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春の甲子園で東海大学付属相模高校が優勝

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

市議会議員が決まりました 2
たばこの本当の姿をもっと知ってほしい 6
高齢者を狙う悪質商法等が増加！ 7

　４月５日、第８３回選抜高等学
校野球大会で１１年ぶり２回目の
全国制覇を果たした同校野球部
が、市役所を訪れ、多くの市民
の前で優勝を報告しました。野

球部の佐藤大貢主将は「多くの
人が支えてくれたからこそ優勝できました。震災
のさなか、精いっぱいやろうと全力でプレーしま
した。夏も頑張ります」と話しました。
お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

ひろ つぐ 

「潤水都市 さがみはら」は、政令指定都市・ 
相模原の、未来へ向かう合言葉です。 

じゅん すい と し 

4月1日現在（　）は前月との増減

人 口  717,701　（378減）

世 帯  304,014　（610増）
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就任のごあいさつ
相模原市長　加山俊夫

　このたびの市長選挙で、引き�き市長として市政を担わせて
いただくこととなりました。皆さまが安全に、安心して、心豊
かに生活を送れる“暮らし先進都市”をめざし、今後とも全身
全霊を傾けて市政運営に取り�んでまいります。
　さて、３月１１日に発生しました東日本大震災で被災されました
皆さまに心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い
復興を願っております。本市といたしましても、被災地の早期復興、被災者や避難者へ
の支援に取り�んでまいりました。多くの支援物資、義援金など、市民の皆さまの厚い
志に、深く敬意を表し感謝を申し上げるとともに、市民生活や企業活動にご不便をお掛
けしていることに、心よりおわび申し上げる次第です。
　２期目の市政運営を行うにあたりましては、このたびの東日本大震災での教訓を最大
限に生かし、災害に強い安全なまちづくりに向け、状況に応じて柔軟に即応できる体制
を強化してまいります。
　そして、福祉、医療、教育、環境、雇用の確保と産業振興など、市民生活に直�した
施策の充実を図り、皆さまの暮らしを向上させるための取り�みを進めてまいります。
　中でも高齢者福祉施設整備の促進や、障害者支援施策の充実、教育環境の整備等に早急
に取り�むとともに、保育園の定員の拡大等を行い、待機児童の解消を進め、子育てや
就労を支援してまいります。併せて、精神障害者地域活動支援センターの増設、救急医療
体制の充実など、市民の皆さまの健康を守る医療制度の充実に引き�き積極的に努めて
まいります。
　将来にわたって安全・安心で、自立した都市として発展していくためには、産業の活
性化や都市基盤の整備など都市力の向上を図ることによる確かな財政基盤の構築が大切
です。新たな産業用地創出や雇用の場の確保にも取り�み、産業や地域�済の進展を
図ってまいります。
　また、津久井地域の自然の魅力を活用し、都市と自然とを�ぶ“ 潤  水  都  市  さがみはら”

じゅん すい と し

を実現するためのプロジェクト等を展開してまいります。
　今後も、本市の権限や財源を有効活用する中で、多様な施策に�合的に取り�み、本
市の都市力を高め、自主・自立のまちづくりを推進し、市民の皆さまの安全と安心を
守り、心豊かに生活できる環境づくりを進めてまいります。
　皆さま方におかれましては、引き�き温かいご支援とご協力を賜りますようお願い
申し上げ、就任のごあいさつといたします。

市長選挙の結果
投票日　４月１０日
当　加山　俊夫　　１７７，８９９票
　　榎本　與助　　　６７，１３１票
　　菅野　通子　　　３１，８４６票

（投票率　５０．６０％）

市議会議員選挙の結果
　２㌻をご覧ください。
　当選された議員の紹介は、本日発行の
「さがみはら市議会だより」に掲載され
ています。

教育　 

　環境 

「安全・安心」を基軸に市政がスタート 

保育所待機児童対策の推進 

福祉施設整備の促進 

高度救助体制の確立 

子育て 

支援 

高齢者 

福祉 

災害　 

　対策 

撮影地：相模原麻溝公園 
　５月８日（日）に同公園でクレマチスフェアを開催します。同フェアについ
て詳しくは12㌻をご覧ください。 

撮影地：相模原麻溝公園 
　５月８日（日）に同公園でクレマチスフェアを開催します。同フェアについ
て詳しくは12㌻をご覧ください。 

中学校完全給食の推進 

「安全・安心」を基軸に市政がスタート 「安全・安心」を基軸に市政がスタート 「安全・安心」を基軸に市政がスタート 
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東日本大震災の被害からの早期復旧をめざして

市立図書館休館等のお知らせ
　建物被害からの復旧や、図書館システムの安全性向上に取り組む
ため、休館、サービスの一部を停止します。皆さまにはご迷惑をお
掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

休 館
市立図書館（中央区鹿沼台）　５月１９日（木）まで
　修繕工事のため、市立図書館と視聴覚ライブラリーを休館します。

サービスの一部停止
相模大野図書館、橋本図書館、相武台分館、各公民館等図書室
５月１０日（火）～１３日（金） ※月曜日開館施設は５月９日（月）から
　システムの緊急保守を実施するため、期間中は、貸し出し、予約
サービスが利用できません。館内での閲覧、返却、貸出準備ができ
た予約資料の貸し出しサービスは利用できます。
※保健と福祉のライブラリーは、５月１２日（木）は休館します。

お問い合わせ　市立図書館　1０４２－７５４－３６０４
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あなたの経験を明日の相模原の力に

※採用は、原則、平成２４年４月１日です。
※詳しくは、職員課、各区役所総務課・まちづくりセンターなどにある選考案内を
ご覧ください。市ホームページの　相模原市、職員募集。　からもご覧になれま
す。
申し込み　選考案内に付いている申込書と職務経験・実績書を郵送で、１月３１日（消

印有効）までに職員課へ
応募状況に応じ随時選考（面接等）を実施し、採用候補者を決定します。採用候補
者が決定した場合は申し込みを締め切ります。

お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３

受験資格職務内容募集人数選考区分

昭和２７年４月２日以降に生まれ、獣医師免許があり、
公衆衛生に関する実務経験が平成２３年３月３１日まで
に１５年以上ある人

公衆衛生
業務１人獣医師

（経験者）

市職員募集

○氏名は、立候補届出氏名を掲載しています（※の人は、
届出と異なる姓を通称として使用していました）。
○あん分票による１票未満の端数は切り捨てています。

緑区　有権者数　１３８，９８５人
投票率　５３．０７％

（定数１２人　候補者数２４人）
得票数氏　　名

５，７２１小野沢耕一当

５，６６６関山由紀江当

５，４７０小 林 正 明当

５，０６０長 友 義 樹当

４，９５３山 岸 一 雄当

４，５１０小 田 貴 久当

４，２４５野 元 好 美当

４，１０９栗 原　 大当

３，９８４榮　 裕 明当

３，９３６宮 下 奉 機当

３，２５３小 林 倫 明当

２，８３８関根雅吾郎当

２，８１０二 木 栄 一

２，６３２久保田雄司

２，４８２池 谷　 健

２，４３４秋 本　 仁

２，０８６角 尾 彰 央

１，６７３安 藤 照 男

１，４０６高 橋 正 二

７２４榎 本 五 郎

５４８佐々木宣彰

５３６松 川 公 浩

４２６藤 田　 出

４１０関 戸 正 樹

中央区　有権者数　２０７，５２０人
投票率　５０．１８％

（定数１８人　候補者数２３人）
得票数氏　　名

９，９４０沼 倉 孝 太当

８，４３９太田千代※当

６，２８１菅 原 康 行当

６，２６７江 成 直 士当

５，７５８米 山 定 克当

５，５８０西 家 克 巳当

５，３９６中 村 昌 治当

４，４０２大 澤 洋 子当

４，３７３佐 藤 賢 司当

４，２５２岸 浪 孝 志当

３，８７５森　 繁 之当

３，７３８松永千賀子当

３，７１４久保田義則当

３，６６０小 池 義 和当

３，６１９落 合 芳 平当

３，４３３小 野　 弘当

３，４０２竹 腰 早 苗当

３，２７０臼 井 貴 彦当

３，０９３多 賀　 誠

３，０３６杉 本 直 子

２，１３６山 本 裕 子

１，９１６小 澤 隆 宏

１，８２０渡 邉 良 一

南区　有権者数　２１６，９５９人
投票率　４９．４０％

（定数１９人　候補者数２９人）
得票数氏　　名

６，７７６阿 部 善 博当

６，０１０大 槻　 研当

５，２３３鈴 木 秀 成当

４，７４５石 川 将 誠当

４，７３４久保田浩孝当

４，４７１大 � 秀 治当

４，４４８加 藤 明 徳当

４，２５７中 村 知 成当

４，０６０金子豊貴男当

３，９９５寺 田 弘 子当

３，９７６古 内　 明当

３，８７６稲 垣　 稔当

３，８３６大 田　 浩当

３，６８６折 笠 峰 夫当

３，６６３桜井はるな当

３，５１６市 川　 圭当

３，５０３藤 井 克 彦当

３，５０３須 田　 毅当

３，４８６溝 渕 誠 之当

３，２２４東條恵美子

３，２１５財 津 秀 明

３，０７１大 槻 和 弘

２，４９５渋 谷　 浩

２，３５６石 川　 達

２，２１３西 村 綾 子

２，１４２篠 � 健 太

１，２１２佐藤知恵※

１，１５２小林美穂子

８３８吉 田　 悌

お問い合わせ
市選挙管理委員会事務局　1０４２－７６９－８２９０

　４月１０日に行われた市議会議員選挙の結果は次のとおりです。当選された議員
の紹介は、本日発行の「さがみはら市議会だより」に掲載されています。

市立小・中学校の
教員を募集

受験資格　受験する校種等の教員免許状があるか、平成２４年３月ま
でに取得見込みの人（ほかに要件あり）

※詳しくは、市ホームページの　相模原市、職員募集。　か、教職員
課、各区役所総務課などにある実施要項をご覧ください。

申し込み　県ホームページの 神奈川県・相模原市公立学校 教員採
用候補者選考試験について （市ホームページの 相模原市、職
員募集。 からリンク）から、５月６日～２０日に申し込みでき
ます（原則、インターネットからの申し込みです）。

※選考試験は県教育委員会と共同で行います。申込先はすべて県教
育委員会です。

※相模原市立小・中学校で勤務を希望する人は、第２次試験合格後
の「名簿登載者説明会」で勤務地の希望を聞きますので、その際
に「相模原市希望」と伝えてください。希望通りになれば相模原
市に配属されます。

第１次試験　７月３日（日）

採用試験に向けた志願者説明会（市内）
日　時　５月６日（金）午後７時～８時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと　　定　員　５００人（申込順）

もり

申し込み　県ホームページの 神奈川県・相模原市公立学校 教員採
用候補者選考試験について （市ホームページの 相模原市、職
員募集。 からリンク）から申し込みできます。

お問い合わせ　教職員課　1０４２－７６９－８２７９

さがみ風っ子教師塾入塾説明会
　１０月から始まる同塾の概要などを説明します。
日　時　５月２０日（金）午後７時～８時３０分
会　場　総合学習センター
対　象　市内小・中学校の教員を志望する人＝５０人（申込順）
※同塾の内容など詳しくは、同センターのホームページをご覧ください。
申し込み　電話で同センター（1０４２－７５６－３４４３）へ

放射能の情報について
　健康や、食品、水道水への放射能の影響については、市ホームペ
ージの  福島県の原子力発電所に関する放射能の情報について をご
覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ（５月から）　月～金曜日　午前８時３０分～午後５時

医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３健康への影響について

生活衛生課　1０４２－７６９－９２３４食品について

生活衛生課　1０４２－７６９－８３４７水道水について

小学校８５人程度
中学校５０人程度
養護教諭２人程度

ゴールデンウイーク
ごみ収集のお知らせ
 一般ごみ、資源、容器包装プラは通常どおり収集します 

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

４月２９日（祝）
　～５月５日（祝）

福島原子力発電所
に関する
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　市指定の金融機関から、事業資金の融資を受けられる制度です。利子補
給と信用保証料の補助があります。
東日本大震災の影響を受けた場合も、利用できる資金があります。

※県創業支援融資利用者に対する補助制度もあります。
※申し込み要件や市指定の金融機関など詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ　産業・雇用政策課　1０４２－７６９－８２３７

　昨年度に協働事業提案制度で取り組んだ１７事業について、その成果や課
題を報告します。
日　時　６月５日（日）午前９時３０分～午後４時
会　場　ウェルネスさがみはら
定　員　７０人（先着順）　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－９２２５

　市がインターネットや郵送で依頼するアンケートへの回答を通じて、市
政に参加できる「ｅ‐モニター」を再募集します（年３～４回程度）。
期　間　５月下旬～平成２４年３月３１日
対　象　市内在住の１６歳以上の人（２３年度中に１６歳になる人を含む。公務

員など公職にある人やモニター経験が連続して２年を超える人は除
く。世帯で１人まで）＝２６人（選考）

申し込み　郵送・ファクス・Ｅメールか、広聴広報課や各行政資料コーナ
ー・まちづくりセンターなどにある再募集案内裏面の申込書に、住
所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号、希望コース（インターネ
ットか郵送）、Ｅメールアドレス（インターネットコースの人）、
市政モニター経験の有無（ある場合は時期）、応募動機を書いて、
５月１６日（必着）までに広聴広報課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－
１１－１５　1０４２－７６９－８２９９　6０４２－７３０－５２５８　Ｅメール e-moni 
tor@city．sagamihara．kanagawa．jp）へ

主な資金（資金ごとに資格要件が異なります）

資金使途融資限度額市負担率
（利子補給）

利用者
負担率融資利率資金

運転・設備３，０００万円０％２．４％２．４％中小企業振興

運転・設備１，０００万円１．０％１．４％２．４％小企業小口

運転・設備２，０００万円１．６％０．６％２．２％景気対策特別

運転　５００万円１．９％０．３％２．２％景気対策
特別小口

運転２，０００万円１．６％０．６％２．２％経営安定支援

設備３，０００万円１．９％０．５％２．４％地球温暖化
防止支援

協働事業提案制度　公開事業報告会

SIC3 i－Lab． ６つの特徴
○研究開発、製品開発に適したラボ
　多様に活用できる一部２層構造
○オープンラボ
　入居企業の評価機器を共同利用するオープ
ンラボを整備します。
○１１０㎡超の多目的スペース
　社員の食事・休憩、社内ミーティング・顧客
との商談などさまざまな用途で使用できます。
○セキュリティー
　機械警備や施設内に監視カメラを設置する
など、高いセキュリティーを備えています。
○施設の相互利用
　橋本駅徒歩１０分に立地するＳＩＣ1、ＳＩ
Ｃ 2 のロビー、会議室、ビジネスコーナー
が利用できます。
○アクセス（所在地　中央区上溝１８８０－２）
　さがみ縦貫道路（仮称）相模原インターチ
ェンジ（平成２４年度完成予定）から４㎞。
　相模線上溝駅から徒歩１０分

対　象　次のいずれかに該当する企業等
○インキュベーション施設での創業期を経てさ
らなる規模拡大をめざす企業

○独創的な技術によりさらなる規模拡大をめざ
す中小企業

○大学や企業間の連携による事業化をめざして
共同研究開発を行うグループ

○企業の研究開発部門や大学の研究室・研究者

※入居方法等詳しくは、ＳＩＣホームページを
ご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　さがみはら産業創造センター　1０４２－７７０－９１１９
　　　　HP  http：//www．sic-sagamihara．jp/

賃貸料（月額、共
益費・消費税含む）部屋数面積部屋タイプ

２１万１，６８０円１４１１２㎡ラボ

１１万７，６００円３５６㎡セミラボＡ

５万８，８００円４２８㎡セミラボＢ

９万７，０２０円３４２㎡オフィスＡ

４万８，５１０円３２１㎡オフィスＢ

対　象　自ら居住する住宅のアスベスト
含有調査と除去工事を行う人（共
同住宅の場合は管理組合など）

期　間　平成２４年３月３１日まで
補助率　調査・工事費の２分の１
※事前に申請が必要です。
※中小企業者にはアスベスト除去対策の資金融資制度があります。詳しく
は産業・雇用政策課（1０４２－７６９－８２３７）へ

お問い合わせ　環境保全課　　1０４２－７６９－８２４１
　　　　　　　津久井環境課　1０４２－７８０－１４０４

限度額
共同住宅の
共用部分１世帯

３０万円１０万円含有調査

３００万円３０万円除去工事

SICとは
　さがみはら産業創造センター（ＳＩＣ）は、
起業家や新分野進出をめざす中小企業を支援
するパートナー企業として、平成１１年に設立
したインキュベーションセンター（起業家を
育成する施設）です。企業の海外販路開拓支
援や創業準備などの課題解決、大学の研究室
紹介などの連携のほか、インターンシップや
経営塾等による人材育成など、起業間もない
起業家からさらなる成長をめざす企業まで、
成長段階に応じたサービスを提供しています。
現在、西橋本のＳＩＣ1とＳＩＣ2には合わ
せて６０企業が入居し、世界に通用する企業を
めざし日々奮闘しています。
　ＳＩＣでは、起業家、入居企業、そして地
域企業が成長していくための支援体制をより
充実させ、地域経済の発展貢献をめざします。

住宅の吹付けアスベストの調査・除去に補助金を交付

中小企業融資制度のご案内

入居企業募集
独創的な技術を持ったものづくり企業を応援

1１月
オープン

完成イメージ

　東日本大震災で被災地から市内に避難された方へ　

全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国避避避避避避避避避避避避避避避避避避避避避避難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシスススススススススススススススススススススステテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへのののののののののののののののののののののの
情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供ににににににににににににににににににににににごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力ををををををををををををををををををををををおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいししししししししししししししししししししししままままま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すすすすす

　提供された情報を基に、避難前に住んでいた自治体から、税の減免や仮設
住宅の入居など、各種手続きについてお知らせする予定です。
提供方法　各区役所区民課・まちづくりセンター・出張所にある避難先等

に関する情報提供書面（市ホームページの 相模原市に避難してい
る人への支援情報メニュー からダウンロード可）を各区役所区民
課・まちづくりセンター・出張所へ

※本人確認ができる書類等がある場合は、持参してください。
※避難され、相模原市に転入手続きをした方も、情報提供をお願いします。

お問い合わせ　避難者相談窓口　1０４２－７６９－８２９３
〈月～金曜日（祝日を除く）　午前９時～午後５時〉

　１１月にオープン予定のＳＩＣ3 i － Lab．（エ
スアイシースリーアイラボ）は操業スペースの
提供や、共同研究・開発のサポートを通して、創
業期から成長期に移行する「独創的な技術を持
ったものづくり企業」を
支援し、次世代のリーデ
ィング産業の創造をめざ
します。

市民から被災地等への応援物資の募集期間を延長
募集期間　５月３１日（火）まで　午前８時３０分～午後５時
受付場所　市体育館（市役所前）
※被災地の状況などにより、募集期間を変更する場合があります。変更の
情報は、市ホームページなどでお知らせします。
※募集する物資や搬入方法など詳しくは、市ホームページの 地震情報のペ
ージ をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　市応援物資専用電話　1０４２－７６９－９２６２

あなたの意見を市政に反映
ｅ‐モニター（市政モニター）再募集
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７月２４日までにアナログ放送は終了
　地デジ完全移行まであと８５日！　～地デジ受信の準備はお早めに～

７月２４日までにアナログ放送は終了

就職活動を支援！ コンピュータ実務教育講座〈全 １ ５ 回〉
　ワードやエクセル、パワーポイントなどを使って案内状の作成や売上表集計など、
実務で使える技術を学びます。
日　時　６月６日（月）～２４日（金）〈土・日曜日を除く〉午前９時～正午
会　場　デジタルコンテンツ研究会（南区南台３－１２－１２）
対　象　市内在住でパソコン入力操作ができる求職活動中の人＝１５人（選考）
費　用　１，６４４円
申し込み　直接か電話で５月９日～２０日に同会（1０４２－７４８－０４７１）へ

　現在の地上アナログ放送は、放送終了に向け、お知らせ画面の表示などを経て、７月２４日までに全ての放送が完全に終了します。
地上デジタル放送（地デジ）に移行すると、これまでのアナログテレビでは、デジタルチューナーなどを取り付けなければ視聴でき
なくなります。
　アナログ放送終了時期が近づくと、アンテナの設置・調整等の工事が集中し、期日までに間に合わなくなる場合がありますので、
早めの準備をお願いします。

ソレイユさがみの催し
■介護を楽にするおしゃべりサロン
日にち　５月２６日（木）
時　間　午後１時３０分～３時３０分
定　員　６人（申込順）
■女性のための個別キャリアカウンセリング
日にち　５月２７日（金）
時　間　①午前９時②１０時３０分③午後１時④２時３０分
定　員　各１人（申込順）※①②の保育は定員２人
■女性のための心とからだの健康相談
日にち　５月２８日（土）
時　間　午後１時３０分・２時３０分
定　員　各１人（申込順）
■女性のための健康応援セミナー「月経痛に悩まないで」
日　時　６月１１日（土）午後２時～３時３０分
定　員　３０人（申込順）

◇　　　◇
申し込み　直接か電話、ファクスに氏名、電話番号、催し名を書

いて、同所へ
※未就学児（２歳以上）の保育あり（申込時に要予約）

■交流事業委員会の市民ボランティアを募集
　ソレイユさがみの事業などを企画・運営します。
任　期　委嘱の日～平成２６年３月３１日
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の人＝若干名（申込順）
申し込み　ソレイユさがみ、各公民館にある応募用紙に応募動機

（４００字程度）を書いて、同所へ

お問い合わせ
ソレイユさがみ　1０４２－７７５－１７７５　6０４２－７７５－１７７６
緑区橋本６－２－１　シティ・プラザはしもと内

経済的な理由等で対応できない世帯への支援

　総務省では、経済的な理由等で地デジ放送に対応できな
い世帯に対して、簡易なチューナーの無償給付などの支援
を行っています。
　支援内容など詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報
→ 地上デジタル放送 をご覧になるか、総務省地デジチュ
ーナー支援実施センターにお問い合わせください。

共同アンテナでテレビを見ている
○集合住宅や地形的な理由により共同受信 
施設でテレビを見ている

　共同受信施設のデジタル化改修が必要にな
る場合もありますので、施設の管理者や受信
組合等にお問い合わせください。

○ビル陰など受信障害対策の共同受信施設で 
テレビを見ている

　地デジ移行により、受信障害が解消される
場合もありますので、対応方法については施
設管理者等にお問い合わせください。

個別（訪問）相談〈無料〉

　デジサポ神奈川では、高齢者などを
対象に地デジに関する相談を行ってい
ます。
申し込み　各区役所区民課・まちづく

りセンターなどにある専用はが
きか、電話でデジサポ神奈川へ

助成金・相談など 地デジ化工事を装った詐欺に注意！
　地デジ受信対応に関連した不正請求や振り込め
詐欺などが発生しています。
　市や国の関係機関等が地デジ受信のための費用
を請求することはありません。
　身に覚えのない請求を受けた場合には、すぐに
支払わず、デジサポ神奈川や、お近くの消費生活
センターなどに相談してください。

受信方法、訪問相談などについて
デジサポ神奈川（総務省テレビ受信者支援センター）　1０４５－３４５－０１１０　
地デジチューナー無償給付などについて　総務省地デジチューナー支援実施センター
ＮＨＫ放送受信料全額免除の世帯は　1０５７０－０３３８４０（つながらない場合　1０４４－９６９－５４２５）
世帯全員が市区町村民税非課税の世帯は　1０５７０－０２３７２４（つながらない場合　1０４３－３３２－２５２５）

男女共同参画に関する調査・研究活動を応援
　男女共同参画に関する調査や研究活動を行う市内のグループへ活動経費の２分の１
を助成します（上限１０万円、審査あり）。
対　象　過半数が市内在住か在勤・在学の３人以上のグループ
※応募資格など詳しくは、男女共同参画課、ソレイユさがみにある募集要領をご覧く
ださい。市ホームページの 作品・スタッフ募集 からもご覧になれます。

申し込み　募集要領に付いている申込用紙を、５月３１日（必着）までに同課へ

お問い合わせ　男女共同参画課　1０４２－７６９－８２０５

家族セミナー 子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどもももももももももももももももももももももものののののののののののののののののののののの自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立とととととととととととととととととととととと就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職にににににににににににににににににににににに向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけてててててててててててててててててててててて〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉
　若者への理解や就職支援の在り方などを学びます。セミナー後、希望者に個別カウ
ンセリングを行います。
日　時　５月２１日・２８日、６月１８日の土曜日午後２時～４時
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本５－４－２０）
対　象　ニートやひきこもり、フリーターの子どもを持つ家族＝３０人（申込順）
申し込み　電話で５月２０日までに、さがみはら若者サポートステーション（1０４２－

７０３－３８６１）へ

○C 日本民間放送連盟２００９

１．受信方法の確認を

ケーブルテレビやインターネットでテレビを見ている（有料）
　ＵＨＦアンテナは不要です。契約内容の変更等が必要な場合があ
りますので、加入しているケーブルテレビ会社や、インターネット
回線会社にお問い合わせください。 ○C 日本民間放送連盟２００９

２．デジタル受信 
機器を用意

　地デジ対応テレビに買い換えるか、
アナログテレビにデジタルチューナ
ーかデジタルチューナー内蔵録画機
器を取り付ける必要があります。

自宅にアンテナを設置してテレビを見ている
　アンテナの種類を確認してください。

ＵＨＦアンテナＶＨＦアンテナ

ＵＨＦアンテナの取り付
け工事が必要です。

ＶＨＦアンテ
ナのみの場合

通常はそのままで受信す
ることが可能。調整等が
必要な場合もあります。

ＵＨＦアンテ
ナがある場合

※いずれの場合も、電気店にお問い合
わせください。

地デジの受信方法

　地デジの準備にあたり、

「何をすればいいの」、

「テレビを買ったのに地

デジが受信できない」と

いう人は、デジサポ神奈

川がお手伝いします。まず

は、電話してください。

気軽に相談を　受付時間は、
午前９時～午後９時（土・日
曜日、祝日は午後６時まで）、
気軽に相談してください。
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里地里山を守り育てる
人と自然が共生するまちをめざして

　地域の歴史や生活文化などに培われ、築かれてきた里地里山では、地域に暮らす人たちを中心に、その地域の
特性に応じた活動を進めていくことが必要です。　
　市では、私たちにさまざまな恵みを与えてくれる里地里山を市民の皆さんと一緒に守り育てていくために、条
例を制定するなどの取り組みを進めています。

日本の原風景－里地里山
　里地里山とは、農地や雑木林などとそこに暮らす人たちの生活の場が一
体となった地域のことです。田畑の耕作や、 薪 ・炭の材料になる雑木林の

まき

手入れなど、人々が何世代にもわたり、自然に働き掛けることによって、
生まれ育まれてきました。
　このような里地里山には、日本の原風景ともいえる景観があり、里地里
山特有の生き物たちが生息しています。また、農地や山林が一時的に水を
 溜 めることにより、洪水などの災害を防ぐ機能、祭りや遊びなどを通した
た

地域特有の生活文化の伝承、身近に自然を感じながら散策や自然観察がで
きる場の提供など、人と自然が共生する里地里山は、私たちにさまざまな
恵みをもたらしてくれます。

失われつつある里地里山
　人が手を入れることにより守られてきた里地里山は、人々のライフスタ
イルの変化や農林業の後継者不足などにより、手入れが行き届かなくなっ
てしまった農地や雑木林が増え、かつての面影が失われつつあります。　

里地里山を守るために－条例を制定
　そこで、市では、地域で里地里山の保全や活用に取り組む団体の活動を
支援し、里地里山の保全や活用を図るために必要になる市や市民の役割を
定めた「相模原市里地里山の保全等の促進に関する条例」を制定しました。
　人と自然が共生する里地里山を将来にわたって引き継いでいくための取
り組みを、市民の皆さんとともに進めていきます。

こんな活動をしています　緑区小松・城北地域
　農林業だけでなく、谷津田（浅い谷間にある田）
の復元や竹林の整備、ホタルなど生き物が生息する
環境の保全など、さまざまな活動を行っています。

　また、里地里山の魅力を
多くの人に知ってもらうた
め、草刈りや地元の食材を
使った食事をする里地里山
体験・交流活動や、子どもたちを対象にした体験学
習を通して、里地里山の大切さを伝えています。

▲炭焼き小屋を見学

▲小川にいる生き物探し

花咲き、草木芽吹く季節 自然に親しもう 満喫しよう
あなたの菊を咲かせてみませんか  菊づくり講習会

　ビデオやテキストを使って、菊づくりの方法を初
めての人にも分かりやすく紹介します。
日　時　５月２２日（日）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　市民会館　　定　員　７０人（申込順）
申し込み　電話で５月２日～２０日に商業観光課

（1０４２－７６９－８２３６）へ

発見しよう！ まちの中の小さな自然
　会場周辺を自然観察指導員と散策し、まちの中に息づく植物や生き物
を観察します。
日　時　５月１１日（水）〈荒天中止〉午前９時３０分～１１時３０分
会　場　環境情報センター周辺
※参加希望者は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

お問い合わせ　環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８

県立相模原公園の催し ※希望者は直接会場へ
こどもの日フェア　チャリティーフリーマーケットやミニドックランなど、

楽しい催しが盛りだくさんです。
日　時　５月５日（祝）午前１０時～午後３時

お問い合わせ　県立相模原公園　1０４２－７７８－１６５３

サカタのタネグリーンハウスの催し
「彩の丘の会」押し花展
日　時　５月１０日（火）～２２日（日）午前９時３０分～午後４時

マンスリーコンサート「フルートアンサンブル」
日　時　５月１５日（日）午後１時３０分～３時

お問い合わせ　サカタのタネグリーンハウス　1０４２－７７８－６８１６

樹木の探偵団の　公園樹木めぐり
　樹木がみずみずしいこの時季に、公園
内の見頃の樹木を観察します。

時　間　午後１時～３時３０分
対　象　中学生以上の人＝各３０人（申込順）
費　用　各３００円
申し込み　電話で市みどりの協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

会　場日にち
相模原北公園５月８日（日）

相模原麻溝公園　　２２日（日）

５月～７月の空き状況
　平日に空きあり
　申し込み　随時受け付け
８月分の抽選申し込み
　Ｓネットか、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、５月１０
日までに各施設へ。抽選後の空き室の申し込み
は５月２１日から電話で①7０１２０－９８８－５４７②1 

０２６７－５５－６７７６へ
①８月は休館日なし
②土曜日やゴールデンウイーク等を除いて特別
料金で宿泊でき、地域の特産品をプレゼント

①相模川清流の里　②たてしな自然の村

５月～８月分の利用申し込み

対　象　満１８歳以下の青少年で構成され、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

申込期間
○宿泊利用（抽選）５月１０日まで
○宿泊利用空き室（申込順）５月２１日から
○日帰り利用（申込順）５月１日から
申し込み　申込期間に直接、各所へ
※利用者登録カードを持っている人は、市ホ
ームページやＳネットからも申し込みでき
ます。

相模川ビレッジ若あゆ
ふじの体験の森やませみ

８月分の利用申し込み

お問い合わせ　相模川ビレッジ若あゆ　　1０４２－７６０－５４４５
　　　　　　　ふじの体験の森やませみ　1０４２－６８６－６０２５

宿泊利用日（日帰り利用も可）
△８月１日（月）～２日（火）　　１７日（水）～１８日（木）
　　○３日（水）～５日（金）　□１９日（金）～２０日（土）
　　　６日（土）～７日（日）　△２２日（月）～２３日（火）
　　○８日（月）～１０日（水）　△２４日（水）～２５日（木）
　　　１１日（木）～１２日（金）　○２６日（金）～２８日（日）
　　□１３日（土）～１４日（日）　○２９日（月）～３１日（水）
　　　１５日（月）～１６日（火）
※○印は、２泊３日、１泊２日のどちらも利用可
※□印は、相模川ビレッジ若あゆのみ
※△印は、ふじの体験の森やませみのみ

お問い合わせ　水みどり環境課　1０４２－７６９－８２４２

里地里山の風景

落ち葉かき
堆肥作り 田 畑

雑木林の手入れ 里の集落

水 路
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禁煙サポート講座
　禁煙成功者による体験談や、検査を行いま
す。
日　時　５月２８日（土）午前１０時～正午
会　場　南保健センター
定　員　５０人（申込順）
申し込み　電話で５月２日から南保健センタ

ーへ
※緑保健センターでは９月、中央保健センタ
ーでは１１月に実施する予定です。詳しくは
後日、本紙でお知らせします。

特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別イイイイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトト
iiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnn アアアアアアアアアアアアアリリリリリリリリリリリリリオオオオオオオオオオオオオ橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋本本本本本本本本本本本本本

あなたの肺は元気？
　肺年齢、呼気中の一酸化炭素濃度、血管年齢
を測って、肺の健康をチェックします。
日にち　５月２９日（日）
時　間　午後１時３０分～３時３０分
会　場　アリオ橋本アクアガーデン
※肺年齢の測定は人数に限りがあります。

お問い合わせ
疾病対策課

1０４２－７６９－８２６０

あなたのやる気ときっかけづくりを応援

禁煙チャレンジコース
　保健師が電話や面接で支援します。
対　象　市内在住の４０～６４歳で、１か月以内に禁

煙しようと考えている人
申し込み　電話で５月２日から各保健センターへ

　たばこには、２００種類以上の有害な化学物質が含まれてい

ます。それが、肺がんをはじめ咽頭がんや膀
ぼう

    胱 がんなど、
こう

さまざまな部位の発がん性を高めます。また、喫煙はＣＯ
ＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の原因にもなります。現在、日
本には５００万人以上の患者がいると考えられていますが、そ
のほとんどが「年のせい」などと誤解して治療を受けてい
ません。

たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばこここここここここここここここここここここににににににににににににににににににににに含含含含含含含含含含含含含含含含含含含含含まままままままままままままままままままままれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害ななななななななななななななななななななな化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっててててててててててててててててててててて
どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんなななななななななななななななななななななもももももももももももももももももももももののののののののののののののののののののの？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
ホルムアルデヒド

▲

シックハウスの原因、塗料
フェノール　　　

▲

消毒殺虫剤の成分
ダイオキシン　　

▲

ごみ焼却煙

ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤははははははははははははははははははははは別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばこここここここここここここここここここここ病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
　ＣＯＰＤは空気の通りが悪くなるため呼吸が苦
しくなる肺の病気です。ＣＯＰＤの主な原因は、
たばこの煙。そのため、別名「たばこ病」とも呼
ばれています。ＣＯＰＤは早く発見できれば、肺
の障害を進みにくくする効果的な治療が行えます。

ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤののののののののののののののののののののの症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状ははははははははははははははははははははは？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
　４０歳以上で喫煙歴のある人は注意が必要です。
以下の症状がある人は、まずかかりつけ医に相談
しましょう。
○階段や坂道で息切れがする。
○風邪が治りにくく、せきやたんが続く。
○呼吸のたびにゼーゼー・ヒューヒュー音がする。

　たばこを吸うと「ほっとする」「ストレス解消になる」という言葉をよく聞きますね。実
は、これにはたばこに含まれる「ニコチン」が大きく関与しています。
　ニコチンは脳に作用しドーパミンと呼ばれる快感を感じる物質を出します。それが、「ほ
っとする」と感じる理由です。たくさんドーパミンが放出された結果、今度は脳内のドーパ
ミンが不足し、落ち着かない、イライラ、眠気などを起こします。そこで、たばこを吸うと、
ドーパミンが出て、ほっとする、イライラが解消されたと感じます。その繰り返しになり、
日常的にたばこが手放せなくなります。実はたばこが解消しているのは、ニコチン切れのイ
ライラだけなのです。

　他人が吸うたばこの煙を吸わされる
ことを「受動喫煙」と呼びます。特に
子どもが受動喫煙の害から免れること
は、自力では難しいのが現状です。子
どもを受動喫煙の害から守るのは、大
人の役割です。
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男性 総数 女性 

　現在、習慣的に喫煙している人の割合
は、男性３８.２％、女性１０.９％で、前年に比
べ男性で１.４％、女性で１.８％その割合が多
くなっているが、平成１５年以降、男女と
も、現在、習慣的に喫煙している人の割合
が減少傾向にあることは変わりがない。
厚生労働省平成２１年国民健康・栄養調査結果より

近年、たばこについての環境は、価格の値上がりや「神奈川県受動喫煙防
止条例」の制定など、めまぐるしく変化してきています。その理由は、吸う
人も吸わない人も健康に被害があることが明らかなためです。
「世界禁煙デー」をきっかけに、たばこについてみんなで考えましょう。

吸う人も吸わない人も… ５５５５５５５５５５５５５５５５５月月月月月月月月月月月月月月月月月３３３３３３３３３３３３３３３３３１１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日日ははははははははははははははははは「「「「「「「「「「「「「「「「世世世世世世世世世世世世世世世世界界界界界界界界界界界界界界界界禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙デデデデデデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーーーーーー」」」」」」」」」」」」」」」」「世界禁煙デー」
５５５５５５５５５５５５５５５５５月月月月月月月月月月月月月月月月月３３３３３３３３３３３３３３３３３１１１１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日日日日～～～～～～～～～～～～～～～～～６６６６６６６６６６６６６６６６６月月月月月月月月月月月月月月月月月６６６６６６６６６６６６６６６６６日日日日日日日日日日日日日日日日日ははははははははははははははははは「「「「「「「「「「「「「「「「禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙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「禁煙週間」」」」」」」」」」」」」」」」」

たばこの煙に含まれるものの正体は？

たばこがおいしいと感じる 理  由 
わ け

本当に怖いのは「受動喫煙」

申し込み・お問い合わせ
緑保健センター　　1０４２－７７５－８８１６
中央保健センター　1０４２－７６９－８２３３
南保健センター　　1０４２－７０１－７７０８

両親とも 
吸わない 
父親のみ 
喫煙 

母親のみ 
喫煙 

両親とも 
喫煙 
０ １０ 

０ 

３.１ 

１２.３ 

１６.２ 

２０ 
単位 
ng/mg・Cre

３歳児の尿中ニコチン代謝物の濃度

子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどもももももももももももももももももももももへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへののののののののののののののののののののの受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙のののののののののののののののののののののリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリスススススススススススススススススススススククククククククククククククククククククク
○中耳炎
○肺機能の低下
○乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）
○肺炎　など

　「母親の喫煙」や「両親とも喫煙」している
家庭では、特に尿に含まれるニコチンの代謝物
の濃度が高く出ました。

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－８３２２

出典　立石ほか　神奈川県公衆
衛生学会誌５５号，４６㌻（２００９）

現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的にににににににににににににににににににににににににににににににににに喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫喫煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙煙ししししししししししししししししし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いいいいいいいいいいいいいいいいいるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人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
割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割割合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以以上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上））））））））））））））））））））））））））））））））））
現在、習慣的に喫煙している人の
割合（２０歳以上）
現在、習慣的に喫煙している人の
割合（２０歳以上）
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　最近、高齢者からの消費者被害に関する相談が増えています。 
　悪質業者は、高齢者が持つ代表的な不安「お金」「健康」「孤独」に付け込み、言葉巧みに不安をあお
り、親切にして信用させ、年金・貯蓄などの大切な財産を狙っています。また、高齢者は自宅にいること
が多いため、訪問販売や電話勧誘販売による被害が多いのも特徴です。特に高齢者から寄せられる相談に
は、未公開株や社債など、投資に関する内容のものが増えています。 
　悪質商法などの手口をよく理解し、被害に遭わないように注意しましょう。

お問い合わせ
生活安全課

1０４２－７６９－８２２９

地域で広げよう　消費者の安全・安心

高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者をををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙狙うううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商商法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等がががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががが増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！高齢者を狙う悪質商法等が増加！高齢者を狙う悪質商法等が増加 ！
５月は消費者月間

高齢者からの相談が増加
　平成２２年度に市内３か所の消費生活センターに寄せ
られた相談件数は５，６８７件で、２１年度と比べて約４．７％

減少しましたが、相談内容が複雑で、解決までに時間がかかる
ケースが増えています。
　また、年代別相談件数の割合は、昨年に引き続き７０歳以上の
高齢者の割合が増えています。

悪質商法とは…言葉巧みに消費者を勧誘し、高額な商品
やサービスを売り付ける販売方法のこと

市内の消費生活 
センターに寄せられた 
年代別相談割合 
（平成２２年度） 

その他・ 
不明 
１１.０％ 

７０歳以上 
１５.１％ 

６０歳代 
１４.０％ 

５０歳代 
１２.２％ 

４０歳代 
１５.３％ 

３０歳代 
１７.０％ 

２０歳代 
１１.８％ 

その他・ 
不明 
１１.０％ 

７０歳以上 
１５.１％ 

６０歳代 
１４.０％ 

５０歳代 
１２.２％ 

４０歳代 
１５.３％ 

３０歳代 
１７.０％ 

２０歳代 
１１.８％ 

２０歳未満３.６％ 

７０歳以上の 
割合が増加 

７０歳以上の人の
相談内容上位５位
１位　工事、建築
２位　フリーローン、サラ金
３位　商品一般※
４位　株
５位　不動産賃借
※何の代金として請求されているか
分からない場合や、商品（サービ
ス）が特定できないもの

東日本大震災の被害に便乗した悪質商法に注意！
■点検商法 
　役所や電力会社、ガス会社などと名乗って訪問し「点検や修理が必
要です」と言って、高額な料金を請求

■かたり商法 
　公的機関を思わせる名称で「家屋の耐震診断をします」というチラ
シ広告を配布して勧誘

■義援金詐欺 
　電話や戸別訪問により「義援金にご協力を」とお金をだまし取る

絶対にだまされない！６か条
１  いらないときは、はっきり断る
２  買う前に家族や友人に相談する
３  契約書は、内容をよく確かめる
４  押印、サイン、口約束に注意する
５  お金はすぐに支払わない
６  うまい話に安易にのらない

　数年前にだまされてＣ社の未公開株を購入した。
先日、別の業者から「Ｄ社の未公開株を購入すれば、
被害を全額回復してあげる」と電話が入った。

　１度だまされてしまうとそれをきっかけに、さらに被害に遭う可能
性もあります。事例のようなケースのほか、被害調査依頼金や手数料
などの名目でお金を請求されるケースもあります。

　このように、未公開株の
勧誘は年々複雑化し、被害
額は高額になっています。
　１度だまされると取り返
すのは困難です。聞き覚え
のない会社からの話や、「も
うかる」といった内容には
十分注意しましょう。

絶
対
に

も
う
か
り
ま
す
よ

　自宅に国からの委託事業を請け負っているという
企業から連絡があり「自社株が上場される予定なの
で、今のうちに株を買っておけばもうかる」と勧誘
された。

　事例以外にも、公的機関名を名乗って、特定の企業の未公開株購入
を促すようなケースも増えています。

　Ａ社から未公開株の資料が届いた。その後Ｂ社か
ら「Ａ社は上場間近の優良企業。Ａ社の株を持って
いたら、高値で買い取ります」と電話が入った。

　複数の会社や人物を登場させて未公開株の購入を勧める「劇場型」
の勧誘手口で、実際には同一業者が別々の業者であるかのように装っ
ていることが多くあります。

こんな勧誘が
多発！

未公開株の勧誘に注意！
次のようなケースは被害額が高額に

消費生活シンポジウム　消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力ををををををををををををををををををををををををををををををををを身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身にににににににににににににににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよううううううううううううううううううううううううううううううううう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！消費者力を身につけよう！
■基調講演「気をつけよう！消費者トラブル」
　講　師　住田裕子さん（弁護士）
■パネルディスカッション
　「消費者力を身につけよう！」
　パネリスト　福嶋浩彦さん（消費者庁長官）
　　　　　　　住田裕子さん（弁護士）
　　　　　　　出口恵子さん（消費生活相談員）
　コーディネーター　上村協子さん（東京家政学院大学教授）
日　時　５月２７日（金）午後７時～９時１５分
会　場　 杜 のホールはしもと　　対　象　市内在住の人＝５００人（抽選）

もり

申し込み　往復はがき（１枚３人まで）に住所、氏名、電話番号、参
加人数、「消費生活シンポジウム」と書いて、５月１６日（消印有
効）までに生活安全課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）へ

※市ホームページの 電子申請 からも申し込めます。

住
田
裕
子
さ
ん

　市では、「消費生活基本計画」策定のための基礎調査として、「消費生
活に関する市民意識調査」を行いました。調査結果は各まちづくりセンタ
ー・公民館などで閲覧できるほか、市ホームページの 暮らしの情報 → 
暮らしの安全 → 消費生活 でご覧になれます。

怪しい勧誘があったらすぐ相談
　困ったときや不安に思うことがあった場合は、すぐに消費生活
センターに相談してください。

相談時間　午前９時～正午、午後１時～４時
電話番号相談日センター名

０４２－７７５－１７７０毎日北消費生活センター
０４２－７７６－２５１１月～金曜日

（祝日を除く）
相模原消費生活センター

０４２－７４９－２１７５南消費生活センター

こんな勧誘が
多発！

こんな勧誘が
多発！
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みんなの ス ポ

３Ｂ親子体操〈全６回〉
　ボールなどを使い、音楽に合わせて体を動かします。
日　時　５月３１日～７月５日の毎週火曜日午前９時３０分～１１時
会　場　北総合体育館　　費　用　１回２００円
対　象　２～４歳の子どもとその保護者＝３０組（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、全員の氏名・年齢、電話番号、「３

Ｂ親子体操」と書いて、５月１５日（必着）までに同体育館（〒
２５２－０１３４　緑区下九沢２３６８－１）へ
お問い合わせ　北総合体育館　1０４２－７６３－７７１１

子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどもももももももももももももももももももももののののののののののののののののののののの日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日ははははははははははははははははははははは体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館ででででででででででででででででででででで楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽しししししししししししししししししししししもももももももももももももももももももももううううううううううううううううううううう子どもの日は体育館で楽しもう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
時　間　午前９時～午後１０時
対　象　小・中学生
※午後５時以降は保護者同伴

総合体育館・北総合体育館の催し

費　用対　象
（申込順）時　間日にち教室名

各
８，４００円

２・３歳の子ど
もとその保護者
＝２０組

午前１０時３０分
　～１１時３０分

５月１６日～７月４日
の毎週月曜日

①未就園児親子体操
　〈全８回〉

５歳～小学校１
年生＝１５人

午後３時４０分 
　～４時４０分Ａ

②跳び箱鉄棒 
〈全８回〉 小学校２～４年

生＝１５人
午後４時４５分
　～５時４５分Ｂ

各３００円小学校３・４年
生＝③④各２０人

午後４時
　～５時

③小学生サッカー
５月１９日～７月２８日
の毎週木曜日④キッズスポーツ

各
６，０００円

小学校１・２年
生＝⑤２０人⑥１５
人（抽選）

５月１７日～９月２７日
の毎週火曜日

⑤はじめての 
サッカー 
〈全２０回〉

５月１８日～１０月１２日
（６月２９日、８月３日
を除く）の毎週水曜日

⑥キッズスポーツ
〈全２０回〉

５，０００円３歳以上の未就
学児＝３０人

午後３時
　～３時５０分

５月２３日～７月１１日
の毎週月曜日

⑦キッズ
　チアリーディング
　〈全８回〉

各
３，０００円

１８歳以上の人
＝各４０人

午前９時４５分
　～１０時４５分

５月２４日～７月１９日
の毎週火曜日
（５月３１日を除く）

⑧いきいき 
ウオーキング 
〈全８回〉

午前１１時
　～正午

⑨はつらつ 
ジョギング 
〈全８回〉

６０歳以上の人
＝３０人

午後２時
　～３時３０分

⑩元気なシニア 
健康体操〈全８回〉

申し込み　電話か、ファクス、Ｅメール（⑦はＥメールのみ）に、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、学年、性別、電話番号、教室名（②はコース、
③④は参加日も）を書いて、⑤⑥は５月８日（必着）までに、同競技場
（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium 
@dream.jp）へ

相模原麻溝公園競技場の催し

相模原マスターズ・ラグビー教室
日　時　５月７日（土）午後１時～４時
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人
費　用　１００円
※希望者は直接会場へ
ねんりんピック サッカー選考会
日　時　５月１５日（日）午前１０時～正午
会　場　相模原麻溝公園競技場
対　象　昭和２７年４月１日以前に生まれた市内

在住の人
申し込み　はがきかファクスに住所、氏名、年

齢、電話番号、「サッカー選考会」と書い
て、５月１２日（必着）までに市体育協会へ

硬式シニアテニス教室
日にち　６月１日（水）〈予備日は１５日（水）〉
時　間　午前８時３０分～午後４時２０分
会　場　淵野辺公園テニスコート
対　象　５５歳以上の男性か５０歳以上の女性で

初・中級者＝７０人（抽選）
費　用　２，０００円
申し込み　市テニス協会ホームページからか、

往復はがきに住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、テニス経験年数、予備日の参
加の可否を書いて、５月１３日（必着）ま
でに市体育協会へ

さがみはらグリーンプール創立記念記録会
日　時　５月２２日（日）午前９時～午後４時
対　象　２５ｍ以上泳げる人＝１，０００人（申込順）
費　用　１種目７００円、リレー１，４００円
※申込方法など詳しくは、市水泳協会ホームペ
ージをご覧ください。

健康ボウリング教室〈全６回〉
日にち　５月２３日～６月２７日の毎週月曜日
時　間　午前１０時～午後１時
会　場　相模原パークレーンズ
対　象　市内在住の人＝３６人（申込順）
費　用　３，０００円
申し込み　直接か電話で同会場（1０４２－７５５－

１１１０）へ
ペタンク初心者講習会
日　時　５月２８日（土）午前９時～１１時３０分
会　場　淵野辺公園中央広場
対　象　小学生以上の人＝３０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
ソフトボール公認審判員認定会
日　時　５月１５日（日）午前８時３０分～午後４時
会　場　相模女子大学高等部　　
費　用　４，０００円　※登録料が別途必要
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、電話番

号、「公認審判員」と書いて、５月１０日
（必着）までに市体育協会へ

市体操祭
日　時　９月４日（日）午前１０時～午後３時３０分
会　場　総合体育館　　申込期限　６月１０日
※対象や申込方法など詳しくは、市体操協会ホ
ームページをご覧になるか、お問い合わせく
ださい。
ニュースポーツ講習会
～ラダーゲッター・ユニカール～
日　時　５月８日（日）午前９時～１１時３０分
会　場　市体育館（市役所前）　　
費　用　５００円　※希望者は直接会場へ

相模原市民選手権大会
①ハンドボール
日　時　５月２８日（土）～６月１９日（日）午前９時
会　場　北総合体育館
②サッカー（一般男子・シニア）
日　時　６月５日（日）～８月２１日（日）午前９時
会　場　相模原麻溝公園競技場ほか
③陸上競技（高校生、小学５・６年生）
日　時　６月１８日（土）午前８時
会　場　相模原麻溝公園競技場
④バレーボール（一般）
日　時　６月１９日（日）午前９時
会　場　総合体育館
⑤剣道（小学生）
日　時　７月３日（日）午前９時
会　場　総合体育館
種　別　男女別・学年別（小学校１・２年生は

男女別のみ）
◇　　　◇

対　象　市内在住か在勤・在学の人
申し込み　①市ハンドボール協会ホームページ

から５月１４日まで、②～⑤市体育協会に
ある申込用紙を②５月１５日③⑤５月２７日
④５月２０日までに同協会へ

フォーク・レクダンス特別講習会
日　時　５月２１日（土）午後１時３０分～４時
会　場　市体育館（市役所前）
費　用　１，０００円　※希望者は直接会場へ
初心者社交ダンス講習会〈全７回〉
日にち　５月１９日～６月３０日の毎週木曜日
時　間　午後７時３０分～９時３０分
会　場　市体育館（市役所前）　費　用　８００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号、

「ダンス講習会」と書いて、５月１２日（必
着）までに、市体育協会へ

市体育協会　1０４２－７５１－５５５２　〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　けやき会館内
　6０４２－７５１－５５４５　HP http://www.jade.dti.ne.jp/̃taikyo/

市体育協会からのお知らせ

５月５日（祝）

総合体育館・ 
北総合体育館 無料開放 

中国体操（錬功十八法）〈全８回〉
日　時　６月７日～７月２６日の毎週火曜日午前１０時～正午
費　用　１回３００円（６５歳以上の人は１５０円）

健康ウオーキング〈全７回〉
日　時　６月８日～７月２０日の毎週水曜日午前１０時～１１時３０分
費　用　３，０００円

◇　　　◇
会　場　総合体育館
対　象　１５歳以上の人（中学生を除く）＝各４０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、

教室名を書いて、５月１５日（必着）までに同体育館（〒２５２－
０３２８　南区麻溝台２２８４－１）へ

お問い合わせ　総合体育館　1０４２－７４８－１７８１
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・レ ク 情 報 

絵本は世界のパスポート　おはなし地球儀
　ベトナムの絵本の読み聞かせと、子どもたちの様子やベトナムの文化を
紹介します。
日　時　５月１４日（土）午後２時～３時　　会　場　相模大野図書館
対　象　小学生＝３０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

旧石器ハテナ館体験教室　河原石で石器作り
日　時　５月１５日（日）午後２時～４時
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

端午の節句は「 菖  蒲 湯」に入ろう
しょう ぶ

日　時　５月５日（祝）午前１０時３０分～午後４時
会　場　新磯ふれあいセンター、さがみはら北の丘センター
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

る人は無料）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　新磯ふれあいセンター　　　1０４６－２５５－１３１１
　　　　　　　さがみはら北の丘センター　1０４２－７７３－５５７０

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、各申込期限までにけやき体育館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

対　象　平成２３年４月１日現在、１３歳以上の障害者
　　　（①は 膀  胱 か直腸機能障害以外の内部障害を、②は内部障害を

ぼう こう

除く）
申し込み　直接か電話、ファクス、Ｅメールで、５月２日から各申込期

限までに障害福祉課（1０４２－７６９－８３５５　6０４２－７５９－４３９５　Ｅ
メール shougai-fukushi@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

費　用定　員
（申込順）対　象時　間日にち講座名

４００円５０人１８歳以上
の人

午前１１時～正午５月２１日（土）おためし平泳ぎ

１，０００円２０人午前１０時～正午　　２６日（木）絵手紙体験

２００円１５人１５歳以上の人 
（中学生を除く）

午前１１時３０分
～午後０時３０分　　３０日（月）腰痛・肩こり

解消

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

さがみはらグリーンプールの催し

　　 障害者スポーツ・文化講座

申込期限費　用対　象会　場時　間日にち催し名

５月２５日５００円市内在住か在勤・在学の身体障害児・者
＝①１８人②２０人
ボランティア＝各５人（申込順）

けやき体育館

午後６時３０分
　～８時３０分

６月２日（木）①お菓子作り

６月１３日無　料６月１７日～７月１日の
毎週金曜日

②フライングディスク
　〈全３回〉

５月３１日５００円市内在住か在勤・在学の精神障害者＝１８人
ボランティア＝５人（申込順）午前１０時～正午

６月１６日、７月２１日、８月２５日、
９月１５日、１０月２０日、平成２４年
１月１９日の木曜日

③料理〈全６回〉

６月１９日

無　料

市内在住か在勤・在学の障害児・者＝３０人
ボランティア多数（申込順）午後２時～４時６月２６日（日）④工作を楽しもう

５月１５日

市内在住か在勤・在学の知的障害児・者
＝２０人、ボランティア＝１０人（申込順）

さがみはら
グリーンプール

午前１１時３０分
～午後１時３０分

６月１１日～７月９日の毎週
土曜日（６月２５日を除く）⑤水泳〈全４回〉

１組６，１２０円
（昼食代、入場料）

市内在住か在勤・在学の障害児・者とその
付き添い＝２０組４０人（抽選）山梨県午前８時

　　～午後５時６月２５日（土）⑥バスレクリエーション
「さくらんぼ狩り」

障害のある方 ススススススススススススススススススススススポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツややややややややややややややややややややややレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレククククククククククククククククククククククリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンをををををををををををををををををををををを楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽ししししししししししししししししししししししももももももももももももももももももももももうううううううううううううううううううううう

　　 県障害者スポーツ大会

申込期限会　場日にち種　目

５月２５日
県立体育センター
（藤沢市）

７月３日（日）①フライングディスク

６月１日
さがみはら

グリーンプール
７月１０日（日）②水泳

市民大学　公開講演会
日にち　５月２８日（土）
時　間　午前１０時～１１時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと

もり

テーマ　ラジオ体操の普及からみた生涯学習のススメ
講　師　長野信一さん（日本体操研究所所長）
対　象　１５歳以上の人＝４００人（申込順）
申し込み　直接か電話で、５月２０日までに総合学習セ

ンターへ
※未就学児（２歳以上）の保育あり 
〈定員１０人（申込時に要予約、申込順）〉

お問い合わせ　総合学習センター　1０４２－７５６－３４４３

長野信一さん

市民大学の受講には事前登録を

　市民大学は市内・近隣の大学などの協力で実施しています。受講申
し込みには、事前の登録が必要です。
申し込み　総合学習センター、各まちづくりセンター・公民館・図書

館などにある申込書を、さがまちコンソーシアム事務局へ
※同コンソーシアムのホームページ（http://sagamachi.jp/）から
も登録できます。
※登録済みの人は不要です（最終受講申込後３年間有効）。
※前期（７月～９月開始の講座）分の講座内容や募集など、詳しくは
本紙６月１日号でお知らせします。　

日　時　５月２１日（土）午前１０時～午後４時
会　場　同大学緑が丘グラウンド
対　象　市内在住か在勤で１８歳以上の初・中級者＝５０人（抽選）
費　用　５００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、「テニス教室」

と書いて、５月１０日（必着）までに同グラウンド（〒２５２－０２２５ 
中央区緑が丘２－４０－１）へ

お問い合わせ
同大学硬式庭球部ＯＢの川原さん　1０９０－１８４８－１３３２

青山学院大学庭球部による硬式テニス教室
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広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは広聴広報課（1０４２－７６９－８２００）へ。掲載した広告のお問い合わせは各広告主へ。

　相模原を舞台に、宇宙に関する映画が製作されます。監督は「２０世紀
少年」の堤　幸彦さんです。
　映画の撮影にエキストラとして協力できる人を募集します。
○パブリックビューイングのシーン
　日　時　５月２３日（月）夜間　　撮影場所　中央区淵野辺周辺
　定　員　１９０人（申込順）
○講演会のシーン
　日　時　５月２４日（火）終日　　撮影場所　緑区橋本周辺
　定　員　３３０人（申込順）

◇　　　◇
申し込み　電話か、Ｅメールに氏名、年齢、電話番号、希望日、団体で

参加する場合は参加人数と代表者の電話番号を書いて、５月２日
～１６日午後５時までに相模原フィルム・コミッション事務局（市
産業振興財団内　1０４２－７５９－５６１０　Ｅメール sagamiharafc 
２３０４@ssz.or.jp）へ

※参加者には記念品をプレゼントします。交通費・謝礼金等は支給され
ません。

※集合時間など詳しくは、参加者に別途連絡します。

相模原発 宇宙映画 エキストラ募集相模原発 宇宙映画 エキストラ募集

日　時　５月８日（日）午前１０時～午後３時３０分
会　場　相模原麻溝公園
　同公園には、約２３０種類、８，０００株のクレマ
チスが植えられていて、大輪系が見頃を迎え
ます。苗木などの展示販売や景品付きのスタ
ンプラリーなどのイベントを行います。

お問い合わせ
市みどりの協会　1０４２－７７７－２８６０ クレマチスとグリーンタワー相模原

クレマチスフェア ’１１クレマチスフェア ’１１
～ 届け！みんなの思い ～

東日本大震災
被災地復興支援

市立博物館

　３万年以上前にさかのぼる市内最古級の石器や、新たに発見された縄
文時代の資料、戦国の山城として有名な津久井城跡
の出土品など、先人たちの暮らしの姿を秘めた出土
品の数々をぜひご覧ください。
期　間　５月８日（日）まで
展示解説　
日　時　５月８日（日）午後２時～２時３０分　
※希望者は直接会場へ

相模原市遺跡発掘調査成果展

市立博物館　1０４２－７５０－８０３０　　開館時間　午前９時３０分～午後５時
５月の休館日　月曜日、６日（金）

 春季企画展

　「 潤  水  都 市    さがみはら」を代表する名店が、こだわりの相模原の味を
じゅん すい と し

販売します。
期　間　５月１８日（水）～２３日（月）
時　間　午前１０時～午後７時（２３日は午後５時まで）
会　場　伊勢丹相模原店本館２階ギャラリースクエア

お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－９２５５

相模原の名店が集結  さがみはら自慢

田崎真也さん

　南区で、小･中学生時代を過ごした田崎真也さん
（ソムリエ）の講演会や、南区の魅力を紹介するパネ
ル展示を行います。
日　時　５月１８日（水）午後２時３０分～４時
会　場　グリーンホール相模大野多目的ホール
定　員　２４０人
入場整理券の配布（１人２枚まで、先着順）５月２日から
市南区合同庁舎総合案内、南区内各まちづくりセン
ター・公民館、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンター、グリ
ーンホール相模大野、市民会館、 杜 のホールはしもと、おださがプラザ

もり

※未就学児も座席を利用する場合は入場整理券が必要です。
※施設の開館日時に配布します。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ　南区役所地域政策課　1０４２－７４９－２１３５

相模原の味わい魅力再発見
世界を旅して気付いた
「南区」の魅力

南区の魅力づくり事業

期　間　５月３日（祝）～５日（祝）
●みんなで乗ろう「ミニＳＬ乗車会」
時　間　午前１０時３０分～午後４時（５日は午後３時３０分まで）
※同館入場券で１回乗車できます。
●みんなで見よう「メダカの人形劇」
　日本のメダカを取り巻く環境問題を人形劇で紹介
します。
時　間　午前１１時から

相模川ふれあい科学館　1０４２－７６２－２１１０
開館時間　午前９時３０分～午後４時３０分
５月の休館日　月曜日（ ５月２日を除く）
入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）

相相相相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模模模模川川川川川川川川川川川川川川ふふふふふふふふふふふふふふれれれれれれれれれれれれれれああああああああああああああいいいいいいいいいいいいいい科科科科科科科科科科科科科科学学学学学学学学学学学学学学館館館館館館館館館館館館館館 シシシシシシシシシシシシシシーーーーーーーーーーーーーーズズズズズズズズズズズズズズンンンンンンンンンンンンンンフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェアアアアアアアアアアアアアア春春春春春春春春春春春春春春
東日本大震災 被災地復興支援

　４月１日に市の指定文化財１件を追加指定、登録文化
財１３件を新規に登録し、市指定文化財が４６件、市登録文
化財が７７件になりました。今後、皆さんに親しまれるよ
う紹介パンフレットなどを作成していきます。

市指定文化財
鳥屋諏訪神社本殿  附  

つけたり

 安  永 四年 棟  札 　１枚
あん えい むな ふだ

（建造物・緑区鳥屋）
　本殿内に納められる安永４年（１７７５年）の棟札は、市指定
文化財である本殿の建築年や経緯を示す貴重な資料です。

市登録文化財　
徳本念仏塔　１１基（有形民俗文化財・緑区各所）
梅宗寺の百観音（有形民俗文化財・緑区上九沢）
久保沢観音堂の百体観音（有形民俗文化財・緑区久保沢）
　江戸時代、明治時代における地域の信仰や生活文化
を理解する上で必要な文化財です。
お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１三井の徳本念仏塔

守り伝える地域の歴史 ～新たな市指定・
登録文化財～

安
永
四
年
棟
札
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別冊　保健・介護予防事業案内 （平成23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

申し込み・お問い合わせ

1０４２－７７５－８８１６緑保健センター○8 1０４２－７６９－９２４９介護予防推進課（介護予防班）○1 
1０４２－７６９－８２３３中央保健センター○9 1０４２－７７５－８８１２介護予防推進課（緑班）○2 
1０４２－７０１－７７０８南保健センター○１０ 1０４２－７６９－８３４９介護予防推進課（中央班）○3 
1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課○１１ 1０４２－７０１－７７０４介護予防推進課（南班）○4 
1０４２－７８０－１４１４津久井保健福祉課○１２ 1０４２－７６９－８２６０疾病対策課○5 
1０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課○１３ 1０４２－７６９－８３２２健康企画課（成人）○6 
1０４２－６８７－５５１５藤野保健福祉課○１４ 1０４２－７６９－８３４５健康企画課（母子）○7 

●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

に支障のない人
定員　１６人（申込順）

○ウ

午後２時
　～４時６月８日（水）踏み台

エアロビクス

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

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

費用　１，０００円

午前９時
　～正午６月５日（日）運動

プログラム
作成コース

※受講後、運動習慣定着コース（１０日間）に続けて参加できます。

内容・時間・対象会　場日にち教室名

　保健師、保育士等による健
康・育児相談、身体測定、親
子遊びの紹介など
※△印は、栄養士による栄養
相談もあり

※□印は、歯科衛生士による
歯科相談もあり

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

二本松○こ 、向陽○こ 、
陽光台○こ 、田名○こ ５月１７日（火）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

△� 、横山○こ 、
相武台○こ 
○津 ５月１８日（水）

□城山○こ 、△大野北○こ 、
△鹿島台○こ 、上鶴間○こ ５月１９日（木）

△富士見○こ 、
鶴園中和田○こ ５月２４日（火）

△並木○こ ５月２５日（水）

� 、麻溝○こ ○湖 ５月２６日（木）

●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　○ウ○橋＝各３人程度

○南＝２人程度（申込
順）

○ウ
午後１時
　～３時

５月９日（月）

高齢者
認知症相談

○2 ○橋５月１１日（水）

○4 ○南午前１０時
　～正午５月２４日（火）

●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　平成２２年１２月生まれの初めての子の保

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５月１６日（月）

赤ちゃん
セミナー

○ウ６月２７日（月）

○１０ 

　子どもの生活習慣病予防の話し合いと
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
定員　１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○南６月１日（水）
　　１５日（水）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２回〉

○7 

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

○ウ５月１１日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

○１０ 　親子遊びや交流会
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　生後１～３か月の子どもとその母親
定員　各１５組（申込順）

○南６月６日（月）ママとベビーの
おしゃべりタイム
～ぽけっと～ ○１１ ○城６月８日（水）

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

　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
申し込み　電話で精神保健福祉セ

ンター（1０４２－７６９－９８１８）へ

○ウ午後２時
　～４時５月１８日（水）ひきこもり

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５月１９日（木）くすりの相談

○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

５月１０日（火）

エイズ等の
検査・相談

５月１７日（火）
５月２４日（火）
５月３１日（火）

○橋午後２時
　～４時

５月７日（土）
５月２１日（土）

●特定相談・セカンドオピニオン外来●
内容・対象など時　間日にち相談名

　専門医が意見提供します。
対象　精神科治療中で、自身の治療方

針について主治医以外からの意
見を求める人

※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。
定員　２人（申込順・調整あり）
費用　２，０００円

午後２時
　～４時５月１６日（月）

セカンド
オピニオン
外来

　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抱え

る人とその家族等
定員　２人（申込順・調整あり）

午前１０時
　～正午５月１７日（火）

みんなの
アルコール
相談

　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）

午後２時
　～４時５月１９日（木）

思春期・
ひきこもり
特定相談

会　場　けやき会館
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）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。

●健康診査・検診● ７０歳以上の人は無料

歯科健康診査（お口の健康診査）
対象・費用検査項目会　場日にち

対象　平成２３年４月２日～２４年４月１日に
４０～７０歳の誕生日を迎える人

費用　５００円

 口  腔 内診査
こう くう

（むし歯や歯
周病の有無な
ど）

市内協力
医療機関随　時

肝炎（Ｂ型・Ｃ型）ウイルス検査
申し込み会　場日にち費　用対　象

コール 
センター 
（1０４２－
７７０－７７７７）

市内協力
医療機関随時

無料

１４歳以上で、肝炎ウイルス感染の心
配がある人（広範囲な外科的処置や
妊娠・出産時の多量出血の経験があ
るなど）

１，２００円４０歳以上で過去に肝炎ウイルス検査
を受けたことがない人

市内協力医療機関などで、健康診査やがん検診などを随時実施しています。
※健診には受診券が必要です。
※国民健康保険に加入している４０～７４歳の人、過去３年間にがん検診・お
口の健康診査・健康診査（７５歳以上）を受診した人などには、４月（一
部の人は６月）に受診券を送付しています。
※国民健康保険に加入している人の人間ドック・脳ドック検診料一部補助
については、本紙５月１５日号でお知らせします。

申し込み 受診券がない人は、コールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ
※メディカルセンターがん検診は健康企画課（1０４２－７６９－９２２０）へ

結核健診
対象・費用・受付時間日にち・会場・締切日

対象　６５歳以上（２３年度中に６５歳になる人を含む）で、
職場等で胸部Ｘ線を受ける機会のない人

費用　無料　　受付時間　午後１時３０分～２時３０分
がん検診〈検診車〉と同じ

がん検診
検診種目・費用・受付時間など会　場日にち

胃２，９００円、大腸５００円
子宮（ 頸 部のみ）１，７００円

けい

　　（頸部＋体部）２，２００円
乳（視触診のみ）７００円
　（視触診＋マンモグラフィ）２，０００円
肺（Ｘ線のみ）８００円
　（Ｘ線＋ 喀  痰 ）１，７００円

かく たん

※子宮（頸部＋体部）は、医師の判断
により実施します。

市内協力
医療機関随　時

施　

設

胃９００円、大腸５００円
子宮（頸部のみ）６００円
乳（視触診のみ）４００円
　（視触診＋マンモグラフィ）２，０００円
肺（Ｘ線のみ）２００円
　（Ｘ線＋喀痰）７００円
受付時間
　男性＝午前８時３０分～９時３０分
　女性＝午前９時３０分～１１時
　男女とも＝午後１時３０分～２時３０分
　※胃は午前のみ
締切日　検診日の７日前
　　　　（金・土・日曜日の場合は木

曜日）
※申込多数の場合は締切日前に受け付
けを終了する場合があります。

 乳（視触診＋マンモグラフィ）
時間　指定した時間
定員　午前・午後各２５人（抽選）
締切日　検診日の１４日前
　　　　（土・日曜日の場合は金曜日）

双葉小学校６月４日（土）

検
診
車

銀河アリーナ６月７日（火）

藤野中央公民館６月１２日（日）

南保健福祉センター６月１３日（月）

ウェルネスさがみはら６月１７日（金）

北総合体育館６月２３日（木）

津久井保健センター６月２６日（日）

ウェルネスさがみはら７月２日（土）

田名小学校７月３日（日）

サン・エールさがみはら７月５日（火）

城山総合事務所７月９日（土）

銀河アリーナ７月１５日（金）

桂北小学校７月１７日（日）

乳（視触診のみ）７００円
　（視触診＋マンモグラフィ）２，０００円
受付時間　午後１時～２時
申し込み　電話で健康企画課（1０４２－

７６９－９２２０）へ

メディカル
センター

日程はお問い合
わせください

メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

南メディカル
センター

対象　○胃・大腸・肺＝４０歳以上の人　○子宮＝２０歳以上の女性
　　○乳（視触診のみ）＝３０歳以上の女性
　　　　（視触診＋マンモグラフィ）＝４０歳以上の女性で２年に１回の受診
注意　乳は、授乳中や生理中、生理前１週間は受診をご遠慮ください。

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

市内協力
医療機関随時

１，０００円国民健康保険加入の４０～７４歳の人

無料後期高齢者医療制度加入の人

１，０００円医療保険未加入で生活保護を受給
している人など

※社会保険などに加入している人は、各医療保険者にお問い合わせください。

働き盛りのタフなカラダづくり

生活習慣病予防教室（働く人編）〈全２回〉
　内臓脂肪や運動量の測定、食事バランスをチェックするほか、講話を聞いて、タフ
なカラダづくりについて学びます。
日　時　６月１１日・１８日の土曜日午後１時３０分～３時３０分
会　場　ウェルネスさがみはら　　対　象　市内在住の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で５月２日から中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

すっきり！ からだにいい習慣！〈全８回〉
　筋力アップ、有酸素運動、ストレッチなどの運動や食事の基本
を学び、仲間との体験を通じて効果的に健康づくりを行います。
日にち　６月６日（月）・１３日（月）、７月４日（月）、９月１５日（木）、

１０月１４日（金）、１１月９日（水）、１２月８日（木）・１４日（水）
時　間　午前１０時～正午ほか（日程により異なります）
会　場　津久井保健センターほか
対　象　市内在住か在勤の２０歳以上の人＝２５人（申込順）
費　用　５００円（調理実習材料費）
※各日程の時間など、詳しくはお問い合わせください。
申し込み　電話で５月２日から津久井保健福祉課（1０４２－７８０

－１４１４）へ

生活習慣病
予防教室

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

グッバイ脂肪！ ウェルカム美貌♪
アラフォーからの美的計画〈全２回〉

　血管・体年齢や運動量の測定、食生活について学びます。
日　時　６月１日・８日の水曜日午後１時３０分～３時３０分
会　場　シティ・プラザはしもと　　対　象　市内在住の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で５月２日から緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）へ

さがみはらわかち合いの会
　同じ体験を持つ人同士の話し合いの場です。
日　時　５月１２日（木）午後２時～４時
会　場　杜   のホールはしもとセミナールーム２

もり

対　象　家族など大切な人を自殺で亡くした人＝２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　精神保健福祉センター　1０４２－７６９－９８１８

相談時間が延長されました　かながわ小児救急ダイヤル
　子どもの体調のことで判断に迷ったときに、電話で相談できます。

1０４５－７２２－８０００　相談時間　毎日午後６時～午前０時

電話番号会　場時　間日にち

月～金曜日1０４２－７７４－６７２５
（午前８時３０分～午後５時３０分）
土・日曜日、祝日1０４２－７００－２１５６

（午前１０時～午後６時）※５月４日は休み

ワールドウィング
町田アネックス
相模原
（中央区清新５－
２４－１２）

午後１時　
～２時３０分

６月７日～７月
１５日の毎週火・
金曜日

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）
費　用　４，０００円　　申し込み　電話で５月３１日までに同会場へ
※この事業は民間スポーツジムが開催し、市が支援しています。

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、各種の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。
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