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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…
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九都県市首脳会議で広域的課題を議論
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別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

3
ウインターイルミネーション情報 

 今号の主な内容 L I N E U P

　１１月１３日、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市
の知事・市長で構成する「九都県市首脳会議」が
千葉市内で開催され、地震災害への対応や新たな
子ども・子育て支援制度などについて活発な意見
交換が行われました。 
　本市からは、地域の実情に応じた雇用対策事業
が実施できるよう、共同して国へ要望することを
提案し、合意を得ました。 

お問い合わせ　広域行政課　1０４２－７６９－８２４８
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11月1日現在（　）は前月との増減

市の人口・世帯 人 口  720,168人　（459増）
男  361,672人/女  358,496人

世 帯  309,523世帯　（468増）

本本本本本本本本格格格格格格格格的的的的的的的的なななななななな寒寒寒寒寒寒寒寒ささささささささのののののののの訪訪訪訪訪訪訪訪れれれれれれれれととととととととととととととととももももももももにににににににに　本格的な寒さの訪れとともに、、、、、、、、街街街街街街街街ははははははははままままままままばばばばばばばばゆゆゆゆゆゆゆゆいいいいいいいいイイイイイイイイルルルルルルルルミミミミミミミミネネネネネネネネーーーーーーーーシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンンのののののののの光光光光光光光光にににににににに包包包包包包包包ままままままままれれれれれれれれまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。、街はまばゆいイルミネーションの光に包まれます。

ここここここここのののののののの季季季季季季季季節節節節節節節節、、、、、、、、商商商商商商商商工工工工工工工工会会会会会会会会、、、、、、、、商商商商商商商商業業業業業業業業施施施施施施施施設設設設設設設設、、、、、、、、大大大大大大大大学学学学学学学学、、、、、、、、民民民民民民民民間間間間間間間間テテテテテテテテーーーーーーーーママママママママパパパパパパパパーーーーーーーーククククククククななななななななどどどどどどどどがががががががが演演演演演演演演出出出出出出出出すすすすすすすするるるるるるるるウウウウウウウウイイイイイイイインンンンンンンンタタタタタタタターーーーーーーーこの季節、商工会、商業施設、大学、民間テーマパークなどが演出するウインター

イイイイイイイイルルルルルルルルミミミミミミミミネネネネネネネネーーーーーーーーシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンンをををををををを、、、、、、、、市市市市市市市市内内内内内内内内ののののののののああああああああちちちちちちちちここここここここちちちちちちちちでででででででで楽楽楽楽楽楽楽楽ししししししししむむむむむむむむここここここここととととととととががががががががででででででででききききききききまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。イルミネーションを、市内のあちこちで楽しむことができます。

街街街街街街街街をををををををを行行行行行行行行きききききききき交交交交交交交交うううううううう人人人人人人人人々々々々々々々々のののののののの心心心心心心心心をををををををを潤潤潤潤潤潤潤潤しししししししし、、、、、、、、地地地地地地地地域域域域域域域域をををををををを元元元元元元元元気気気気気気気気ににににににににししししししししててててててててくくくくくくくくれれれれれれれれるるるるるるるるウウウウウウウウイイイイイイイインンンンンンンンタタタタタタタターーーーーーーーイイイイイイイイルルルルルルルルミミミミミミミミネネネネネネネネーーーーーーーーシシシシシシシシ　街を行き交う人々の心を潤し、地域を元気にしてくれるウインターイルミネーシ

ョョョョョョョョンンンンンンンン。。。。。。。。たたたたたたたたくくくくくくくくささささささささんんんんんんんんのののののののの人人人人人人人人たたたたたたたたちちちちちちちちのののののののの想想想想想想想想いいいいいいいいがががががががが詰詰詰詰詰詰詰詰ままままままままっっっっっっっったたたたたたたたささささささささががががががががみみみみみみみみははははははははららららららららのののののののの冬冬冬冬冬冬冬冬のののののののの魅魅魅魅魅魅魅魅力力力力力力力力ををををををををぜぜぜぜぜぜぜぜひひひひひひひひおおおおおおおお楽楽楽楽楽楽楽楽ししししししししみみみみみみみみくくくくくくくくョン。たくさんの人たちの想いが詰まったさがみはらの冬の魅力をぜひお楽しみく

だだだだだだだだささささささささいいいいいいいい。。。。。。。。ださい。

津久井湖城山
イルミネーション

期　間　１２月２５日（火）まで
時　間　午後５時～９時
会　場　県立津久井湖城山公園

花の苑地
お問い合わせ　同実行委員会
（津久井観光協会内）
1０４２－７８４－６４７３

相模大野
ステーションスクエア
クリスマスツリー

期　間　１２月２５日（火）まで
時　間　午前１０時～午後１１時
会　場　相模大野駅南北自由通路

お問い合わせ
相模大野ステーションスクエア

1０４２－７６７－１０００

相模原ウインター
イルミネーション

期　間　１２月３日（月）～ 
　１月中旬

時　間　午後５時～１１時
会　場　相模原駅南口ペデス

トリアンデッキほか　
お問い合わせ

市観光協会（商業観光課内）
1０４２－７６９－８２３６

ささささささががががががみみみみみみ湖湖湖湖湖湖イイイイイイルルルルルルミミミミミミリリリリリリオオオオオオンンンンンンさがみ湖イルミリオン
期　間　４月１４日（日）まで　　時　間　午後５時～９時３０分
会　場　さがみ湖リゾート　プレジャーフォレスト　　　　　　
※１月６日までは毎日開催。以降は土・日曜日、祝日と特定日に開催。
※点灯時間は季節により異なります。　※観覧には料金が必要です。

お問い合わせ
さがみ湖リゾート　プレジャーフォレスト　1０４２－６８５－１１１１

橋本駅前
イルミネーション

期　間　通年
時　間　午後５時～１０時
会　場　同駅北口ペデストリア

ンデッキほか
お問い合わせ

商業観光課　1０４２－７６９－９２５５

※このほか、市内で鑑賞
できるイルミネーショ
ンに関する情報は１２㌻
をご覧ください。
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参加者募集 市ひとり親家庭在宅就業支援事業

　　　　コミュニティバスの車体広告

年末年始を安全に
年末年始特別警戒　１２月１日～１月３日
　年末年始は、防犯に関して手薄になりやすい時期です。被害に遭わない
よう注意しましょう。

振り込め詐欺に注意！
　「携帯電話の番号が変わった」、「キャッシュカードを預かります」と
電話をかけ、現金をだまし取る振り込め詐欺が多発しています。
○お金の振り込みを要求する電話がかかってきたら必ず、本人や家族に確
認し、振り込む前に家族や交番、警察に相談する。

ひったくりなどの街頭犯罪に注意！
【ひったくり対策】　　○歩行中はバッグを車道と反対側に持つ。

○自転車の前かごに防犯ネットを付ける。
【車上ねらい対策】　　○車を離れるときはバッグなどを必ず持ち出す。

○手荷物が多いときはトランクに入れる。
【自転車の盗難対策】　○鍵は二重に掛け、駐輪場を利用する。
【わいせつ行為・つきまとい対策】　○明るく人通りの多い道を利用する。

空き巣に注意！
○二重ロックや防犯フィルム、センサーライトなどの防犯対策をする。
○長期不在の場合は新聞の配達を止める。
　
年末の交通事故防止運動　１２月１１日～２０日
無事故で年末 笑顔で新年

　年末は交通量や飲酒の機会が増え、交通事故が多発する時期です。一人
ひとりが交通ルールとマナーを守り、交通事故の防止に努めましょう。

飲酒運転は絶対にやめましょう
　飲酒を伴う会合には、自動車や自転車で行かない。また、車両を運転す
る人に、酒類を絶対に提供しないようにする。
歩行者（特に高齢者）と自転車の交通事故に気を付けましょう
　夜間の外出には、目につきやすい「明るい服装」や「夜光反射材」を身
に付ける。自転車の夜間走行時は、前照灯を点灯し、「夜光反射材」を活
用する。

シートベルトとチャイルドシートの着用を徹底しましょう
　自動車に乗車するときは、後部座席の人も着用を徹底する。

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

　国会（参議院）と憲政記念館を見学します。
日にち　１月１１日（金）
集　合　市役所＝午前７時１５分、市南区合同庁舎＝午前７時４５分
対　象　市内在住の２０歳以上の人
定　員　５６人（抽選）
申し込み　はがきかＥメール（１通２人まで）に全員の住所・氏名・年齢・

電話番号、希望集合場所を書いて、１２月１７日（必着）までに市選挙
管理委員会事務局（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　Ｅメール 
senkan@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

お問い合わせ　市選挙管理委員会事務局　1０４２－７６９－８２９０

国会等施設見学会

　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り、経済的な自立を支援することを目的に、２月から、
同事業（第２期）を開始します。

対　象　市内在住のひとり親家庭の父か母で、２０歳未満の子と生計を同じ
にしている人＝８０人（選考）

選考方法　事業の参加希望者を対象に面接を行い決定します。
※事業へ参加するには説明会への出席が必要です。
※説明会の日程など詳しくは、こども青少年課、各こども家庭相談課など
にあるチラシか、同事業運営事務局のホームページ（http://www.saga 
mihara-telework.com/）をご覧ください。

お問い合わせ　同事務局（パソナテック内）　1０５０－３０３３－８５２２

事業の概要
○参加者の能力開発
　ＩＴ（情報技術）を活用したコールセンター業務、データ入力業務
などの在宅就業の支援を行います。また、コミュニケーション能力や
ビジネスマナーなどを学ぶビジネススキル訓練、ＩＴの基礎知識・技
術を身に付けるＩＴスキル訓練等を行い、訓練手当を支給します。
基礎訓練　４か月（月５４時間以上）訓練し、月額５万円を支給
応用訓練　実務を行いながら１０か月（月２８時間以上）訓練し、月額２万

５，０００円＋実務報酬を支給
○在宅業務の提供
　　訓練修了者には、訓練修了後も継続して在宅業務を提供します。
○参加者への支援
　　託児スペース、メンタルサポート等の電話相談窓口などを設けます。

１２月１６日（日）衆議院議員総選挙
　第４６回衆議院議員総選挙、第２２回最高裁判所裁判官国民審査を行います。
国民の代表を決める大事な選挙です。あなたの一票を大切にしましょう。

投 票 日　１２月１６日（日）　　
投票時間　午前７時～午後８時

※衆議院議員総選挙は、１２月５日から期日前投票できます。また、１２月９
日からは国民審査も同時に投票できます。
※期日前投票所など詳しくは、１２月上旬発行の本紙号外をご覧ください。

お問い合わせ　市選挙管理委員会事務局　1０４２－７６９－８２９０

　平日や日中に、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、納税相談窓口を開設します。電話での相談もできます。

※１６日（日）は、市役所本館正面玄関は衆議院議員総選挙等の投票所出入
り口になるため、納税課へお越しの際は、本館裏玄関をご利用ください。
※夜間納税相談窓口のご利用で午後６時以降に納税課へお越しの際は、市
役所本館裏玄関の守衛室で入館手続きをしてください。

電話番号会　場
日　時

夜　間休　日

０４２－７６９－８３００納税課※　　　　　　　　
（市役所第２別館２階）　１２月１１日（火）

　　１８日（火）
午後５時３０分
　～７時　　

１２月９日（日）
　　１６日（日）
午前９時　　
　～午後４時

０４２－７４９－２１６３南市税事務所　　　　　　
（市南区合同庁舎３階）　

０４２－７７５－８８０８

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

市税（国民健康保険税を除く）

休日・夜間納税相談窓口のご利用を

　コミュニティバスせせらぎ号（アリオ橋本・橋本駅南口～相模川自然の
村）の車体への広告掲出を通じて、運行を支援していただける事業者を募
集します。
掲出期間　４月１日～平成２６年３月３１日
掲出箇所　車体右側面２か所、後面１か所
　　　　　（３台、合計９枠）
規　格　１枠 ＝ 縦３０㎝×横９５㎝
費　用　１枠 ＝ 年額１２万円
申し込み　必要書類を、直接か郵送で１２月３日

～１月１８日（必着）に交通政策課（〒２５２
－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２４９）へ

※必要書類など詳しくは、市ホームページの 市政情報 → 交通 → バス を
ご覧になるか、お問い合わせください。

※さがみはらまちづくり債（５年債）については、本紙１月１日号でお知
らせします。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

「潤水都市さがみはら債」と「さがみはらまちづくり債」（２月中旬発行）の主な違い
さがみはらまちづくり債潤水都市さがみはら債

住民参加型市場公募地方債全国型市場公募地方債種　　別
１０億円１００億円発行総額
５年１０年償還年限
市内在住で２０歳以上の人なし購入資格

１月１日～１月中旬を予定取扱金融機関へお問い合わせ
ください申込期間

２月中旬を予定１２月１０日～１８日販売期間
事前に往復はがきを市へ（抽選）直接、取扱金融機関で購入方法
１０万円以上、１０万円単位１万円以上、１万円単位最低購入額

　潤水都市さがみはら債は、道路や公園など、公共施設の整備等に必要な
資金を借り入れるために、市が発行する債券です。
窓口販売期間　１２月１０日（月）～１８日（火）
発行総額　１００億円
購入資格　原則、なし（個人・法人どなたでも購入できます。）
※詳しくは、各取扱金融機関へお問い合わせください。
利　　率　国債の利率を参考に、１２月７日午後決定予定
※決まり次第、市ホームページの 市政情報 → 市の財政 → 市債・ IR情報 
でお知らせします。
申し込み・購入方法　直接、取扱金融機関へ申し込み（先着順）
　　　（窓口販売期間内でも売り切れになる場合があります。）
取扱金融機関　横浜銀行全店、八千代銀行全店（目黒支店を除く）、野村

證券相模原支店・町田支店、大和証券相模原支店、ＳＭＢＣ日興証
券横浜駅前支店、浜銀ＴＴ証券全店

潤水都市さがみはら債（１０年債）を発行

１２月１６日（日）衆議院議員総選挙

潤水都市さがみはら債（１０年債）を発行

募集

市税（国民健康保険税を除く）

休日・夜間納税相談窓口のご利用を

年末年始を安全に

市ひとり親家庭在宅就業支援事業

国会等施設見学会

　　　　コミュニティバスの車体広告
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

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

日　時　１月２４日（木）午後２時～３時４０分
会　場　あじさい会館　
講　師　米良美一さん（歌手）
定　員　１５０人（申込順）
申し込み　電話（１回４人まで）で、１２月２４日までにコールセ

ンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

生きながら生まれ変わる

　人権とは、誰もが生まれながらにして持っている「人が人らしく幸福に
生きていくための権利」です。
　しかし、私たちの周囲には、女性に対する差別やドメスティックバイオ
レンス、子どもや高齢者、障害者に対する虐待や差別、いじめ、北朝鮮当
局による拉致問題など、人権を侵害するさまざまな問題があります。
　また、福島第一原子力発電所の事故の影響により被災した人々が差別さ
れるなど、東日本大震災に起因する人権問題が発生しています。根拠のな
い思い込みや偏見で差別することは人権侵害につながります。優しさを忘
れず、相手の気持ちを考えて行動することを心掛けましょう。
　１２月４日～１０日は「人権週間」、１２月１０日～１６日は「北朝鮮人権侵害問
題啓発週間」です。「ともに生きる」地域社会の実現のために、あらため
て人権について考えてみませんか。

受付窓口時　間相談日
南区役所市民相談室

午後１時３０分
～４時　

１２月４日（火）

津久井まちづくりセンター　　５日（水）

相模湖まちづくりセンター　　６日（木）

緑・中央区役所市民相談室、
城山・藤野まちづくりセンター　　７日（金）

人権啓発講演会

人権のことで困ったときは
　人権擁護委員などが相談に応じます。

人権週間特設相談

希望者は
直接会場へ

お問い合わせ
地域福祉課　1０４２－７６９－９２２２みんなで築こう 人権の世紀

～考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～

街美化アダプト制度
　街美化アダプト制度とは、公園や緑地、道路、河
川敷などの美化活動を、市民の皆さんが自発的に行
い、市が活動を支援する制度です。市民と市がお互
いの役割を分担し、合意に基づいて、清掃や花植え
などの美化活動を進めます。
※制度の内容や実施までの流れなど、詳しくは市ホ
ームページの 市政情報 → 市政への参加・連携 → 
 市民協働 をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－８２２６

インターネット安全教室 
パソコン・携帯電話で思わぬトラブルや犯罪に

まきこまれないために

　インターネットを安全快適に活用する方法や、被害に遭ったときの対処
法など、情報セキュリティの基礎知識を学びます。
日　時　１２月１８日（火）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）
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所（市町名まで）、氏名、年

齢、職業、ファクス番号を書いて、情報セキュリティフォーラム「イ
ンターネット安全教室　相模原会場」係（1０４５－３１１－８７７７　6０４５ 
－３１１－８１０９　Ｅメール seminar３@isef.or.jp）へ

粗大ごみはお早めに！
　コールセンターには、この時期、粗大ごみに関するお問い合わせが最も
多く寄せられますので、粗大ごみの出し方などについて紹介します。

○戸別収集の申し込み
　電話で粗大ごみ受付事務所（1０４２－７７４－９９３３）へ
受 付 日　月～金曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を除く）
受付時間　午前９時～午後６時
※手数料は申込時に確認してください。
※収集日は、申し込みから約７～１０日後になります。

○施設への持ち込み
　自分で直接、次の施設へ車で持ち込んでください。

受 付 日　月～土曜日（１２月３１日～１月３日を除く）
受付時間　午前９時～午後４時
手 数 料　１０㎏ごとに１２０円

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

６４４か所で
４２３団体が活動中

市民と市のパートナーシップで
街をきれいに

相談日　月～金曜日　　時　間　午前８時３０分～午後５時１５分

女性の
人権ホットライン
　夫やパートナーから
の暴力やセクハラ相談
1０５７０－０７０－８１０

子どもの
人権１１０番

　いじめや虐待など子ど
もの人権に関わる相談
7０１２０－００７－１１０

みんなの
人権１１０番

　さまざまな人権問題
についての相談
1０５７０－００３－１１０

来館には公共交通機関のご利用を
　市立図書館（中央区鹿沼台）では、駐車場工事を行います。工事期間中
は駐車収容台数が大幅に減少しますので、来館の際には公共交通機関を利
用してください。利用者の皆さんには大変ご不便をおかけしますが、ご理
解、ご協力をお願いします。
工事期間（予定）　１２月３日（月）～２月２８日（木）

お問い合わせ　市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

家族セミナー 子どもの自立と就職に向けて

対　象　ニート・ひきこもり状態、フリーターなど、就労に困難を抱えて
いる若者の家族＝３０人（申込順）

申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、希望日、「家族セ
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メール info@parasute.jp）へ

テーマ会　場時　間日にち
子ども・若者理解

南保健福祉
センター

午後２時
　～４時

１２月８日（土）
家族をひらく　　１５日（土）
ゆるやかな社会参加から就職へ　　２２日（土）

米良美一さん

さがみはら・ふれあいハートポイント
事業登録説明会

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

時　間　午後２時～３時
対　象　市内在住の６５歳以上の人
※希望者は直接会場へ

※ボランティア受け入れ協力機関も募集中
お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９

会　場日にち
シティ・プラザはしもと１２月１９日（水）
ウェルネスさがみはら１月２８日（月）

電話番号受付窓口時　間相談日

０４２－７７５－１７７３緑区役所
市民相談室

午後１時３０分
～４時　

第４金曜日

０４２－７６９－８２３０中央区役所
市民相談室第１・３金曜日

０４２－７４９－２１７１南区役所
市民相談室第２水曜日

０４２－７８３－８１０３城山まちづくり
センター第１金曜日

０４２－７８０－１４００津久井まちづくり
センター第２水曜日

０４２－６８４－３２１４相模湖まちづくり
センター第２金曜日

０４２－６８７－５５１４藤野まちづくり
センター第３水曜日

０４２－７５３－２１１０横浜地方法務局
相模原支局

午前８時３０分
～午後５時１５分月～金曜日

※祝日、１２月２９日～１月３日を除く

電話番号所在地施設名
０４２－７６７－５３０５南区麻溝台３－５－１５南部粗大ごみ受入施設

０４２－７７５－５３３３緑区下九沢２０８３－１北部粗大ごみ受入施設

０４２－７８４－２７１１緑区青山３３８５－２津久井クリーンセンター

市立図書館
駐車場工事

Ｑ　粗大ごみを出したいのですが…。

Ａ　「戸別収集」か「施設への持ち込み」で出すことができます。
年末は大変混雑しますので早めに出してください。

○R 年末の土曜日の持ち込みは１時間以上待つこともあるみたいだよ

　コールセンターでは、寄せられた「市民の声」を分析し、情報発信
に生かすことで、市民サービスの向上に努めています。
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

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

市民桜まつりに参加しよう

電話番号会　場電話番号会　場
０４２－７６１－９２９１老人福祉センター渓松園０４６－２５５－１３１１新磯ふれあいセンター
０４２－７４６－４６２２老人福祉センター若竹園０４２－７７３－５５７０さがみはら北の丘センター

０４２－７４７－３７７６市民健康文化センター

市民芸能大会参加者募集
　舞踊（３人以上の組で１曲のみ）、演芸、詩吟、
合唱、奇術、歌謡曲など１人（１グループ）１種目
で５分以内（準備・片付けを含む）

定員（抽選）日　時
４０組４月６日（土）午後１時３０分～５時
８０組　　７日（日）午前１０時～午後５時

会　場　市民会館ホール
対　象　市内在住か在勤の個人・グループ（出演は

１人１回のみ）
費　用　個人・グループともに１，０００円
※伴奏・テープなどは各自で用意（ＣＤ・ＭＤは不可）
申し込み　はがき（１組１枚まで）に代表者の住所・

氏名・電話番号、グループ名（グループ参加
のみ）、参加者全員の氏名（他グループとの
重複は不可）、種目、題名、所要時間、テー
プ・伴奏の有無、出演希望日（両日の参加は
不可）を書いて、１月３１日（必着）までに、
文化振興課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１
－１５　1０４２－７６９－８２０２）へ

参加団体募集

冬至は「ゆず湯」でほっかほか！１２月２１日（金）

時　間　午前１０時３０分～午後４時（老人福祉センター渓松園・若竹園は午後３時まで）
対　象　老人福祉センター渓松園・若竹園は６０歳以上の人
費　用　２００円（６５歳以上・中学生以下の人１００円、障害者手帳を持っている人、老人福祉セン

ター渓松園・若竹園は無料）

町史講演会

　当時、 御林 と呼ばれた領主の山林の変遷などについて
おはやし

紹介します。
日　時　１２月１５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

江戸時代の津久井
津久井の山林－御林を中心に－

市立博物館の催し

けやき体育館の催し
①音楽イベント「世界のタイコで遊ぼう！ in 城山」
日　時　１月７日（月）午前１０時３０分～１１時３０分　　会　場　城山公民館
対　象　市内在住か在勤・在学の障害児・者＝３０人（申込順）
②障害者ふれあい文化講座「音楽」〈全４回〉
日　時　１月１２日・１９日、２月２日・９日の土曜日午後１時３０分～３時
対　象　市内在住か在勤・在学の知的障害児・者＝２０人（申込順）
③障害者ふれあい文化講座「手芸」〈全３回〉
日　時　１月１６日～３０日の毎週水曜日午後２時～４時　　費　用　７００円
対　象　市内在住か在勤・在学の身体・精神障害児・者＝１８人（申込順）

◇　　◇
※各催しでボランティア各５人程度（申込順）も募集します。
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、①１２月２７日、１月②５日③１１日までに同館（1０４２－７５３
－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

かながわ朝市サミット
　県内各地の朝市１２０店が一堂に集まり、特産品など
を販売します。
日　時　１２月９日（日）午前１１時～午後３時
会　場　西門商店街

お問い合わせ
かながわ朝市ネットワーク事務局の大場さん　1０９０－５５２１－７４２７

　観光サービス業に従事する人などを対象に、接客に関
する基礎的な知識やおもてなしの心、実践的なノウハウ
などについて、航空会社の機内サービスの実例を踏まえ
紹介します。
日　時　１２月２１日（金）午後１時４５分～４時１５分
会　場　産業会館　　定　員　１１０人（申込順）
講　師　土屋圭子さん（Ｊプレゼンスアカデミー インストラクター）
申し込み　電話で１２月１９日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

土屋圭子さん

障害者週間作品展
　障害者週間のポスターと、心の輪を広げる体験作文の優秀作品を展示
します。
日にち　１２月３日（月）～１０日（月）
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

障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５

今年の最優秀賞作品
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生
）

１２月３日～９日障害者週間

時　間日にち

午後１時～５時　　４月６日（土）

午前１０時～午後５時　　７日（日）

　活動発表や作品展、ステージ発表、パ
レードなどへの参加を希望する団体を募
集します。

会　場　市役所さくら通りなど
対　象　市内で活動する各種団体（個人、

営利目的、物販のみの参加は不可）
申し込み　商業観光課、各経済観光課に

ある申込用紙を１２月３日～２１日に
各課へ

※参加条件など詳しくは、申込用紙をご
覧になるか、お問い合わせください。

テーマ　桜が咲く中で行う市民まつりのイ
メージを自由に表現したもの

対　象　市内在住か在学の小・中学生
応募方法　四つ切り画用紙（５４㎝×３８㎝）

を縦長に使い、裏面に住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、学校名（学
年、組）、電話番号を書いて、直接
か郵送で１２月３日～１月１１日（必着）
に、同実行委員会事務局へ

※入賞作品はポスターやパンフレットに利
用します。また、応募者全員に記念品を
プレゼントします。

※応募作品は返却しません。
※応募作品の著作権は、同実行委員会に帰
属します。

絵画コンテスト作品募集

お問い合わせ
市民まつり実行委員会事務局（商業観光課内）

〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２３６

観光おもてなし研修元国際線客室乗務員から学ぶ

市立博物館　〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５　1０４２－７５０－８０３０
開館時間　午前９時３０分～午後５時

１２・１月の休館日　月曜日（１２月２４日、１月１４日を除く）、１２月２５日（火）、
１２月２８日（金）～１月３日（木）、１月１５日（火）

　金星探査機あかつきのミッションを振り返るとともに、「探査機の電源」
をテーマにＪＡＸＡの研究者を囲んでトークライブを開催します。参加者に
は参加証のほかプレゼントもあります。
日　時　１２月１５日（土）午前１０時～正午
講　師　豊田裕之さん（ＪＡＸＡ宇宙科学研究所助教）
　　　　大月祥子さん（あかつき搭載ＩＲ１カメラ開発担当者）
定　員　２００人（先着順）　　※希望者は直接会場へ

金星探査機あかつきトークライブ

　プラネタリウムで星空解説後、４０㎝大型望遠鏡で観望します。
日　時　１２月７日（金）・２２日（土）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

星空観望会（１２月）

雲の観察と観天望気
　雲の成り立ちや、空の観察から見えてくる天気の移り変わりなどを解説します。
日　時　１２月２３日（日）午後２時～４時
講　師　岩槻秀明さん（気象予報士）
定　員　２００人（先着順）　　※希望者は直接会場へ

講演会

　昔の道具や暮らしについて、昭和３０～４０年台を中心に「学校」、「家庭」、「遊び」
をテーマに紹介します。また、期間中はクイズラリーを毎日行います。
期　間　１２月２３日（日）～２月３日（日）

大地さんと未来さんがみつける
ちょっと昔のくらし ～学校と家庭と遊び～

学習
資料展

　生き物に興味のある小・中学生から、生物学の基礎を学び直したいと思っ
ている大人まで楽しめる、高校生物学程度の「授業」を開講します。顕微鏡
を使った観察実習も行います。
日　時　１月１９日・２６日、２月９日の土曜日午後２時～４時
対　象　小学校４年生以上の人＝２０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚２人まで）に住所、氏名、小・中学生は学年、

電話番号、「生物学教室」と書いて、１２月１５日（必着）までに同館へ

博物館で学ぶ生物学教室〈全３回〉
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図書館の催し
冬の大きなおはなし会

紙芝居で楽しむ宮沢賢治の世界
～紙芝居とチェロのコラボレーション～

　チェロの生演奏を交える「セロ弾きのゴーシュ」
をはじめ、「貝の火」「注文の多い
料理店」の紙芝居を行います。
日にち　１２月１６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　４０人（先着順）　
※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

●橋本図書館
（会場　 杜 のホールはしもと多目的室）

もり

　人形劇「ねずみのすもう」など
日にち　１２月２１日（金）
時　間　午後２時～２時４５分＝２・３歳児向け
　　　　午後３時３０分～４時１５分＝４歳児～小学生向け
定　員　各２００人
※１２月１日から橋本図書館で整理券を配布（先着順）
お問い合わせ　橋本図書館　1０４２－７７０－６６００

●相武台分館
　人形劇「三枚のお札」やエプロンシアターなど
日にち　１２月１９日（水）
時　間　午前１０時３０分～１１時１５分＝２・３歳児向け
　　　　午後３時３０分～４時１５分＝４歳児以上向け
定　員　各５０人（先着順）　※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　相武台分館　1０４６－２５５－３３１５

●市立図書館（中央区鹿沼台）
　人形劇「ブレーメンのおんがくたい」や大型絵本
の読み聞かせ、大型紙芝居など
日にち　１２月２１日（金）
時　間　午前１１時～１１時３０分＝２・３歳児向け
　　　　午後３時～３時４５分＝４歳児以上向け
定　員　各８０人（先着順）　※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

●相模大野図書館
　人形劇「北風と太陽」や大型絵本の読み聞かせ、
エプロンシアターなど
日　時　１２月２１日（金）午後２時３０分～３時３０分
対　象　３歳～小学生＝１５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　相模大野図書館　1０４２－７４９－２２４４

旧石器ハテナ館
の催し

作品展
　体験教室の作品（ 勾  玉 ・石器・

まが たま

土器など）、文化財保護ポスター
応募作品（市内中学生の作品１１２
点）などを展示します。
日にち　１２月１７日（月）～２７日（木）
時　間　午前９時～午後５時（１７

日は正午から、２７日は正午
まで）

体験教室　勾玉作り
　古代のアクセサリー勾玉の製作
体験を通して、勾玉に込められた
意味などを学びます。
日にち　１２月１６日（日）
時　間　午後２時～４時
対　象　小学生以上の人
定　員　３０人（申込順）
費　用　３２０円（材料費）
申し込み　電話で同館へ

お問い合わせ
旧石器ハテナ館
1０４２－７７７－６３７１

伝統と風習が息づく
相模原のお正月

お正月飾り作り ～ミニ門松を作ろう～

　細めの竹を使って、お正月に飾るミニ門松を作ります。
日　時　１２月１３日（木）午前１０時～正午
会　場　環境情報センター
定　員　２０人（申込順）　　費　用　５００円（材料費）
申し込み　電話で市みどりの協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

グリーンタワーで初日の出
　地上３８ｍの景色がパノラマで楽しめる展望室から、初日の出を見てみ
ませんか。
日　時　１月１日（祝）午前６時～７時３０分
会　場　相模原麻溝公園グリーンタワー　　定　員　１５組３０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１組１枚２人まで）に代表者の住所・氏名・電

話番号、参加人数、「グリーンタワーで初日の出」と書いて、１２
月１０日（必着）までに市みどりの協会（〒２５２－０３２８　南区麻溝台
２３１７－１　1０４２－７７７－２８６０）へ

クリスマス会
　ダンスやスタンプラリーなどを行います。
日　時　１２月２３日（日）午前１１時３０分～午後２時３０分
会　場　さがみはらグリーンプール

お問い合わせ
さがみはらグリーンプール　1０４２－７５８－３１５１

※希望者は
直接会場へ

日　時　１２月２２日（土）午前１０時～正午
会　場　環境情報センター
対　象　市内在住か在勤、在学の人（団体、親子での参加

も可）＝３０人（申込順）
申し込み　電話で１２月２１日までに麻溝台環境事業所（1 

０４２－７４７－１２４１）へ

廃油や松ぼっくりなどを使って
手作りのキャンドルと

クリスマスツリーを作ってみよう

相模原ごみDE７１
で

大作戦
ない

街かどコンサート
市役所本館１階ロビー
　県内唯一のプロオーケストラ、神奈川フ
ィルハーモニー管弦楽団による弦楽四重奏
で「エルガー作曲／愛の挨拶」などをお楽
しみください。
日にち　１２月７日（金）
時　間　午後０時５分～０時５０分

ミウィ橋本５階インナーガーデン
　トロンボーン四重奏団「トロンボーン・カルテット  IKKI 」による「ヘ

イッキ

ンデル作曲／グロリア」などをお楽しみください。
日　時　１２月１６日（日）午後６時～６時３０分

お問い合わせ　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

※希望者は
直接会場へ

市少年少女合唱団
クリスマスミニコンサート

※希望者は
直接会場へ

　クリスマスの名曲を合唱団と一緒に歌いませんか。
日にち　１２月２３日（日）
時　間　午前１０時３０分～１１時３０分
会　場　青少年学習センター　　
定　員　１５０人（先着順）

団員募集
対　象　市内在住か在学の小・中学生
※青少年学習センターで土・日曜日に活動しています。見学希望者は気
軽にお問い合わせください。

お問い合わせ　青少年学習センター　1０４２－７５１－００９１

相模の大凧センターの教室
親子で楽しむ飾り凧作り
　正月飾りとして楽しめる 凧 を作ります。

たこ

日　時　１２月２２日（土）午後１時３０分～４時
定　員　２０人（申込順）　　費　用　５００円（材料費など）
※小学校４年生以上の人は１人でも参加できます。

押し花
　正月向けの、フレームで飾る押し花カードを作ります。
日　時　１２月２３日（日）午前１０時～１１時３０分
対　象　小学校４年生以上の人＝２０人（申込順）
費　用　１，０００円（材料費など）

ミニ門松作り
　竹を使って卓上用の「ミニ門松」を作ります。
日　時　１２月２４日（休）午前１０時～１１時３０分、午後１時３０分～３時
対　象　小学校４年生以上の人＝各２０人（申込順）
※小学校３年生以下の人でも保護者同伴であれば参加できます。
費　用　１，０００円（材料費など）

◇　　　　　◇
申し込み　直接か電話で同センター（1０４６－２５５－１３１１）へ

古民家園の正月飾り作り
日　時　１２月２３日（日）午前１０時～１１時３０分
会　場　古民家園（相模川自然の村公園内）
定　員　１００人（抽選）　　費　用　１００円（材料費）
申し込み　往復はがきに全員の住所・氏名・電話

番号、「正月飾り作り」と書いて、１２月７
日（必着）までに文化財保護課（〒２５２－
５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８３７１）へ
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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。 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。
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私にもできる？ 「消防団」

藤藤藤藤藤藤藤野野野野野野野方方方方方方方面面面面面面面隊隊隊隊隊隊隊
副方面隊長　鈴木　徹さん（大工）

俺たち消防団が
活動しなければという思いが

奮い立つ。
「少しでも

地域のために
なれば」と思
い、消防団に
入団しまし
た。自分たち
が住んでいる

「まち」で火災などの災害が発生すると、
「俺たち消防団」が活動しなければとい
う思いが奮い立ちます。また、住民の方
々から「ありがとう」の感謝の気持ちを
いただくと、うれしさで疲れも忘れてし
まいます。

あなたの暮らす地域にも、日頃から災害に備え、火事や災害
が起こったときに駆け付ける「消防団」があります。そして、
その「消防団」は、地域に「住んでいる」「働いている」皆さ
んによって成り立っていることを知っていますか。
東日本大震災以降、皆さんの防災意識の高まりの中で、心の

片隅に「私も地域に何か貢献したい」という気持ちがある人も
少なくないのではないでしょうか。
消防団には、会社員、自営業、主婦、学生などさまざまな団

員が参加しています。また、その活動は消火活動や救助活動だ
けでなく、火災予防や防災啓発など、誰にでもできることがた
くさんあります。
この機会に消防団を知り、一緒に力を合わせて愛するまちを

守る活動に参加しませんか。

私たちのまちの
　　　消防団員に聞きました。

相相相相相相模模模模模模湖湖湖湖湖湖方方方方方方面面面面面面隊隊隊隊隊隊相模湖方面隊
方面隊長　小野澤明英さん（農業）

日頃の訓練の大切さを
痛感しました。

　消防団歴２７
年。平成６年の
山林火災が特に
印象に残ってい
ます。高尾山か
ら相模湖に通じ
る登山道付近が

広範囲に燃えたため、日頃の訓練の成果
を生かし、麓の河川から数キロメートル
にもわたりホースを延ばして、仲間と共
に懸命に消火活動を行いました。火災は
およそ２４時間後に消火できましたが、団
員は疲れ切っていました。そんなとき、
近隣の方が炊き出しで作ってくれた「お
にぎり」と「とん汁」の味は、今でも忘
れることができません。

～東日本大震災で被災した経験から～

住民の命を守るため全力で
大船渡市消防団長
今野武義さん
　相模原市民の皆さ
まには、これまで数
多くの心温まるご支
援をいただき、心よ
り感謝申し上げます。

　東日本大震災は、当市に４００人を
超える死者・行方不明者、５，５００戸
以上の建物の全・半壊など、甚大な
被害をもたらしました。私たち消防
団員も地震直後から、自ら被災しな
がらも住民の命を守るため、水門閉
鎖や避難誘導、救助活動などの任務
を全力で遂行しました。この経験を
少しでも伝えるため、大船渡市消防
団は今年６月に相模原市を訪問し、
意見交換なども行いました。消防団
活動に、ぜひご理解、ご協力をお願
いします。

お問い合わせ
消防総務課

1０４２－７５１－９１１６特 集

北北北北北北方方方方方方面面面面面面隊隊隊隊隊隊北方面隊 第第第第第第１１１１１１分分分分分分団団団団団団第第第第第第２２２２２２部部部部部部第１分団第２部

団　員　佐藤詠美さん（大学生）
団　員　工藤誠子さん（大学生）

若い力で地域のために活動し
地域をもっと好きになる。

　相模原市では今年度、災害現場に実際
に出動する消防団の部隊に、初めて女性
が入団し、現在４人の女性団員が活動し
ています。私たちも入団したばかりです
が、これからもっと消防団活動や防災の
知識を身に付
け、少しでも皆
さんの役に立ち
たいと思ってい
ます。

津津津津津津津久久久久久久久井井井井井井井方方方方方方方面面面面面面面隊隊隊隊隊隊隊 第第第第第第第６６６６６６６分分分分分分分団団団団団団団第第第第第第第２２２２２２２部部部部部部部

班 長 早戸 望さん（地方公務員）

入ると意外と楽しい消防団には、
『絆』があります。

消防団は災害現
場での消火活動や
日々の訓練など、
決して楽とはいえ
ない活動ですが、
それにも増して
「絆」を感じるこ
とができます。
消防団にはいろ

いろな職業の人がいるので、訓練後の懇
親会では、消防団活動についてはもちろ
んですが、普段職場では聞けない話など、
さまざまな話題で盛り上がります。 佐藤さん（左）と工藤さん（右）

相模原市の消防団
　本市消防団は、１団６方面隊（中
央・南・北・津久井・相模湖・藤野
方面隊）３３分団１０７部、１，５４８人（定
数１，６９８人）で組織され、消防車両
１１６台を保有し、市内全域で活動して
いています。

藤野 

相模湖 

津久井 

城山 

大沢 

橋本 

田名 

小山 

清新 清新 
中央 中央 

光が丘 

横山 
星が丘 

大野北 

麻溝 

新磯 

相模台 相模台 
東林 東林 

大野中 

大野南 大野南 

上溝 上溝 

相模湖方面隊 

北方面隊 

中央方面隊 

津久井方面隊 

藤野方面隊 

相武台 南方面隊 

中央区　中央方面隊 
南　区　南方面隊 
緑　区　北方面隊（橋本・大沢・城山地区） 
　　　　津久井方面隊（津久井地区） 
　　　　相模湖方面隊（相模湖地区） 
　　　　藤　野方面隊（藤野地区） 

相模原市消防団各方面隊の管轄区域

消防団で活動しませんか
　消防団には皆さんの「力」が必要です。女性や大学生も入団できます。消防団では全国的な傾向として年々団員数が減少
し、本市でも、現在、１５０人が不足しています。市内に在住か在勤・在学の１８歳以上の健康な人であれば、どなたでも入団で
きます。詳しくは、お近くの消防署か消防総務課にお問い合わせください。

消防団と消防署の違い
　常勤の消防職員（定数７２３人）が
勤務する消防署とは異なり、消防団
は、火災や大規模災害発生時に自宅
や職場から現場へ駆け付け、その地
域での経験を生かした消火活動、救
出・救護活動を行います。消防団員
の身分は、非常勤特別職の地方公務
員です。

消防団の活動
　消防団の主な活動は、消火活動を
はじめ、地震や風水害などにおける
救出・救護活動などの災害時の活動
はもとより、平常時においても防火・
防災の啓発や心肺蘇生法などの救命
講習、自主防災訓練の指導などを行
っています。

消防団とは
　消防団は、その地域に「住んでい
る」「働いている」人たちによって
構成される市町村の消防機関です。
団員は、一人ひとりが、それぞれの
仕事を持ちながら、「自分たちのま
ちは、自分たちで守る」という「心」
で活動しています。

中中中中中中中央央央央央央央方方方方方方方面面面面面面面隊隊隊隊隊隊隊
副方面隊長　中島幸平さん（建設業）
　団　員　　中島祥平さん（大学生）

相模原市消防団の「親子鷹」。
地域を守るため、

共に精進する父と息子。
【父・幸平さん】
　「地域を守って
いる」ということ
が実感できること
と、仲間との強い
団結力を培えるこ
とが消防団の魅力
です。
【子・祥平さん】
　消防団には自分自身を成長させるた
めに入団しました。さまざまな職業の
方が同じ目的を持って活動していると
ころが素晴らしいと思います。

南南南南南南南方方方方方方方面面面面面面面隊隊隊隊隊隊隊
副方面隊長　村上鉄弥さん（建設業）

家族も応援。地域からも
頼られる自慢のお父さん。

　現役の団員
さんからの勧
誘と、父から
の強い薦めも
あり、入団を
決意しました。
また、家族の
応援に支えら

れて活動を続けています。消防団は何
よりも、一緒に苦労した仲間と達成感
や一体感を味わうことができます。
　一人でも多くの消防団員が増えるこ
とで、「地域の防災力」の向上につな
がります。消防団への入団を心よりお
待ちしています。

女性部
団　員　江成芳未さん（主婦）

育児に家事にと
奮闘中のママ。

消防団にも女性ならではの
活動があります。

　消防団は、火
災など男性が活
動する場所とい
うイメージがあ
りますが、お子
さんやお年寄り
の方への防火指
導など、「女性な

らではの活動」があります。女性の皆
さん、ぜひ、私たちと一緒に活動しま
しょう。

市消防団「女性部」
愛称募集

市消防団「女性部」
愛称募集

市消防団「女性部」
愛称募集

　平成１３年に発足した「女性部」が、
より一層市民の皆さんに親しまれる
ものとなるため、愛称を募集してい
ます。
　おおむね１５文字以内のすてきな愛
称を付けてください。
募集期限　１２月１４日（必着）
※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。

消防団員の確保が課題

相模原市消防団長
関根成興さん
（飲食業）

　日頃から、消防団
活動にご理解、ご協
力をいただき、あり
がとうございます。

　各地域の消防団員は、住民の方々の
生命、身体、財産を災害から守るとい
う強い使命に燃え、勇敢かつ献身的に
日々任務にあたっています。しかし、
消防団を取り巻く環境も変化し、現
在、消防団員の確保が大きな課題にな
っています。また、東日本大震災を機
に、消防団の必要性が再認識されてい
ます。市民の皆さまには、引き続き消
防団活動へのご理解と、消防団員の確
保にご協力をお願いします。
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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～

相模原麻溝公園競技場の催し
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち教室・講座名

１組
５００円１０組

小学校
１～４年生と
その保護者

午前１０時
　～１１時３０分１２月２２日（土）親子サッカー

３００円５０人小学生以上
の人

午前１０時３０分
　～正午１２月２５日（火）ＪＡＸＡ

宇宙科学

１組
９，９００円２０組２・３歳児と

その保護者
午前１０時１５分
　～１１時１５分

１月７日～３月１８
日の毎週月曜日
（１月２１日、２月
１１日を除く）

未就園児親子
体操〈全９回〉

各
９，９００円

各２０人

年長～
小学校１年生

午後３時４０分
　～４時４０分

○A １月７日～３月
１８日の毎週月曜日
（１月１４日、２月
１１日を除く）
○B １月１１日～３月
１５日の毎週金曜日
（２月１５日を除く）

★短期跳び箱・
鉄棒集中
〈全９回〉 小学校

２～４年生
午後４時５０分
　～５時５０分

各
５，０００円

１８歳以上の人

午前１０時
　～１１時

１月７日～３月１１
日の毎週月曜日
（１月２１日、２月
１１日を除く）

ダイエット
シェイプ
〈全８回〉

１月１１日～３月８
日の毎週金曜日
（２月８日を除く）

姿勢改善ストレ
ッチ＆エクササ
イズ〈全８回〉

午前１０時３０分
　～正午

１月７日～３月２５
日の毎週月曜日
（１月２１日、２月
１１日を除く）

ソフトエアロ
＆ストレッチ
〈全１０回〉

午後２時　　
　～３時３０分

１月１１日～３月１５
日の毎週金曜日

３，０００円年長～
小学校３年生

午前１０時３０分
　～１１時３０分

１月１２日～２月２３
日の毎週土曜日
（２月１６日を除く）

バレエ
〈全６回〉

各
３００円

小学校
３・４年生

午後５時１５分
　～６時１５分

１月１６日～３月２７
日の毎週水曜日
（３月２０日を除く）

キッズ
スポーツ

各
５００円

１８歳以上の人

午前１０時３０分
～

午後０時３０分
１月２６日（土）

初心者ランニング
クリニック マラソン挑戦

１，０００円２５人午前１０時
　～正午

１月１６日・３０日の
水曜日

☆ノルディック
ウオーキング
体験〈全２回〉

☆ポールレンタル料は別途１日５００円
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・講座名、★は○A か○B を書いて、同競技場（1０４２－７７７－
６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp）へ

市体育協会からのお知らせ
さがみはら元旦マラソン大会
日にち　１月１日（祝）
時　間　午前８時
会　場　相模原麻溝公園

競技場と周辺道路
費　用　５００円
種　別　１．５㎞（ジョギン

グ・ファミリー・小学生）、３㎞、５㎞
申し込み　市体育協会にある申込書（同協会ホ

ームページからダウンロード可）を、当
日、会場内受け付けへ

初級・中級水泳教室〈全８回〉

会　場　さがみはらグリーンプール
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人
費　用　各４，８００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、希望曜日、「初級・中

級水泳教室」と書いて、１２月１４日（必着）
までに市体育協会へ

相模川寒中水泳大会
日　時　１月１日（祝）

正午～午後１時３０分
会　場　相模川高田橋

（下流）付近
定　員　２００人（先着順）
※希望者は水着と履物を持って直接会場へ
※素足での参加はできません。
スノーシューハイキング（乗鞍高原）
日にち　２月２日（土）～３日（日）〈１泊２日〉
集　合　午前７時に相模原駅北口
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人
定　員　２４人（抽選）
費　用　３万６，０００円（３食付き）
申し込み　往復はがき（１枚４人まで）に全員

の住所・氏名・生年月日・性別・電話番
号、「乗鞍高原」と書いて、１２月１５日（必
着）までに市体育協会へ

※雪の中を歩くので、防水加工された登山靴な
ど山の装備が必要です。

市民日帰りスキー
日にち　２月１０日（日）
集　合　午前５時＝市南区合同庁舎 

午前５時１５分＝市役所
会　場　サンメドウズ清里スキー場（山梨県）
定　員　４０人（抽選）
費　用　講習あり＝９，５００円、講習なし＝７，５００

円、小学生＝６，５００円（昼食付き） 
レンタル希望者は板・靴のセット２，６００
円、ウエア１，８００円が別途必要

※リフト券代が別途必要
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、生

年月日、性別、電話番号、集合場所、講
習の有無、レンタル希望者は身長・靴・
服のサイズを書いて、１月８日（必着）
までに市体育協会へ

生涯スポーツX’masのつどい
日　時　１２月９日（日）午後１時３０分～４時
会　場　市体育館（市役所前）
費　用　７００円（レクリエーション協会会員は２００円）
※希望者は室内履きを持って直接会場へ

定員（抽選）時　間日にち

８０人午前１０時～正午１月８日～２月２６日
の毎週火曜日

６０人午後７時～９時１月９日～２月２７日
の毎週水曜日

北総合体育館の教室
定　員
（抽選）対　象時　間日にち教室名

〈全８回〉

各４０人１５歳以上の人
（中学生を除く）

午後２時３０分
　～４時

１月１８日～３月８
日の毎週金曜日

健康シェイプ
ダンス

午後１時３０分
～３時３０分

１月２２日～３月１９
日の毎週火曜日
（２月１２日を除く）

気功

費　用　各１回２００円（６５歳以上の人１００円）
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名（ふりがな）、年齢、

電話番号、教室名を書いて、１２月１５日（必着）までに同館（〒
２５２－０１３４　緑区下九沢２３６８－１　1０４２－７６３－７７１１）へ

総合体育館の教室
定　員
（抽選）時　間日にち教室名

各
４０人

午前１０時３０分
　～正午１月９日～２月２７日

の毎週水曜日

①ソフトエアロビクス
〈全８回〉

午後２時
　～３時３０分

②いきいきストレッチ
〈全８回〉

２０人午後２時　
～３時

１月１２日～２月２３日
の毎週土曜日③新体操〈全７回〉

３０人午後６時３０分
　～８時３０分

１月１２日～３月２日
の毎週土曜日④初心者弓道〈全８回〉

４０人午前１０時
　～１１時３０分

１月１５日～２月２６日
の毎週火曜日

⑤運動不足解消エクサ
サイズ〈全７回〉

対　象　①②④⑤１５歳以上の人（中学生を除く）③小学校１～３年生
費　用　①②④各１回３００円（６５歳以上の人１５０円）③⑤各３，０００円
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名（ふりがな）、年

齢、電話番号、教室名を書いて、１２月１５日（必着）までに同館
（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２２８４－１　1０４２－７４８－１７８１）へ

さがみはらグリーンプールの催し
費　用対　象時　間日にち教室・講座名

７，０００円１８歳以上の人午前１１時～
午後０時３０分

１２月１７日（月）・
１８日（火）・２５日
（火）、１月７日
（月）・８日（火）・
１５日（火）・２２日
（火）　　　　　

競技力向上飛び
込み〈全７回〉

１，０００円６歳～
小学校６年生

午後３時
　～５時１２月２３日（日）英語で遊ぼう

クリスマス
定　員　各３０人（申込順）
申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

市体育協会　〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　けやき会館内
1０４２－７５１－５５５２　HP http://www.jade.dti.ne.jp/�  taikyo/
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費　用定　員
（抽選）日　時講座名

８００円７人１２月２６日（水）・２７日（木）
午後１時３０分～４時古代文字で四字熟語〈全２回〉

３，０００円１８人
１月７日～３月２５日の毎週
月曜日
午前１０時～正午

スクエアダンス〈全１２回〉
対　象　２０歳以上の人

各
１，０００円各２０人

１月８日～３月２６日の火曜
日（月２回程度）
午前１０時～正午

血糖値を知り、正常に保つた
めに〈全７回〉

１月９日・２３日、２月６日
の水曜日
午前１０時～正午

★楽しい俳句入門〈全３回〉

１，６００円６人１月１０日（木）
午後１時３０分～４時

オリジナルアルバムを作りま
しょう

４，５００円

各１２人

１月１６日、２月２０日、３月
２０日の水曜日
午前１０時～正午

自分でできる　ちょっと素敵
なまとめ髪〈全３回〉
対　象　２０歳以上の人

７，４５０円
１月１８日、２月１５日、３月
１５日の金曜日
午前１０時～正午

家庭でできるヘアカット
〈全３回〉
対　象　２０歳以上の人

６００円１４人１月２３日・３０日の水曜日
午前１０時～１１時４５分

中学の国語の教科書にみる漱
石と鴎外〈全２回〉

３，７００円６人
１月２６日、２月９日・２３日
の土曜日
午前１０時～正午

ハーブでいきいき　冬のレッ
スン〈全３回〉
対　象　２０歳以上の女性（妊婦

を除く）

会　場　総合学習センター、★はおださがプラザ
※対象の記載がない講座は、どなたでも参加できます。
申し込み　同センター、各公民館・図書館にある募集案内に付いているはが

きか、申込書（同センターホームページからダウンロード可）を１２月
１６日までに同センターへ

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

お問い合わせ　総合学習センター　1０４２－７５６－３４４３

市民健康文化センターの教室
費　用対　象時　間日にち教室名〈全８回〉

各
４，０００円

６５歳以上の人午後１時３０分
　～２時３０分

１月１５日～
３月５日の
毎週火曜日

いきいき健康作り

１８歳以上の人午後３時～４時ヨガ

各
６，０００円

顔を水につけられる
５・６歳の未就学児

午後４時　　
　～４時４５分★中級幼児水泳

２５ｍ以上泳げる
小学校３～６年生

午後５時　　
　～５時４５分★中級小学生水泳

４，０００円１８歳以上の人午前９時３０分
　～１０時３０分

１月１６日～
３月６日の
毎週水曜日

アロマストレッチ

１組
５，０００円

１０か月～２歳の
子どもとその保護者午前１１時～正午★親子ふれあい

ヨガ

各
４，０００円

４・５歳の子ども午後３時３０分
　～４時１５分幼児水泳①

小学校１～３年生午後４時３０分
　～５時３０分小学生水泳①

６０歳以上の人午前１１時～正午
１月１７日～
３月７日の
毎週木曜日

シニア水泳

５・６歳の未就学児午後３時４５分
　～４時３０分幼児水泳②

小学校４～６年生午後４時４５分
　～５時４５分小学生水泳②

１８歳以上の人
午前９時３０分
　～１０時３０分

１月１８日～
３月８日の
毎週金曜日

初級エアロビクス

午前１１時～正午
フラダンス

１８歳以上の
水泳初心者初心者水泳

１組
６，０００円

おむつが取れている
３歳以下の子どもと

その保護者

午後３時　　
　～３時４５分★親子水泳

定　員　各３０人、★は２０組（抽選）
※水泳教室はプール利用料金が別途必要
申し込み　直接か電話で、１２月１６日までに同センター（1０４２－７４７－３７７６）へ

キッズサッカー教室
　東京ヴェルディ１９６９相模原支部の指導者が、サッカーの楽しさを教えま
す。なでしこジャパンに憧れる女子の参加も歓迎です。
日　時　１２月１６日（日）午前１０時～正午
会　場　津久井又野公園　　費　用　５００円
対　象　市内在住か在学の小学校１～３年生＝３０人（申込順）
申し込み　直接か電話で相模湖林間公園（1０４２－６８５－１３３０）へ

学びのらいぶ塾　冬講座
　運営も講師も研修を受けた市民が行う講座です。

相模湖駅伝競走大会
日　時　１月１４日（祝）午前８時４５分
費　用　１チーム２，０００円

（中学生の部は１，０００円）
※コースなど詳しくはお問い合わせください。
申し込み　生涯学習課各教育班、スポーツ課

にある申込用紙を１２月３日～１４日（必
着）に生涯学習課相模湖教育班（1０４２
－６８４－３２５７）へ

さがみはら北の丘センターの教室
クリスマス会で使えるマジック
日　時　１２月１８日（火）午後６時～８時
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）

※小・中学生は保護者の送迎が必要
費　用　８００円

大切な人に伝えておきたいエンディングノートの作り方
日　時　１２月２１日（金）午前１１時～正午
対　象　２０歳以上の人＝３０人（申込順）

◇　　　◇
申し込み　直接か電話で同センター（1０４２－７７３－５５７０）へ

サーティーフォー相模原球場の教室
定　員

（申込順）会　場時　間日にち教室名〈全８回〉

２０人体育室午後１時
　～２時３０分

１月８日～２月２６日
の毎週火曜日

ラージボール卓球
（初中級クラス）

３０人会議室午前１０時
　～１１時３０分

１月１１日～３月１日
の毎週金曜日ヨガ

対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の人（高校生を除く）
費　用　各３，０００円
申し込み　直接か電話で１２月２８日までに同球場（1０４２－７５３－６９３０）へ

やませみ自然体験スクール

冬季ポニー教室〈全５回〉

　スタッフの指導のもと、ポニーの世話と乗馬を体験できます。
日にち　２月３日～２４日の毎週日曜日、１１日（祝）
時　間　午前９時４０分～正午
会　場　相模原麻溝公園ふれあい動物広場
対　象　市内在住の小・中学生で、保護者

が同伴できる人
定　員　２０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふり

がな）、学年、性別、保護者名、電
話番号、「冬季ポニー教室」と書い
て、１月１５日（必着）までに同広場（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２３１７
－１　1０４２－７７８－３９００）へ

※過去に参加経験のある人は応募できません。

　冬の藤野地区で、まき割りや�つきなど里
山の暮らしを体験します。
日にち　１月２７日（日）
時　間　午前９時４０分～午後２時１５分
集　合　ふじの体験の森やませみ
対　象　市内在住の小・中学生とその保護者
定　員　１２組（抽選）

※未就学児（２歳以上）の保育あり（要予約）
費　用　１組２００円
申し込み　はがきかファクス、Ｅメールに住所、電話番号、交通手段、全

員の氏名・学年・年齢・性別・続柄、「やませみ自然体験スクール」
と書いて、１２月１５日（必着）までに同所（〒２５２－０１８２　緑区澤井９３６
－１　1０４２－６８６－６０２５　6０４２－６８７－５０５０　Ｅメール yamasemi 
@sagamihara-kng.ed.jp）へ
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

年末ジャンボ宝くじ

１２月２１日まで販売

　市内で購入された宝くじの収益
金は、本市のさまざまな事業に役
立てられます。ぜひ、市内の宝く
じ売場でお買い求めください。
問 財務課

都市計画説明会

　地区計画（鶴の原地区）の決定
について
日時 １２月１３日（木）午後７時～９時
会 大野南公民館
対 市内在住か利害関係のある人
※希望者は直接会場へ
問 都市計画課

都市計画案の縦覧と

意見書の提出

　区域区分等（当麻地区、川尻大
島界地区）の決定、変更
日 １２月５日（水）～１９日（水）
※土・日曜日を除く
時 午前８時３０分～午後５時１５分
会 都市計画課
※意見書の提出方法など詳しくは
お問い合わせください。

ふじの体験の森やませみ

３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）

選挙人名簿・

在外選挙人名簿の縦覧

対 選挙人名簿　平成４年１２月２日
までに生まれた人で、２４年９月１
日までに市の住民基本台帳に記録
され、１２月１日まで引き続き記録
されている人
在外選挙人名簿　海外に転出し引
き続き３か月以上滞在していて同
名簿への登録申請をした人のうち
１２月２日までに同名簿に登録され
た人
※すでに登録されている人は除く
日 １２月３日（月）～７日（金）
時 午前８時３０分～午後５時
会 各区選挙管理委員会事務局
※縦覧希望者は直接会場へ（電話
での登録確認はできません）
問 各区選挙管理委員会事務局

農業委員会委員選挙人名簿の

登載申請を１月１０日までに

　名簿の使用期間は３月３１日～平
成２６年３月３０日
対 市内在住の２０歳以上（平成５年
４月１日までに生まれた人）で、
次のいずれかに該当する人①１０ア
ール以上の農地で耕作の業務を営
んでいる②①の人と同居している
親族かその配偶者で、年間おおむ
ね６０日以上耕作に従事している③
１０アール以上の農地で耕作業務を
営む農業生産法人の組合員か社員、
株主で年間おおむね６０日以上耕作
に従事している
※申請書が１２月１５日までに届かな
い場合はお問い合わせください。
問 市選挙管理委員会事務局

平成２６年１月から

記帳・帳簿等の保存制度の

対象者が拡大されます

　個人の白色申告者で、前々年分
か前年分の事業・不動産・山林所
得の合計額が３００万円を超える人
に必要とされていた記帳と帳簿書
類の保存が、これらの業務を行う
全ての人（所得税申告が不要な人
を含む）に必要となります。
　詳しくは国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp/）をご覧
になるか、お問い合わせください。
問 相模原税務署個人課税第１部門
（1０４２－７５６－８２１１）

建物の耐震巡回相談

日 １２月５日（水）　
時 午後１時３０分～４時３０分
会 相原公民館
※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

日時 １２月９日（日）午後１時～５時
会 市民会館
対 市内のマンション管理組合役員
と居住者＝１０組（申込順）
申 電話で県マンション管理士会相
模原市支部（1０４６－２５６－２６８３）へ

市街化調整区域の

土地購入や利用にご注意を

　市街化調整区域は原則として建
築物を建てることはできません。
また、同区域を一定の区画に分け、
宅地と見せかけた「現況有姿分譲
地」は、倉庫、物置、コンテナな
ども建てることができません。
問 開発調整課

平成２５・２６年度

小規模修繕業者名簿登載の申請

　同名簿は小規模修繕（土木、建
築、電気、管などの簡易な修繕）
の発注のときに、見積もり依頼の
参考にします。
資格　１年以上その業務を営み、
国・地方税を完納していることなど
申 申請書（市ホームページの 産
業・ビジネス → 競争入札参加資
格認定申請等 からダウンロード
可）を１２月３日～１月３１日に契約
課（1０４２－７６９－８２１７）へ

建物を取り壊したときは連絡を

　今年中に取り壊した建物には、
平成２５年度から固定資産税・都市
計画税が課税されません。また「事
務所や店舗から住宅へ」など建物
の利用状況に変更があったときは、
課税内容が変更になる場合があり
ます。
問 資産税課

工業統計調査にご協力を

　１２月中旬から調査票を配布し、
１月に集めます。
対 製造業を営む全ての事業所
調査期日　平成２４年１２月３１日現在
調査内容　従業者数、原材料等の
使用額、製造品出荷額など
問 情報政策課

枯れ草火災防止にご協力を

　枯れ草へのたばこの投げ捨てや
火遊びなどによる火災が毎年発生
しています。空き地の所有者は早
めに刈り取ってください。火災予
防上危険な場合は、消防署から刈
り取りを依頼することがあります
のでご協力ください。
問 各消防署

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

　２月まで平日に空きあり
申 随時受け付け
３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１２月
１０日までに各施設へ。抽選後の空
き室の申し込みは１２月２１日から電
話で①7０１２０－９８８－５４７②1０２６７ 
－５５－６７７６へ
３月の休館日　①１８日（月）・１９日
（火）②５日（火）・２６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

こども家庭相談員

　子どもの養育や婦人保護、母子・
父子家庭の自立支援などの相談業務
勤務　４月から月～金曜日（祝
日、１２月２９日～１月３日を除く）の
うち週４日、午前９時～午後５時
勤務地　緑・中央・南こども家庭
相談課
報酬　月額２４万６，１００円
対 保育士や社会福祉士などの資格
がある人＝若干名
※応募要項の郵送を希望する場合
は、電話でこども青少年課へ
申 直接か郵送で、履歴書（写真貼付）
と応募動機（Ａ４原稿用紙８００字以
内）を１２月３日～１４日にこども青
少年課（〒２５２－５２７７　中央区中央
２－１１－１５　1０４２－７６９－８２３２）へ

①児童育成指導員②児童館指導員

③児童育成補助員④児童館補助員

　児童への遊びや生活面を指導
※募集施設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。
勤務　４月から①②週４日程度、
③④週２・３日
賃金　①日額４時間勤務＝４，０００
円、５時間勤務＝５，０００円、６時間
勤務＝６，０００円②日額４時間勤務
＝４，０００円③④時給８８５円
申 こども施設課、各こどもセンタ
ー・児童クラブ・児童館・公民館
などにある申込書（市ホームペー
ジからもダウンロード可）を１２月
３日～１月２１日にこども施設課（1 

０４２－７６９－９２２７）へ

市役所、各区役所・総合事務所等

の非常勤職員（事務補助）

　データ入力、文書整理、窓口・
電話の対応など
登録期間　２月上旬～平成２６年３
月３１日
勤務　市が指定する日の午前９時
～午後３時３０分か午前９時３０分～
午後４時で１日５時間３０分（勤務
の無い月もあり）
賃金　時給８８５円
対 パソコン操作ができる人＝８５人
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「非常勤職員登録面接申し
込み」と書いて、１２月１４日（消印
有効）までに職員課（〒２５２－５２７７
中央区中央２－１１－１５　1０４２－
７６９－８２１３）へ
面接日　１月１９日（土）
面接会場　けやき会館
※面接時間は返信はがきで１月９
日までにお知らせします。

市歯科医師会事務局職員

勤務　４月から原則、月～金曜日
の午前８時３０分～午後５時１５分
対 昭和６１年４月２日～平成３年４
月１日に生まれ、大学卒業程度で、
普通自動車運転免許がある人＝１人
申 履歴書（写真貼付）を直接か郵
送で、１２月３日～１３日に同会事務
局（〒２５２－０２３６　中央区富士見６
－１－１　1０４２－７５６－１５０１）へ

お知らせ 

３月２日（土）～３日（日）
　　９日（土）～１０日（日）
　　１６日（土）～１７日（日）
　　２０日（祝）〈日帰りのみ〉
　　２３日（土）～２４日（日）
　　２６日（火）～２７日（水）
　　２８日（木）～２９日（金）
　　３０日（土）～３１日（日）

（
日
帰
り
利
用
可
）

宿
泊
利
用
日

宿泊利用（抽選）
　１２月１０日まで
宿泊利用空き室（申込順）
　１２月２１日から
日帰り利用（申込順）
　１２月１日から

申
込
期
間

電話番号区
０４２―７７５―８８２０緑　区
０４２―７６９―９２５９中央区
０４２―７４９―２１１７南　区

電話番号消防署
０４２－７５１－０１１９相模原
０４２－７４４－０１１９　南　
０４２－７７４－０１１９　北　
０４２－６８５－０１１９津久井

募　　集 

施設のお休み

市民健康文化センター
日 １２月１０日（月）、２９日（土）～１
月３日（木）
問 同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日 １２月１１日（火）、２９日（土）～１
月３日（木）
問 同所（1０４２－７７３－５５７０）
津久井郷土資料室
日 １２月１４日（金）～１７日（月）
問市立博物館（1０４２－７５０－
８０３０）
環境情報センター
日 １２月２０日（木）・２４日（休）、２９
日（土）～１月３日（木）
問 同所（1０４２－７６９－９２４８）
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日時＝日時　　日＝日にち　　時＝時間　　会＝会場　　講＝講師　　　対＝対象　　費＝費用（記載のない場合は無料）　　定＝定員（指定のないものは選考）
申＝申し込み（期限で指定のないものは、必着）　　問＝お問い合わせ　　�＝電話　　�＝ファクス　　Ｅ＝Ｅメール　　HP＝ホームページ

凡　例
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臨時学校作業員
　校舎内外の清掃、植栽管理、動
物の飼育、施設・備品の補修など
勤務　月～金曜日で午前７時４０分
～午後５時３０分のうち、指定する
１日５時間
賃金　時給９００円
臨時給食調理員（調理作業）
　調理・配膳のほか、重い容器の
上げ下ろしなど
勤務　月～金曜日の週２～３日で、
午前８時３０分～午後５時のうち、
指定する１日６時間か３時間
賃金　時給９００円
臨時給食調理員（給食受入作業）
　給食センター等から搬送される給
食・牛乳の受け入れ・引き渡しなど
勤務　月～金曜日の週５日以内で、
午前８時３０分～午後５時のうち、
指定する１日４時間
賃金　時給８８５円

◇　　◇
登録会　教育総務室（�０４２－７６９
－８２８０）に電話予約のうえ、履歴
書（写真貼付）を持って会場へ
※面接あり

�������	
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　療育相談、心理、面接、巡回訪問等
勤務　月～金曜日の午前８時３０分
～午後５時１５分のうち、指定する
曜日と時間
勤務地　城山保健福祉センター
賃金　時給１，１５０円
対 社会福祉主事任用資格と障害児
支援の経験がある人＝２人
申 電話で１２月３日～１２日に同課療
育相談班（�０４２－７８３－８１２９）へ
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　スポーツ事業の企画運営など
※勤務は４月からです。給与・賃
金など詳しくは、同協会ホームペ
ージをご覧ください。
申 市体育協会にある申込書（同協
会ホームページからダウンロード
可）を１２月２０日までに同協会（��
０４２－７５１－５５５２）へ

�������	


　２月９日（土）～１１日（祝）に
相模原市民ギャラリーで展示
部門　漢字・かな・少字数書・近
代詩文・刻字・ 篆  刻 ・墨象

てん こく

規格　１人１点で、仕上がり寸法
＝２ｍ４２㎝×６２㎝（縦作品のみ）、
１ｍ８４㎝×９２㎝、１ｍ２１㎝×１ｍ
２１㎝以内で、枠装か額装、軸装（ガ
ラス額、仮巻、壁面使用以外のも
のは不可）。作品には必ず所定の出
品票と釈文（搬入日に配布）を添付
対 市内在住か在勤・在学の１８歳以
上の人
費 ３，０００円
申 ２月７日（木）午前１０時～正午
に作品を持って同ギャラリーへ

問 同連盟事務局の中森さん（�０４２
－６８５－１６２８）

�������������	
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　版画の多様な表現を提示する、
大学版画学会の新進アーティスト
コンペティション
日 １２月１６日（日）まで
時 午前１０時～午後５時（入館は４
時３０分まで）※火曜日休館
会 女子美アートミュージアム
問 同所（�０４２－７７８－６８０１）
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日 １２月１５日（土）〈荒天中止〉
時 午前９時３０分～１１時３０分
会 環境情報センター周辺
※希望者は飲み物と帽子、ルーペ
など観察に必要な道具（貸し出し
あり）を持って、直接同センターへ
問 同センター（�０４２－７６９－９２４８）
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「とみ工房」七宝焼作品展
日 １２月４日（火）～１６日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
同体験教室
　モミの木のネックレス作り
日時 １２月９日（日）午前１０時
定 ４０人（先着順）　費 ５００円
「スリーディメンション」立体絵画展
日 １２月１１日（火）～２６日（水）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
同体験教室
　簡単な３Ｄかデコパージュの作
品作り
日時 １２月２２日（土）午前１０時
定 １５人（先着順）　費 ５００円
サンパチェンス写真コンクール作
品展示
日 １２月１１日（火）～２６日（水）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
マンスリーコンサート
　コーラスアンサンブル
日 １２月１６日（日）
時 午後１時３０分・２時３０分

◇　　◇
※希望者は直接会場へ
※同ハウスは月曜日休館。入館は
午後４時まで
問 同公園（�０４２－７７８－１６５３）
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境川のぼり〈１６㎞〉
日 １２月１２日（水）〈小雨決行〉
集合　午前９時２０分までに原町田
青空ひろば（ＪＲ横浜線・小田急
線町田駅から徒歩１０分）
解散　橋本駅
市内公園満喫〈１３㎞〉
日 １２月２０日（木）〈小雨決行〉
集合　午前９時２０分に相模大野中
央公園
解散　上溝駅
　　　　　◇　　　◇
費 各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（�０９０－
４１３４－５８０８）
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① 桜  美  林  大  学  国  際  理  解  活  動 のお
おう び りん だい がく こく さい り かい かつ どう

 話 
はなし

②お 茶  会 （アメリカのお
ちゃ かい

 話 ）
はなし

日時 １２ 月 １６ 日 （
がつ にち

 日 
にち

）① 午  前 １０
ご ぜん

 時 ～１０
じ

 時 ３０
じ

 分 ②１０
ぷん

 時 ３０
じ

 分 ～
ぷん

 正 
しょう

 午 
ご

定 各   ４０
かく

 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

 医 
い

 療 
りょう

 通  訳 ボランティア（ 英  語 ）の
つう やく えい ご

 研 
けん

 修 
しゅう

 会 
かい

　「 相  模  原  市 の
さが み はら し

 救 
きゅう

 急 
きゅう

 医 
い

 療 
りょう

 体  制 」、
たい せい

「 急 
きゅう

 性 の 主 な
せい おも

 循 
じゅん

 環  器  疾  患 」など
かん き しっ かん

日時 １２ 月 １５
がつ

 日 
にち

（ 土 ） 午  後 １
ど ご ご

 時 ～３
じ

 時 
じ

定 ２０ 人 （
にん

 申 
もうし

 込 
こみ

 順 ）
じゅん

申  電  話 で 同 ラウンジへ
でん わ どう

◇　　◇
問  同 ラウンジ（�０４２－７５０－４１５０）

どう

��������	�
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　東京造形大学の大学院生が「共
鳴」をテーマに作った作品を展示
日 １２月１５日（土）～２５日（火）
時 午前１０時～午後５時
※水曜日休館
会 アートラボはしもと
問 同所（�０４２－７０３－４６５４）

�������	
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日時 １２月１５日（土）午後５時３０分
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定 ２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 同所（�０４２－７７５－５６６５）

������
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日時 １２月８日（土）午後２時～４時
会 けやき会館　定 ２０人（申込順）
費 ２００円（学生は無料）
申 電話でさがみはら市民会議の鹿
野さん（�０９０－６５０４－８６４２）へ

��������	
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　スキー教室、巨大かまくら作り等
日 １２月２６日（水）～２８日（金）〈２泊
３日〉
会 ロッヂネーベルハウス（新潟県
妙高市田切２１８）
対 小学生＝４０人（申込順）
費 ４万円
※参加人数が１９人以下の場合中止
申 電話か、Ｅメールに住所、氏名、
学年、電話番号を書いて、１２月３
日～７日に相模原ライズ・アスリ
ート・クラブ（�０４２－８１５－３０９４ 
Ｅ risemate@sagamihara-rise. 
com）へ

�������	

　マナーやトラブルへの対処方法
日時 １２月１０日（月）午前１０時～正午
会 老人福祉センター若竹園
対 市内在住の６０歳以上の人
定 ２０人（申込順）　
申 直接か電話で同園（�０４２－７４６
－４６２２）へ

�������	
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　 凧 作りと凧揚げ
たこ

日時 １月５日（土）午前９時３０分～正午
会 相模原麻溝公園

定 ２０人（申込順）　　費 ２００円
※小学生以下は保護者同伴
申 電話で市みどりの協会（�０４２
－７７７－２８６０）へ

�������	
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日時 １２月５日（水）午前９時３０分～
１１時・午後１時３０分～３時、２５日
（火）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 各１５人（申込順）
申 電話で同館（�０４２－７５３－８１３３）へ

�������	
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日時 １月２１日～４月１日の毎週月曜
日（２月２５日、３月１１日を除く）、
４月１０日（水）午前１０時～正午
会 市民会館
定 ３０人（申込順）　費 ２，０００円
申 電話で１２月３０日までに市民謡協会
の斉藤さん（�０９０－１５４２－８８０２）へ

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３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３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　�０４２－７５３－７８３１）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。

（敬称略）������
催 し

仲 間仲 間

　　　　　　　費用の記載がない場合は
無料です。

▼アジア職業訓練シンポジウム　１２
月６日（木）午後１時３０分～５時・
７日（金）午前１０時～午後４時１５分、
職業能力開発総合大学校７号館。定
員１５０人（先着順）　�問 尾崎（�０４２
－７６３－９０４９）
▼ひまわりフェアー　手織り製品や
花の販売、バザーなど　１２月８日
（土）・９日（日）午前１０時～午後３時、
ひまわり工房（中央区陽光台２－２
－６）　�問 同所（�０４２－７５４－３４０５）
▼東日本大震災チャリティー講演会
「悩みや不安をカンタンに手ばなせ
る生き方！」　１２月１１日（火）午後
２時～３時３０分、グリーンホール相
模大野多目的ホール。費用１，０００円。
保育あり（要予約）　�問 田村（�０７０
－６６３２－２１２７）
▼クリスマスコンサート　曲目は「美
しく青きドナウ」など　１２月１２日（水）
午前１０時３０分～正午、大野南公民館
�問 山本（�０４２－７２７－６０６２）
▼相模原ゆかりの照手姫伝説を知ろ
う　１２月１５日（土）午前１０時～１１時
３０分、上鶴間公民館。対象は小学生
以上の人。定員７０人（先着順）。費用
５００円（小学生は無料）　�問 伊藤（��
０４２－７４０－１３３８）
　　　　　　　会費などは個別にお問い

合わせください。
▼女声コーラス　毎週木曜日か金曜
日午前１０時、橋本公民館ほか　�問 斎
藤（�０９０－６４７４－９３２０）
▼社交ダンス　毎週土曜日午後１
時、双葉小学校体育館ほか。対象は
多少経験がある人　�問 �尾（�０９０－
２７３４－３３０９）
▼詩吟　月３回土曜日午前９時３０分、
大沼公民館。初心者歓迎。見学可　�問 
市川（�０４２－７４３－６２８８）
▼アイスホッケー　原則、毎週土曜
日午後８時３０分、銀河アリーナ。対
象は５歳～中学生。初心者歓迎。体
験あり　�問 鶴田（�０４２－８５５－７３６１）

会　場日にち

総合学習センター
１２月１０日（月）
　　１１日（火）

市南区合同庁舎１２月１４日（金）
相模湖まちづくり
センター

１２月１７日（月）

イベント 

講演・講座 
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広報事業の財源とするため広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは（株）相鉄エージェンシー（1０４５－４５０－１８０２）へ。掲載した広告のお問い合わせは各広告主へ。

商 業 施 設 ほ か  

駅 　 前  

大 　 学  

冬 の さ が み は ら  ～まばゆい光に囲まれて～  

ウインターイルミネーション 情報 ウインターイルミネーション 情報 
アリオ橋本イルミネーション アリオ橋本イルミネーション 

お問い合わせ 
アリオ橋本ＳＣ管理事務所 

1０４２－７７９－３３１１ 

お問い合わせ 
ミウィ橋本管理組合 
1０４２－７００－７４００ 

お問い合わせ 
商業観光課 

1０４２－７６９－９２５５ 

さがみ湖駅前いるみん さがみ湖駅前いるみん 
　駅前に手作りのイルミネーションの光が灯ります。 　駅前に手作りのイルミネーションの光が灯ります。 

藤野駅前イルミネーション 藤野駅前イルミネーション 

期　間　１２月３１日（月）まで 
時　間　日没～午前０時 
会　場　藤野駅前 

お問い合わせ 
藤野商工会 

1０４２－６８７－２１３８ 

　約５，０００球のＬＥＤ電球で１２ｍのクリスマス 
ツリーをライトアップします。 

　約５，０００球のＬＥＤ電球で１２ｍのクリスマス 
ツリーをライトアップします。 

期　間　１２月１５日（土） 
　　　～１月１４日（祝） 
時　間　午後５時～１０時 
会　場　相模湖駅前 

お問い合わせ 
相模湖経済観光課 
1０４２－６８４－３２４０ 

　約２万球のＬＥＤ電球が輝きます。 
カラフルなモニュメントも魅力的です。 
　約２万球のＬＥＤ電球が輝きます。 

カラフルなモニュメントも魅力的です。 

Ｇｒｅｅｎ Ｆｏｒｅｓｔ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｇｒｅｅｎ Ｆｏｒｅｓｔ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ 
　インナーガーデンの１０ｍツリーは約１万球の 

ＬＥＤ電球が輝きます。 
　インナーガーデンの１０ｍツリーは約１万球の 

ＬＥＤ電球が輝きます。 

相模大野コリドー 相模大野コリドー 
　約４ｍのホワイトツリーに約４，０００個の 

白色電球を点灯します。 
　約４ｍのホワイトツリーに約４，０００個の 

白色電球を点灯します。 

青山学院大学 青山学院大学 

期　間　１月５日（土）まで 
　　　　（予定） 
時　間　午後４時３０分 
　　　　　～９時３０分 

　校内のヒマラヤ杉と礼拝 
堂のステンドグラスをライ 
トアップします。 

　校内のヒマラヤ杉と礼拝 
堂のステンドグラスをライ 
トアップします。 

　スクリーンに見立てた湖面や周辺の山々に舞う光　 
と音楽のコラボレーションをお楽しみください。 
日にち　１２月２２日（土）～２４日（休） 
時　間　午後５時～９時　　 
会　場　県立相模湖公園 
※２２日はバンドによる生演奏を行います。 
※希望者は直接会場へ 

お問い合わせ 
相模湖経済観光課　1０４２－６８４－３２４０ 

　嶋田トオル with COMODO CHOIR（コモド 
クワイア）のゴスペルライブです｡ 
日にち　１２月２５日（火） 
時　間　午後６時～７時 
会　場　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 
お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－９２５５ 

光が踊る３日間 
 さがみ湖ひかりシンフォニー 

光が踊る３日間 
 さがみ湖ひかりシンフォニー 

クリスマス 
　ゴスペル・ライブ２０１２ 

クリスマス 
　ゴスペル・ライブ２０１２ 

和泉短期大学 和泉短期大学 

期　間　１２月２５日（火）まで 
時　間　午後５時～９時 

　校内の２本のモミの木 
をライトアップします。 
 

　校内の２本のモミの木 
をライトアップします。 
 

桜美林大学 プラネット 
淵野辺キャンパス 

桜美林大学 プラネット 
淵野辺キャンパス 

期　間　１月６日（日）まで 
時　間　午後４時３０分～９時 

　淵野辺駅北口スクールバス 
発着所周辺を飾ります。 
　淵野辺駅北口スクールバス 
発着所周辺を飾ります。 

北里大学 北里大学 

期　間　１２月３日（月） 
　　　　　～２７日（木） 
時　間　午後４時３０分～９時 

　Ｌ１号館前のモミの木 
と校舎外階段をライトア 
ップします。 

　Ｌ１号館前のモミの木 
と校舎外階段をライトア 
ップします。 

相模女子大学 相模女子大学 

期　間　１２月２５日（火）まで 
※土・日曜日を除く 
時　間　午後４時３０分～９時 

　クリスマスツリーを幻想 
的にライトアップします。 
　クリスマスツリーを幻想 
的にライトアップします。 

2012 SAGAMIHARA WINTER ILLUMINATION

期　間　１２月２５日（火）まで 
時　間　午後４時～午前０時 
会　場　ミウィ橋本５階インナーガ 
　　　　ーデン、エントランスほか 

市内で鑑賞できるイルミネーション情報をまとめたマップです。 
市観光協会ホームページでご覧になれます。 
お問い合わせ　市観光協会（商業観光課内）　1０４２－７６９－８２３６ 

期　間　２月２８日（木）まで 
時　間　午後５時～１０時 
会　場　アリオ橋本 

期　間　通年 
時　間　午後５時～１１時 
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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（１２月３日から）

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

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

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

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

－７７７７）へ

○南１月２１日（月）
赤ちゃん
セミナー

○ウ１月２５日（金）

○8 

　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。

○橋１月１８日（金）
　　３１日（木）

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１２月１２日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

　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

○橋
１月１５日（火）
　　２２日（火）
　　２９日（火）

ハロー
マザークラス
〈全３回〉

●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

○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）

○ウ午前９時
　～１１時

１２月１１日（火）
　　１８日（火）エイズ等の

検査・相談 ○橋午後２時
　～４時

１２月１５日（土）
１月５日（土）

○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

○１５ 

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

題を持つ人とその家族
定員　２人（申込順。調整あり）

け
や
き
会
館

午前１０時
　～正午１２月１８日（火）

みんなの
アルコール
相談

○１５ 
　ひきこもり問題を抱える家
族のグループ相談会
対象　市内在住か在勤の人

○ウ午後２時
　～４時１２月１９日（水）ひきこもり

相談会

○１５ 

　専門医などが助言・指導し
ます。
対象　思春期相談　１３～１７歳

のメンタルな問題を抱
える人とその家族等

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

定員　各２人（申込順。調整
あり）

け
や
き
会
館

午後２時
　～４時１２月２０日（木）

思春期・
ひきこもり
特定相談

○4 
　専門医による認知症につい
ての相談
定員　２人（申込順）

○南午前１０時
　～正午１２月２０日（木）高齢者

認知症相談

※希望者は直接市薬剤師会会議室へ
お問い合わせ
　市薬剤師会　1０４２－７５６－１５０２

○ウ午後１時３０分
　～３時　　１２月２０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１２月２６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 

二本松○こ 、鶴園中和田○こ １２月１８日（火）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

相武台○こ １２月１９日（水）

城山○こ 、大野北○こ 、
上鶴間○こ 、麻溝○こ １２月２０日（木）

△○湖 １２月２７日（木）

●もっと健康になるための教室●
申込内容・対象など会場時　間日にち教室名

○9 

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

に支障がない人
定員　１６人（申込順）

○ウ午前１０時
　～正午１月９日（水）踏み台

エアロビクス

○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１月１０日（木）運動

プログラム
作成コース

※受講後、運動習慣定着コース（１０日間）に続けて参加できます。

○9 

　骨粗しょう症予防の話と骨
密度測定。お口の元気チェッ
クコーナーも同時開催
対象　２０～７０歳（昭和１７年４

月２日～平成５年４月
１日生まれ）の人

定員　各２５人（申込順）
費用　各７００円

○ウ
午前９時４５分
　　１０時１５分
　　１０時４５分

１月１７日（木）

骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー

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

愛の献血
会　場時　間日にち

相模原警察署午前９時３０分～１１時３０分１２月５日（水）

橋本駅
ペデストリアンデッキ下午前１０時～正午　　　　

午後１時３０分～３時３０分
１２月８日（土）

市役所前１２月１１日（火）

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

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。

定　員
（抽選）費　用電話番号会　場時　間日にち

各１０人

各
６，０００
円

０４２－７４８－６６１１
（午前１０時３０分～
午後５時）金曜日
を除く

コナミスポーツ
クラブ相模大野
（南区南台３－
１－２７）

午後１時　　
　～２時３０分

１月９日～
３月２７日の
毎週水曜日

①

０４２－７６３－３１４０
（午前１０時～午後
７時）日曜日を除
く

NSP上溝スイミ
ングスクール＆
クラブ
（中央区上溝３９９１
－１）

午前１０時３０分
　～１１時５０分

１月１０日～
３月２８日の
毎週木曜日

②

０４２－７７５－６６００
（午前９時３０分～
午後１０時、日曜日、
祝日は午後７時ま
で）金曜日を除く

スポーツクラブ
ルネサンス橋本
（緑区橋本３－
３－１）

午後２時３０分
　～４時③

５人

０４２－７５３－５４６１
（午前９時３０分～
午後９時、日曜日、
祝日は午後７時ま
で）月曜日を除く

スポーツクラブ
ルネサンス淵野
辺
（中央区鹿沼台
１－９－１５）

午後３時３０分
　～５時　

１月１１日～
３月２９日の
毎週金曜日

④

１０人３，６００
円

０４２－７７１－７３３３
（午前１０時～午後
５時）

相模原ドルフィ
ンクラブ
（緑区橋本１－
４－１）

午前１１時～
午後０時３０分

１月１５日～
２月２２日の
毎週火・金
曜日

⑤

対　象　市内在住の６５歳以上で、運動に支障がない人
申し込み　電話で１２月①２７日②２８日③④１月８日⑤１２月２５日までに各会場へ

食品衛生年末総点検を実施します
　保健所では食品の衛生的な取り扱いの確認や食中毒等の健康被害を未然
に防止するため、立ち入り調査や食品の抜き取り検査を実施します。
期　間　１２月２８日（金）まで
対　象　食品を大量に調理・製造する施設
　　　　多種多様な食品を扱う施設

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

がんを知る展
～「知る」ことが、あなたを「守る」こと～

　市がん検診受診促進パートナー企業と市が共催で「がん」の発生メカニ
ズムから予防、最新治療などをパネル等を使って紹介します。
日にち　１２月７日（金）～９日（日）
時　間　午前１０時～午後６時（９日は午後５時まで）
会　場　アリオ橋本アクアガーデン

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－８３２２

１　流水で手をぬらし、 
　石けんを適量つける。 

２　手のひらと 
　手の甲を洗う。 

３　指の間も 
　しっかり洗う。 

４　親指も忘れずに 
　ねじり洗い。 

５　指先や爪の間も 
　しっかり洗う。 

６　手首も忘れ 
　ずに洗う。 

◎流水でよく洗い流し、水分をよく拭き取りましょう。
お問い合わせ　疾病対策課　1０４２－７６９－８２６０

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

献
血
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

け
ん
け
つ
ち
ゃ
ん

いろいろな場での
歯科衛生士の役割〈全３回〉

～高齢者・障害者の方への対応と医院で役立つスキルアップ講習～

　多方面で活躍している歯科衛生士や関連職種の専門家などの講義、実習、
スキルアップ等について学びます。
日にち　１月１０日・２４日、２月７日の木曜日
時　間　午前９時３０分～午後４時３０分
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住か在勤の歯科衛生士＝３０人（申込順）
※保育あり（１２月２０日までに要予約）
費　用　３，０００円
申し込み　電話で１２月３日～１月４日に市歯科医師会（1０４２－７５６－１５０１） 

へ

歯科衛生士
講習会

インフルエンザ・感染性胃腸炎など

　感染症を予防しよう！
　これからは感染症が流行しやすい時期です。手軽にできることを習慣に
して予防に努めましょう。

医療従事者は２年に１度の届け出を
　平成２４年１２月３１日現在で医師、歯科医師、薬剤師の免許がある人と、市
内で勤務している保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科
技工士の免許がある人は届出票を提出してください。
届出票の提出　医事薬事課にある届出票（市ホームページの 申請書ダウン

ロード → 医事薬事 からダウンロード可）を、直接か郵送で１月１５
日（必着）までに同課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）へ

※医療・福祉関係の職場に勤務している人には、勤務先に届出票を送りま
す。

※医師、歯科医師、薬剤師は、現在就労していない人も必ず届け出てくだ
さい。

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

あなたのいびき大丈夫ですか？
～睡眠時無呼吸症候群と生活習慣病～

日　時　１月１９日（土）午後３時～４時３０分
会　場　南メディカルセンター
講　師　�田信和さん（東大沼内科クリニック院長）
定　員　１５０人（先着順）　※希望者は直接会場へ
※事前に質問を受け付けています。詳しくは市医師会ホームページをご覧
ください。

お問い合わせ　市医師会事務局　1０４２－７５５－３３１１

市内科医会
市民公開講座

◎水と石けんを使って、１５秒以上洗いましょう。

正しい手洗い

大人が知っておきたい
「生きるための心の教育」
～いのち・こころ・性の教育～

　思春期の子どもの心や性についての理解を深め、子どもとの関わり方を
学びます。
日　時　１２月２６日（水）午後２時３０分～４時３０分
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　小・中学生、高校生の子どもを持つ保護者など
申し込み　電話で１２月３日～２０日に健康企画課（1０４２－７６９－８３４５）へ

思春期保健
セミナー




