枚程度）を直接１１月３０
日までに同協議会（1０４２－７５６－
５０３４）へ

パスポートセンター専門員パスポートセンター専門員

　パスポートの申請受け付けや審
査、交付など
勤務　平成２５年２月から土曜日・
祝日を除く週５日、午前８時３０分
～午後７時のうち指定する１日６
時間
報酬　月額１８万円
勤務場所　南区相模大野、緑区橋本
定 ７人
※特に都道府県パスポートセンタ
ー等で経験のある人を求めます。
申 区政支援課や各まちづくりセン
ターなどにある募集案内に付いて
いる申込書と必要書類を、１１月２９
日（消印有効）までに同課（1０４２
－７６９－９８１４）へ
※詳しくは募集案内をご覧くださ
い。

自衛官自衛官

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

カナダ人国際交流員と一緒に英語でカナダ人国際交流員と一緒に英語で

ミニChristmas Tree を作ろう！ミニChristmas Tree を作ろう！

日時 １２月１日（土）午後２時～４時
会 大野南公民館
対 市内在住か在勤・在学の人（小
学生以下は保護者同伴）
定 ２５人（申込順）　　費 ３００円
申 電話で渉外課（1０４２－７６９－
８２０７）へ

「「ふれあいの湯」で温泉気分ふれあいの湯」で温泉気分

　富士の湯でリフレッシュ（濃縮
温泉水を利用）
日 １１月２６日（月）～２９日（木）
時 午前１０時３０分～午後４時
会 新磯ふれあいセンター
費 ２００円（６５歳以上と中学生以下の
人１００円、障害者は無料）
※希望者は直接会場へ
問 同センター（1０４６－２５５－１３１１）

古民家園「落語と腹話術」古民家園「落語と腹話術」

日 １１月２５日（日）
時 午前１０時～１１時３０分
会 同園（相模川自然の村公園内）
定 １００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 文化財保護課

さがみこ再発見の旅さがみこ再発見の旅

　紅葉の顕鏡寺見学や遊覧船で相
模湖周遊など
日 １２月１日（土）
集合　午前８時５０分に市民会館前
対 市内在住か在勤・在学の２０歳以
上の人＝５５人（抽選）
費 １，８００円
申 往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、１１月２６日まで
に同実行委員会の清水　勇さん
（〒２５２－０１７１　緑区与瀬１００６　1 

０４２－６８４－４１４４）へ

ソレイユさがみの催しソレイユさがみの催し

であいのサロン
　自分らしい生き方をみつける場
日時 １２月１０日（月）午前１０時～正午
定 ３０人（申込順）
プロが教える「こだわりの手作り
ケーキ教室」
日時 １２月１５日（土）午後１時～４時
対 中学生以上の人＝２４人（申込順）
費 １，５００円（材料費・保険料）
女性のための心とからだの健康相談★
日 １２月１５日（土）
時 午後１時３０分・２時３０分
定 各１人（申込順）
子育ておしゃべりサロン
　自分らしい子育てをみつける場
日時 １２月１７日（月）午前１０時３０分～正午
対 １歳未満の初めての子とその保
護者＝１０組（申込順）
女性のための個別キャリアカウン
セリング★
日 １２月２１日（金）
時 午前９時・１０時３０分
定 各１人（申込順）

◇　　　◇
申 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（要予約。★は保育なし）

お知らせ 

会　場日にち
県高相合同庁舎１２月３日（月）
市民会館５日（水）

津久井中央公民館６日（木）
サン・エールさがみはら
（緑区西橋本）１０日（月）

募　　集 

対　象種　目
中学校卒業（見込
み含む）～１６歳の
男子

陸上自衛隊高等
工科学校生徒

高校卒業（見込み
含む）～２０歳の人防衛大学校学生

イベント 
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日時＝日時　　日＝日にち　　時＝時間　　会＝会場　　講＝講師　　　対＝対象　　費＝費用（記載のない場合は無料）　　定＝定員（指定のないものは選考）
申＝申し込み（期限で指定のないものは、必着）　　問＝お問い合わせ　　1＝電話　　5＝ファクス　　Ｅ＝Ｅメール　　HP＝ホームページ

凡　例
　

広報事業の財源とするため広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは（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。

津久井湖城山イルミネーション津久井湖城山イルミネーション

　花の苑地のシンボル、メタセコ
イア２本を中心にＬＥＤ（３万
球）の輝きが彩りを演出
日 １１月２３日（祝）～１２月２５日（火）
時 午後５時～９時
会 県立津久井湖城山公園花の苑地
※１１月２３日午後４時４５分から点灯
式、イベントあり
問 同実行委員会（津久井観光協会
内　1０４２－７８４－６４７３）

家族で楽しむ心ぽっかぽか家族で楽しむ心ぽっかぽか 

ワンコインコンサートワンコインコンサート

　ハンドベルやピアノ、フルート
演奏、合唱
日 １２月２３日（日）
時 午前１０時３０分、午後１時３０分
会 あじさい会館
定 各３００人（先着順）　費 各５００円
※チケットはあじさい会館、同南
分室で販売
問 同館（1０４２－７５９－３９６３）

県立相模原公園の催し県立相模原公園の催し

園芸教室「お正月の生け花」
日 １２月２４日（休）
時 午後１時３０分～３時３０分
定 ４０人（申込順）　　費 １，０００円
申 電話で１１月２４日から同公園へ
サカタのタネグリーンハウスの催し
マンスリーコンサート
　サクソフォーンアンサンブル
日 １１月１８日（日）
時 午後１時３０分・２時３０分
盆栽展・さつき展
日 １１月２１日（水）～２５日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
「好子プレスドフラワー」押し花展
日 １１月２７日（火）～１２月９日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分

◇　　　◇
※同ハウスは月曜日休館。入館は
午後４時まで
問 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

明るい選挙推進大会明るい選挙推進大会

　ポスターコンクールの表彰式、
民舞愛好会によるよさこい踊り等
日 １２月１日（土）
時 午前１０時～１１時３０分
会 あじさい会館
※希望者は直接会場へ
問 市選挙管理委員会事務局

人権・福祉教育活動展人権・福祉教育活動展

　小・中学校の人権や福祉に関わ
る活動をパネルで紹介

時 午前９時～午後５時
※観覧希望者は直接会場へ
問 学校教育課 

自然観察ウォッチング身近な冬の自然観察ウォッチング 身近な冬の 

植物の「観察」と「写真の撮り方」植物の「観察」と「写真の撮り方」

日時 １２月８日（土）午前９時３０分～正午
会 相模原麻溝公園
対 市内在住か在勤・在学の人
定 ２０人（申込順）
申 電話で相模原の環境をよくする
会事務局（環境政策課内　1０４２－
７６９－８２４０）へ

ジャズコンサートジャズコンサート

日時 １１月２５日（日）午後３時３０分～５時
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）

市民吹奏楽団定期演奏会市民吹奏楽団定期演奏会

　チャイコフスキー作曲／幻想序
曲「ロメオとジュリエット」ほか
日時 １２月１５日（土）午後２時３０分
会 グリーンホール相模大野
※座席引換券が必要。詳しくはお
問い合わせください。
問 同団事務局（1０９０－２１５９－４９６３）

市民合同演奏会市民合同演奏会

　モーツァルト作曲／レクイエム
ニ短調K.６２６ほか
日時 １２月１６日（日）午後２時
会 グリーンホール相模大野
費 自由席２，０００円（指定席は完売）
※チケットＭｏｖｅ（1０４２－７４２
－９９９９）、チケットぴあで販売中
問 同実行委員会の稲垣さん（1０９０
－８４３３－４０４４）へ

花いっぱいの寄せ植え教室花いっぱいの寄せ植え教室

日 １２月８日（土）
時 午後１時３０分～３時３０分
会 相模原麻溝公園
定 ３０人（申込順）　　費 ２，５００円
申 電話で市みどりの協会（1０４２－
７７７－２８６０）へ

ビューティーセミナー教室ビューティーセミナー教室

日時 １２月７日（金）午前１０時～正午
会 老人福祉センター渓松園
対 市内在住の６０歳以上の人
定 １６人（申込順）　
申 直接か電話で同園（1０４２－７６１
－９２９１）へ

手作りコサージュ教室手作りコサージュ教室

日 １２月５日（水）・６日（木）
時 午前１０時～午後４時
会 シルバー人材センター中央事務所
対 市内在住の６０歳以上の人
定 各１０人（抽選）　　費 各１００円
申 往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、希望日、「手作りコサ
ージュ教室」と書いて、１１月２６日
までに同事務所（〒２５２－０２３６　中
央区富士見４－３－１　1０４２－
７５３－７３７３）へ

人の一生と民法講座〈全４回人の一生と民法講座〈全４回〉〉

日 １２月５日～２６日の毎週水曜日
時 午後６時３０分～８時３０分
会 サン・エールさがみはら
定 ３０人（抽選）　　費 ５００円
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「民法講座」と書いて１１月
２６日までに同所（〒２５２－０１３１　緑
区西橋本５－４－２０　1０４２－７７５
－５６６５）へ

パソコン研修１２月コースパソコン研修１２月コース

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

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼すこやかバザーまつり　１１月１８日
（日）午前１０時～午後２時、すこや
か保育園（中央区横山４－１２－１４）
�問 同園（1０４２－７５２－８１８４）
▼内野健児　水彩画展　１１月２１日
（水）～２７日（火）午前１０時～午後
５時（２６日は休館。２７日は午後４時
まで）、もみじホール城山　�問 宮脇
（1０９０－６１８９－４３８７）
▼秋の牧郷収穫祭　地元無農薬野菜
等の販売、和太鼓演奏など　１１月２４
日（土）午前１１時～午後４時〈雨天
決行〉、旧牧郷小学校（緑区牧野７０２９）
�問 柳川（1０９０－２６６６－８１９０）
▼座間養護学校「学校へ行こう週間」
公開授業など　１１月２６日（月）～３０
日（金）午前１０時～正午。定員各５０
人（申込順）　�申 同校ホームページ
にある申込書を同校（1０４６－２５５－
２２５３）へ
▼八王子医療刑務所園芸製品即売会
１２月１日（土）午前９時～午後１時、
同刑務所（八王子市子安町３－２６－
１）　�問 同刑務所（1０４２－６２２－６１８８）
▼公開講座「イスラーム世界の生活
文化とその背景」　１２月１日（土）
午後２時～４時、市民会館第２大会
議室。定員６０人（申込順）。費用５００
円　�申 電話か、ファクスに氏名と電
話番号を書いて、１１月２８日までに相
模原地域大学事務局の�橋（16０４２
－７４７－２９１３）へ
　　　　　　　会費などは個別にお問い

合わせください。
▼フィットネスダンス　毎週金曜日
午後１時１０分、北総合体育館　�問 大
平（1０４２－７３３－２０６５）
▼社交ダンス　毎週木曜日午後７時
３０分、弥栄小学校体育館。対象は初
心者。見学可　�問 米田（1０４６－２５７
－７０１８）
▼マジック　毎月第２・第４水曜日
午後７時、大野南公民館　�問 横倉（1 

０４２－７５６－５９５４）
▼歌謡合唱　月３回水曜日午後１時、
相武台公民館　�問 久保（1０９０－４４１８
－０３７３）
▼ソフトテニス　毎週日曜日午前１０
時３０分、横山公園テニス場　�問 木村
（1０４２－７５４－５９１４）
▼男声合唱　毎週月曜日午後１時、
大野南公民館ほか。見学可　�問 大塚
（1０４２－７４９－４４３１）

（敬称略）読者のひろば
催 し

仲 間

掲載の申込方法は
毎月１日号でお知らせします

会　場期　間
城山保健福祉
センター

１１月２６日（月）
～３０日（金）

総合学習センター１２月３日（月）
　～７日（金）

講演・講座 

国民健康保険税　第６期

納期限　１１月３０日（金）

ココンビニエンスストアンビニエンスストア
でも納付できますでも納付できます　　
納納税は便利な口座振替で税は便利な口座振替で

申金金融機関の窓口へ融機関の窓口へ
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Facebook ページ「ミウル」
http://www.facebook.com/miuru.midori

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

11 15
No.００３２

● 毎月１５日発行 ●

２０１２年 平成２４年 区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 

人　口 人 １７７,０９５

７２,２８２世帯 

平成２４年１０月１日現在 （　）は前月との増減 
 

男 ８９,４３４ ／ 女 ８７,６６１ 

（２０増） 

（６２増） 

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

発行／相模原市　　編集／緑区役所総務課 

1０４２－７７５－８８０２ 

緑区イメージキャラクター 
「ミウル」 

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

Twitter アカウント「ミウル」
@miuru_midori

大大島島水水場場ののヤヤツツ
ボボ 古古清清水水上上組組ののヤヤツツボボ大大島島中中ノノ郷郷ののヤヤツツボボ

地域が守る癒やしスポット“ヤツボ”

　「ヤツボ」を知っていますか？
　大島から田名地区にかけて、相模川の段丘や崖から湧き出る水を池状
に 溜 めた場所を、地元では「ヤツボ」と呼んでいます。古くから生活用

た

水として利用され、かつては１０か所以上存在していましたが、今では数
か所を残すのみとなっています。
　地元有志で組織された「ぐるっと大島＆ヤツボ探訪実行委員会」では、
残されたヤツボを大沢地区の観光振興の目玉にしようと企画。ヤツボの
清掃や維持管理などを行うボランティア組織を立ち上げ、ベンチの作製
や、花の植栽、ボランティアガイド
の育成などに取り組んでいます。
今後は、観光ガイドマップの作成や、
ヤツボを後世に残すため子どもたち
に伝える活動も行います。
　大沢地区の新名所、ぜひ一度訪れ
てみてください。

　「藤野やまなみ温泉に来た人に牧野の風景を楽しんで
もらいたい」。地元有志で結成された牧野元気創生会は、
温泉周辺の木々が生い茂る土地を４年かけて、白いあじ
さいが咲く「やまなみ公園」に整備しました。会長の志
村孝夫さん（緑区牧野）は、「資金がなく、弁当代にも
事欠くので、半日作業を繰り返し、少しずつ開拓しまし
た」と当時を振り返ります。
　また、「牧野を盛り上げよう」と、かつて地域交流の
役割を果たしていた牧野八幡祭の催しを７０年ぶりに開催
したほか、川の環境保全にも取り組み、以前のようにホ
タルが飛び交う川にすることに成功。さらに、温泉近く

の峰山の遊歩道を整備し、「峰山親子風っ子トレイルラン」を開催するなど、
地域の活性化のため、幅広い取り組みをしています。
　現在、藤野観光協会の副会長も務める志村さん。活動の原点は、「地域のた
めに何かをしたい」との思いです。

志村孝夫さん

平平成成2255年年度度 児児童童保保育育園園のの入入所所申申しし込込みみ

電話番号所在地児童保育園名受付日
０４２－７８０－１４１２
※休園中のため津
久井保健福祉課

緑区青根１２８７青根児童保育園１２月１２日（水）

０４２－７８５－０１１７緑区鳥屋１３６５鳥屋児童保育園　　１３日（木）

地域復活のためにできることを

学校の課外授業
でヤツボの清掃
に協力する県立
相模原総合高校
の生徒たち

「大島水場のヤツボ
を守る会」の皆さん。
アジサイを植栽して
いる水場のヤツボで
はホタルを見ること
もできます。

津久井地域の間
伐材を利用した
手作りのベンチ

相模川 
自然の村公園 

至城山 至田名 

大島中ノ郷のヤツボ

大島 日々神社前 水場 古清水 

48

中の郷 

交通　橋本駅からバス
「望地キャンプ場入口」
行き「水場」下車徒歩
２分 

交通　橋本駅からコミュニ
ティバス「相模川自然の村」
行き「中の郷」下車徒歩３分 

交通　橋本駅からバス
「望地キャンプ場入口」
行き「古清水」下車徒歩
５分 

大島水場のヤツボ 古清水上組のヤツボ

相模川自然の村入口 神澤 
不動尊 

渓松園 

日　時　１１月２１日（水）午後７時　　会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）　
傍聴席数　２０席（抽選）　※傍聴希望者は午後６時４０分～５５分にシティ・プラザはしもと内６階会議室１へ
※緑区区民会議の会議録は、緑区ホームページ、緑区役所行政資料コーナー、緑区内の各まちづくりセンターや出張所・公民館でご覧になれます。

次回の
区民会議

お問い合わせ
緑区役所地域政策課　1０４２－７７５－８８０１

受付時間　午後２時～４時
対　象　３～５歳の人（平成１９年４月２日～２２年４月１日生まれ）
申し込み　申込書など必要書類を持って、子どもと一緒に、直接、希

望の児童保育園へ　※申込時に面接をします
※受付日に都合が悪い場合は、１２月１４日（金）に津久井保健福祉課で
も受け付けます。

※必要書類や入所基準など詳しくは、鳥屋児童保育園、津久井保健福
祉課、保育課にある「児童保育施設入所申し込みのご案内」（申込書
付き）や市ホームページの 暮らしの情報 → 子育て をご覧ください。

お問い合わせ　津久井保健福祉課　1０４２－７８０－１４１２

破顔一笑 破顔一笑 破顔一笑 

地地域域がが守守るる癒癒ややししススポポッットト““ヤツボ””

お問い合わせ　大沢まちづくりセンター　1０４２－７６１－２６１０
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２０１２年 平成２４年 

No.００３２ 

区の人口・世帯 

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

発行／相模原市　　編集／中央区役所総務課 

1０４２－７６９－９８０２ 

人　口 人 ２６７，２９９ 
男 １３５,３６６ ／ 女 １３１,９３３ 

（８４増） 

１１４,２３５ 世帯数 世帯 （１６２増） 
平成２４年１０月１日現在 （　）は前月との増減 
 

中央区内のイベント情報や地域の話題などを発信中です！Facebook ページ「相模原市中央区」
http://www.facebook.com/sagamihara.chuoku

▲

みんなの力で地域をきれいに みんなの力で地域をきれいに 

感謝状を手にしたＦ．Ｃ．ボランティアの皆さん

次 回 の
区民会議

お問い合わせ
中央区役所地域政策課
1０４２－７６９－９８０１

　区内の各地域で、さまざまな団体がボランティアで道路や

公園などの清掃を行っています。今回は、日々活動している

団体から、国道１６号相模原警察署前交差点の美化清掃活動を

している「Ｆ   ．Ｃ
エフ

   ．ボランティア」を紹介します。
シー

さがみはら さがみはら 旬 の の 

さがみはら の 

  材　料  （４人分） サツマイモ：１本（３００ｇ）　バター：小さじ１
 サラダ油：大さじ２　スティックシュガー：１本

  作り方    ●１  サツマイモを1㎝厚の輪切りにする。
●２  フライパンにバター、サラダ油を入れ、●１ を平らに並べる。
●３  焦げないように火加減を調節し、箸が刺さるまで両面を焼く。
●4  仕上げにスティックシュガーを振りかけて出来上がり。

提供　食生活改善推進団体 わかな会

サツマイモは相模原台地でもよく育つ

ため、どの家庭でも作られていました。

ほうろく焼きは、家族の喜ぶおこじゅ

う（おやつ）として食べられていまし

た。

サツマイモのほうろく焼き

発信！ 

～地域で防犯！横山地区青色防犯パトロール隊～ 横山地区

※このコーナーでは、区民によるまちづくりの取り組みを紹介します。

　横山地区では平成１８年から地区自治会連合会防犯部として、
青色回転灯装備車（青パト）による地区内の防犯パトロールを
実施してきました。昨年には、「横山地区青色防犯パトロール
隊」として独立し、さらにパトロールを充実させました。現在、
パトロールに必要な知識を習得した隊員約２０人で、児童・生徒
の通学時間などに地域を見回っています。
　防犯パトロール、声掛けなど、地域を見守る取り組みが犯罪
を未然に防ぎます。これからも「地域の安全と安心を守り続ける！」の決意のもと、活動
していきます。

お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

　Ｆ．Ｃ．ボランティア（代表：伊藤紀子さん）は、７年前に活動を開始
し、道路清掃、植栽帯や花壇の手入れをしています。
　はじまりは、いつも通る交差点をきれいにしたいとの、伊藤さんとその
友人の２人の思いからでした。
　今では、清掃活動を見て参加を申し出た人をはじめ、近隣企業の社員、
介護学校や中学校・高校の生徒も参加しています。さらに、就職支援機関
などを通じて、社会参加のきっかけとして加わる人など、Ｆ．Ｃ．ボラン
ティアへの賛同の輪が広がっています。
　今年９月、このような活動が認められ、国土交通省関東地方整備局から
感謝状が贈呈されました。
　「２人から始まった活動が、今では多くの人が参加してくれるようにな
り、とても感謝しています。これからも、皆さんと力を合わせ、私たちの
まちをきれいにしていきます。」と笑顔で伊藤さんは話していました。
※Ｆ．Ｃ．ボランティアの「Ｆ．Ｃ．」は、「フラワー　クリーン」の略です。

　一緒に清掃活動をしてみませんか？　

　年内の活動は、１２月６日（木）・２８日（金）を予定しています。希望者は、当
日午前８時３０分に相模原警察署前へ

大野北公民館前のモミの木が、今　大野北公民館前のモミの木が、今
年もクリスマスイルミネーションで年もクリスマスイルミネーションで
飾られます。飾られます。
点灯式と、マンドリン、ハンドベ　点灯式と、マンドリン、ハンドベ

ルや軍楽隊の演奏ルや軍楽隊の演奏、聖歌隊の合唱が、、聖歌隊の合唱が、
素敵な夜を演出します。素敵な夜を演出します。
日にち　１２月１日（土）〈雨天決行〉
時　間　午後５時１５分～６時５０分
会　場　大野北公民館

お問い合わせ　大野北クリスマス・イルミネーション 
実行委員会（大野北公民館内） 
1０４２－７５５－６６０１

　区民の皆さんと行政とが一緒になって中央区の魅力を再発見・創造し、広く区内外に向け
て発信していくための委員会が発足しました。今後、区のイメージソングの制定や区民交流
を促す催しなどにより、区としての一体感や区民意識を高める取り組みを進めていきます。
お問い合わせ　中央区魅力発信実行委員会事務局（中央区役所地域政策課内）　1０４２－７６９－９８０１

　ステージ発表、各種団体のＰＲをはじめ、交通安全、防
災、子どもの遊び等の各コーナーや模擬店など盛りだくさ
んです。中央区の魅力をＰＲするブースも出展します。
日にち　１１月２３日（祝）〈雨天決行〉
時　間　午前９時５０分～午後３時
会　場　淵野辺公園
お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

国土交通省から表彰 

大野北クリスマスツリー 
点灯式・コンサート 

大野北クリスマスツリー 
点灯式・コンサート 

「中央区魅力発信実行委員会」発足「中央区魅力発信実行委員会」発足

光光光光光光光光光光光ががががががががががが丘丘丘丘丘丘丘丘丘丘丘わわわわわわわわわわわががががががががががが町町町町町町町町町町町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タタタタタタタタタタタ

日　時　１２月６日（木）午後２時　　会　場　環境情報センター
傍聴席数　１０席（抽選）※傍聴希望者は午後１時５０分までに直接会場へ
議　題　重点的に取り組むテーマについて検討します。　　前回の内容　今後の進め方などの審議が行われました。
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２０１２年 平成２４年 

No.００３２

区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 11 15
人　口 人 ２７５,３１５

１２２,５３８世帯 

男 １３６，６４６ ／ 女 １３８，６６９ 
（３０減） 

（２減） 
平成２４年１０月１日現在 （　）は前月との増減 
 

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

発行／相模原市　　編集／南区役所総務課 

1０４２－７４９－２１３４ 

地域の文化活動を育み、 
みんなで楽しむ 

地域の文化活動を育み、 
みんなで楽しむ 

地域の文化活動を育み、 
みんなで楽しむ 

今回紹介する２つの祭りは、地域で行われている

さまざまな活動発表の場として、また、地域の活性

化を目的に始まりました（地域活性化事業交付金※

を活用）。どちらも子どもから高齢者までみんなが

楽しめて、主催者と参加者が一体となり、人と人と

の輪が広がる手作りの祭りです。

実行委員長　若月　智さん
　このフェスタは、「元
気と笑顔があふれるま
ちに！！」をテーマに、
素晴らしい才能を持つ
地域のアーティストた
ちの発表・交流の場と
して始まりました。
　ステージでは４００人
以上が演技を繰り広げ、見る人の拍手や
笑顔があり、フィナーレには出演者と来
場者、スタッフ全員の鳴子踊りで、会場
全体に大きな交流の輪が広がります。
　多くの人が楽しみに訪れる「相模台芸
術フェスタ」が地域に根差すことを願っ
ています。

相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模台台台台台台台台台台台芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸術術術術術術術術術術術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タタタタタタタタタタタ
～きらりと光る地域のちから～

日にち　１１月２３日（祝）
時　間　午前９時～午後４時
会　場　相模台中学校

お問い合わせ
相模台芸術フェスタ実行委員会　1０８０－６７０９－９０７９

相相相相相相相相相相相武武武武武武武武武武武台台台台台台台台台台台芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸術術術術術術術術術術術祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭
日にち　１２月１６日（日）
時　間　午前９時～午後５時
会　場　もえぎ台小学校

お問い合わせ　相武台芸術祭実行委員会
（ミハタスポーツセンター内）　1０４６－２５７－９０８２

実行委員長　三畑武一さん
　この芸術祭は、
相武台地区で活
動する各地域団
体が実行委員会
を構成し、地域
の皆さんの協力
により開催して
います。
　出演者は、このステージをきっ
かけに活動の幅を広げたり、観客
は家族や知人の発表を楽しんだり
と、会場にみんなの生き生きとし
た笑顔があふれます。
　今年はもえぎ台小学校を会場に、
「立川らく朝さん（落語家）」の出演
や在日米陸軍（キャンプ座間）との
交流事業もあり、多くの皆さんに
楽しんでいただけると思います。

　県立麻溝台高校陸上部は、第４回本屋大賞を受賞し
た小説「一瞬の風になれ」で主人公が所属する陸上部
のモデルとなった部です。作者の佐藤多佳子さんが数
年にわたり同部を取材して執筆し、小説には学校が所
在する南区内の風景も描かれています。また、同部の
練習を見ていると、小説の一場面に重なる景色と出会
えました。
　この小説を読んで入部する生徒もいて、近年部員も
増え、活動はさらに充実してきました。練習は同校グラウンドのほか、隣接する
北里大学の広いグラウンドも使用して行われています。顧問の大倉幸博先生によ
ると、これは大変恵まれた環境とのことで、生徒たちの努力もあって、平成２２年
からは３年連続してインターハイに出場しています。

　特に今年のインターハイでは、柿島  裕 選手（３年）
ゆたか

がやり投げで創部以来初めての優勝を果たしました。
柿島選手は中学校では野球部に所属していましたが、
高校で陸上部に入り、その才能を見出されてやり投げ
を始めたそうです。同部では、陸上経験の少ない選手
も着実に実力を伸ばしていて、今後の活躍が期待され
ます。

麻溝台高校陸上部麻溝台高校陸上部

お問い合わせ　県立麻溝台高校　1０４２－７７８－２７３１

行ってきました！ 行ってきました！ Vol.

南区の社会科見学 南区の社会科見学 22
南区内の隠れスポット、歴史、人物、産業などを紹介します

※地域活性化事業交付金は、より多くの市民の参加と協働による地域の活性化をめざし、まちづくりのために地域で活動する皆さんの自主的な事業に対して認定・交付されています。

南区区民会議を開催
日　時　１２月５日（水）午前１０時　会　場　市南区合同庁舎３階講堂
傍聴席数　４０席（抽選）
※傍聴希望者は午前９時４５分までに直接、同庁舎４階会議室２へ

お問い合わせ　南区役所地域政策課　1０４２－７４９－２１３５

振り込め詐欺の手口
○子どもや孫を名乗りお金の振り込みを要求する。
○家族等の代理人を装い自宅等に現金を受け取りに
来る。

○警察官等を名乗りキャッシュカードを受け取り、
暗証番号を聞き出す。

こんな電話には注意を！！
○子どもや孫から「電話番号が変わった」「違う携
帯から電話している」という連絡があった。

○「今日中にお金が必要だ」と頼まれた。
○「友人・会社の人が代わりに受け取りに行く」と言われた。

慌てず落ち着いて警察や友人に相談しましょう！
お問い合わせ　相模原南警察署　1０４２－７４９－０１１０

柿島 裕選手

第３回第２回

バンド演奏や 
キッズダンス、民舞、 
詩吟、鳴子踊りなど 
全33組のパフォーマンス 

和太鼓や大道芸、 
ストリートダンス、 
アクロ体操など全25組 
のパフォーマンス�

テレビドラマ化された小説の舞台

電話の相手は誰!? 振り込め詐欺に注意!!電話の相手は誰!?　振り込め詐欺に注意!!
平成２４年南区内の被害状況
（１０月３１日現在）

件数　１０件
金額　２，２９２万６，０００円 被害多発



○ウ○南○橋○城○津○湖○藤
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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

○ウ○南○橋○城○津○湖○藤

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

申込内容・時間・対象など会場日にち教室名

○8 

　離乳食の講習、簡単な実習と試食
時間　午後１時～２時１５分
対象　開催日に、生後５～６か月になる

初めての子の保護者とその家族
定員　２０人（申込順。調整あり）

○湖１２月２１日（金）赤ちゃん
セミナー

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

家族
申し込み　電話で１２月２８日までにコールセンタ

ー（1０４２－７７０－７７７７）へ

○南
平成２５年　　
１月９日（水）
　　１６日（水）
　　２３日（水）

ハロー
マザークラス
〈全３回〉

　むし歯予防の秘けつや歯みがきの裏技実演
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　平成２３年１０月～２４年２月生まれの乳幼児

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

－７７７７）へ

○南
１２月４日（火）

親子で 歯 っぴぃ
は

ちゃれんじ
大作戦！

１２月１７日（月）

○ウ
１２月１１日（火）

１２月２８日（金）

○橋１２月２６日（水）

○9 

　出産後の体を適正体重に保つ運動体験
時間　午前１０時～正午
対象　生後４～６か月の乳児と２０歳以上

の母親
定員　２０組（申込順）※保育なし

○ウ１２月１９日（水）産後ママの
エクササイズ

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

○南１２月７日（金）
ぴよぴよ
サロン

○9 ○ウ１２月１４日（金）

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

（相談員）

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

○橋
○ウ
○南午前８時３０分

　～午後５時
（祝日を除く）

月～金曜日

健康相談
電話相談
（保健師）

○津月・木曜日

○湖火曜日

○藤水曜日

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

1０４２－７０１－７７１５ 
○ウ ＝中央障害福祉相談課

1０４２－７６９－９８０６ 
○橋 ＝緑障害福祉相談課 

1０４２－７７５－８８１１

○南
午後１時
　～２時

１２月１１日（火）

精神
保健相談
（精神科医）

１２月２７日（木）

○ウ
１２月１２日（水）

１２月２５日（火）

○橋午前１０時
　～１１時１２月１８日（火）

○9 

　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）

○ウ午前９時　　
　　９時３０分
１０時

　　１０時３０分

１２月３日（月）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士）

○１０ ○南１２月１１日（火）

○8 ○橋
午前９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分
　　１１時

１２月４日（火）

○１２ ○津
午後１時３０分
　　１時４５分
　　２時
　　２時３０分

１２月１７日（月）

○１０ 　食事の相談
持ち物　母子健康手帳か、健康

手帳（持っている人）

○南午後１時
　～３時３０分１２月１２日（水）栄養相談

（栄養士） ○9 ○ウ午前９時
　～１１時３０分１２月１７日（月）

○5 

　エイズ、性器クラミジア、
梅毒の検査・相談（無料・匿
名）
定員　各１２人（申込順）
※１２月４日はエイズ検査のみ

○橋午後２時
　～４時

１１月１７日（土）

エイズ等の
検査・相談

１２月１日（土）

○ウ午前９時
　～１１時

１１月２０日～
１２月１１日の
毎週火曜日

○5 
　その日のうちに結果がわか
るエイズ検査（無料・匿名）
定員　各１５人（申込順）

○ウ
午前９時
　～１０時３０分
午後６時
　～７時１５分

１２月４日（火）エイズ
即日検査

○6 

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

○ウ午前９時
　～１０時１２月５日（水）

健康チェック
～１９歳から３９歳
のあなたへ～

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

午前９時～１１時
午後１時～４時

月～金曜日
（祝日を除く）

電話歯科相談
（歯科医）

○7 
　ブラッシング方法などの相
談や、すぐに測れるお口の元
気度チェック

○橋午前９時３０分
　～１１時３０分１２月１２日（水）歯科相談

（歯科衛生士） ○南午前１０時
　～１１時３０分１２月１４日（金）

○7 対象　障害のある人（児）○ウ午後１時３０分
　～２時３０分１２月２５日（火）特別歯科相談

（歯科医） ※○南 ○橋○湖 でも実施。日程はお問い合わせください。

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 

大野南○こ 、△向陽○こ １２月４日（火）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

大野台○こ １２月５日（水）
新磯○こ 、鹿島台○こ １２月６日（木）
上溝南○こ 、星が丘○こ １２月７日（金）

○藤 、清新○こ 、陽光台○こ 、
△田名○こ 、富士見○こ 

１２月１１日（火）

△○津 、横山○こ 、並木○こ １２月１２日（水）

△相模台○こ 、大沼○こ １２月１３日（木）
大島○こ 、橋本○こ １２月１４日（金）

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 

●高齢者のための事業案内●
申込内　容会場時　間日にち事業名

○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２７日（火）
高齢者

認知症相談
１２月１１日（火）

○2 ○橋午後１時
　～３時１２月５日（水）

●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、本紙平成２５年１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
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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。

●もっと健康になるための教室●

申込内容・対象など会場時　間日にち教室名

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

支障がない人
定員　ダンベル体操（１４日）＝

２０人、ダンベル体操（１５
日）＝３０人、ソフトエア
ロビクス、ボールエクサ
サイズ＝各１５人（申込順）

○南午後２時
　～４時

１２月１４日
（金）ダンベル

体操 ○9 ○ウ１２月１５日
（土）

○１０ ○南
午後７時
　～９時

１２月２１日
（金）

ソフト
エアロビクス

午後２時
　～４時

１２月２３日
（日）

ボール
エクササイズ

○9 

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

テロール値等が高く、運動
が必要な人（６か月以内に
受診した健診結果が必要）

費用　１，０００円

○ウ
午後　　　
１時１５分～
４時１５分　

１２月２０日
（木）

運動
プログラム
作成コース

※受講後、運動習慣定着コース（１０日間）に続けて参加できます。

　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。

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

※○包 ＝地域包括支援センター
申込先会　場時　間日にち

1０４２－７５８－８２７８大野中○包 午後１時３０分～３時４５分１２月１１日（火）
1０４２－６８６－６７０５藤　野○包 

午前９時１５分～１１時３０分

１２月１３日（木）
1０４６－２５２－７６４６新　磯○包 
1０４２－７７１－３３７３清　新○包 

１２月１４日（金）
1０４２－７５１－６６６２横　山○包 
1０４２－７７３－５８１２橋　本○包 

１２月１８日（火）
1０４２－７５８－７７１９星が丘○包 
1０４２－７６６－３４８１大野南○包 

午後１時３０分～３時４５分 1０４２－７５０－１０６７光が丘○包 
1０４２－７４１－６６６５相模台○包 
1０４２－７４５－２６４４相武台○包 午前９時１５分～１１時３０分１２月２０日（木）

申込先会　場時　間日にち
1０４２－７４０－７７０８東　林○包 午後１時３０分～３時４５分１１月２２日（木）
1０４２－７７７－６８５８麻　溝○包 

午前９時１５分～１１時３０分
１１月３０日（金）

1０４２－７８３－００３０城　山○包 
１２月４日（火） 1０４２－７６８－２１９５大野北○包 

1０４２－７６４－６８３１田　名○包 午後１時３０分～３時４５分
1０４２－７８０－５７９０津久井○包 午前９時１５分～１１時３０分

１２月６日（木）
1０４２－６８５－１５３８相模湖○包 午後１時３０分～３時４５分
1０４２－７６８－１８０５上　溝○包 

午前９時１５分～１１時３０分
１２月７日（金）

1０４２－７６０－１２１０大　沢○包 
１２月１１日（火） 1０４２－７３０－３８８６中　央○包 

1０４２－７５２－１３２１小　山○包 午後１時３０分～３時４５分

生活リハビリ相談
理学療法士などによる機能訓練や住宅改修、福祉用具などの相談に応じます。
定　員　各３人（申込順）　　申し込み　電話で各申込先へ

精神科セカンドオピニオン外来
日　時　１２月１７日（月）午後２時～４時　　会　場　けやき会館
対　象　自身の治療方針について、主治医以外からの意見を求める、精神

科で治療中の人＝３人（抽選）
※医療過誤や訴訟に関する内容などは受けられない場合があります。
費　用　２，０００円
申し込み　電話で１１月２６日までに精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

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

会　場日にち区　分
あじさい会館１２月３日（月）、平成２５年１月７日（月）

肢体
不自由

南保健福祉センター１２月２０日（木）、２５年１月１７日（木）　　

城山保健福祉センター１２月２６日（水）、２５年１月２３日（水）　　
南保健福祉センター　　１２月１２日（水）

聴覚障害
城山保健福祉センター２５年１月１６日（水）

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

装具購入等の判定が必要な人
申し込み　電話で住んでいる地区の担当課へ

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

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１７日、平成２５年１月２１日、２月４日・１８日、３月４日の月曜日
時　間　午前９時４５分～１１時４５分
対　象　６５歳以上（介護保険要介護・要支援者を除く）で、次のいずれか

に該当する人＝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２２日までに介護予防推進課中央班（1０４２－７６９－

８３４９）へ

マタニティオーラルセミナー〈全２回〉
～元気な赤ちゃんはママのお口の健康から～

　妊娠期の 口  腔 内の疾患が赤ちゃんに及ぼす影響、妊娠期の口腔ケアにつ
こう くう

いての講義・体験と歯科健康診査を行います。
日　時　１２月１２日（水）午後１時３０分～３時３０分
※当日、２回目の日程をお知らせします（１２月下旬～平成２５年１月中旬を
予定）。
会　場　南保健福祉センター
対　象　妊娠２８週未満の妊婦＝６４人（申込順）
申し込み　電話で健康企画課（1０４２－７６９－８３４５）へ

脳を鍛える！ 脳活道場〈全１３回〉
　ウオーキングや調理などのグループワークを通して、脳の活性化を図り
ます。
日にち　１２月１２日～平成２５年３月１３日の毎週水曜日（１月２日を除く）
時　間　午前１０時～正午
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　６５歳以上で介護認定を受けていない、物忘れなどが気になる人
定　員　１４人（選考）　　費　用　無料（調理実習は実費）
申し込み　電話で１１月２２日までに介護予防推進課中央班（1０４２－７６９－

８３４９）へ

グッバイ脂肪！ウェルカム美貌♪〈全２回〉

　やせやすい体づくり、リバウンドしにくい生活習慣を実践するため、血
管・体年齢や運動量の測定、バランス栄養食について学びます。
日　時　１２月３日・１０日の月曜日午後１時３０分～３時３０分
会　場　南保健福祉センター　　対　象　市内在住の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

生活習慣病
予防教室

つらさや不安を
かかえ込んでいませんか？

　がん体験者が自らの体験をもとに、がん患者やその家族の相談（ピアサ
ポート※）に応じます。　※同じような立場の人によるサポート
日　時　１２月①９日（日）②２３日（日）午前１０時～午後３時
会　場　①南保健福祉センター②ウェルネスさがみはら
対　象　がん患者やその家族＝各４組（各組１時間）
申し込み　電話で健康企画課（1０４２－７６９－８３２２）へ

がん
ピアサポート

お酒と長～いおつき合い
～めざせ！スマートドリンカー～

日　時　１１月３０日（金）午後７時～８時３０分
会　場　プロミティふちのべ（中央区鹿沼台）
対　象　市内在住か在勤のお酒の量を減らしたい・賢くお酒を飲む方法に

ついて勉強したい人
申し込み　電話か、ファクスに住所、氏名、電話番号を書いて、地域保健

課（1０４２－７６９－９２４１　6０４２－７５０－３０６６）へ

アルコール
節酒教室
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