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被災地の復興に向けて支援 

　加山市長は４月１８日、東日本大震災で被災した
銀河連邦事業で交流のある岩手県大船渡市などを
訪問し、同市戸田市長から被害状況や本市を含む
他の自治体からの支援状況などの説明を受けたほ
か、現地の視察を行いました。 
　被災地の復興に向けて、これまで市民の皆さん
などからの義援金・物資の受け付け、市職員の派
遣などを行ってきましたが、さらなる支援が必要
として長期的な市職員の派遣など、引き続き全力
で取り組んでいきます。 

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

 今号の主な内容 L I N E U P
５月２０日から 市立図書館が開館 2
市営住宅 入居者募集 3
フォトシティさがみはら２０１１ アマチュアの部 作品募集 4
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相模原の、未来へ向かう合言葉です。 
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緑 Midori

中央  
シンボルマークの制作意図とカラーの着色理由 
　中央区（ＣＨＵＯ）の頭文字Ｃと数字の９（区内９地区）を表し、

真ん中に桜の花びらを１枚配置することで、区のまとまりを表現して

います。 

　「市民桜まつり」の会場にもなる「市役所さくら通り」。その桜並

木の咲き誇っている様子が、まさに中央区をイメージさせるのにふさ

わしい姿であることから、区のカラーを「さくら色」にしました。 

シンボルマークの制作意図とカラーの着色理由 
　南区の頭文字である「み」をモチーフに、都会的洗練と自然の穏
やかさ、若々しい活発さと大人の落ち着き、伝統と未来といった、
複数の要素が互いに影響しながら、街やコミュニティが豊かに発展
していく様子を表しました。 
　区のカラーは、南区が持つさまざまな要素の調和をイメージし、
クリーンな印象で誰もが共感しやすい「南区ブルー（緑味のあるブ
ルー）」にしました。 

シンボルマークの制作意図とカラーの着色理由 
　緑区が、未来へ向けて羽ばたくようなイメージのデザインにしま

した。 

　緑と未来の「ミ」をモチーフに、自然との融和を図るまちづくり

を表しています。 

　区のカラーの若竹色には、これからの成長への願いを込めていま

す。 

最優秀賞　山口 秀行 さん（緑区名倉在住） 

最優秀賞　池澤 文隆 さん（南区相模大野在住） 

最優秀賞　杉浦　 康 さん（南区豊町在住） 

区のカラー　さくら色 

区のカラー　南区ブルー 

区のカラー　若竹色 

優秀賞　島根 裕志さん（中央区千代田在住） 
優秀賞　野田 義男さん（南区相武台在住） 

優秀賞　志村 昭一さん（南区豊町在住） 
優秀賞　若林 映人さん（南区相南在住） 

優秀賞　石渡 将道さん（海老名市在住） 
優秀賞　伊東 絢人さん（横浜市青葉区在住） 

Chuo
区 

区 

南 Minami
区 

　市民の皆さんがシンボルマークを使用する
場合は、各区長の承認が必要です。申請方法
など詳しくは、お問い合わせください。 

お問い合わせ 
緑区役所地域政策課　　1０４２－７７５－８８０１ 
中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１ 
南区役所地域政策課　　1０４２－７４９－２１３５ 

　緑区・中央区・南区それぞれを身近に感じ、親しみを持ってもらうために各区のシンボルマ

ーク・カラーを制定しました。本紙や市・区ホームページ、各区の事業などで末永く使用して

いきますので、市民の皆さんもぜひ活用してください。 

区版
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市立図書館（中央区鹿沼台）が開館　市立図書館（中央区鹿沼台）が開館
　同図書館は、東日本大震災による建物被害の修繕工事のため休館していましたが、５月２０日から
地下書庫の資料の閲覧、貸し出し、予約を除いたサービスが利用できます。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。

お問い合わせ　市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

国民健康保険運営協議会
任　期　７月～平成２５年６月（会議は年２回程度）
対　象　市内在住の２０歳以上の人で本市の国保の被保険者（本市の

他の審議会等の委員、職員、議員を除く）＝２人（選考）
申し込み　直接か郵送、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、

性別、職業、電話番号、応募の動機（８００字程度）を書いて、
５月３０日（必着）までに国民健康保険課（〒２５２－５２７７　中央
区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２３５　6０４２－７５１－５４４４ 
Ｅメール kokuho@city．sagamihara．kanagawa．jp）へ

 指定検診機関　　※指定検診機関以外での受検には補助できません。

電話番号指定検診機関
受検可能ドック

脳人間
０４６－２２９－３７３１

（問い合わせ専用電話）ＪＡ健康管理センターさがみはら（緑区橋本）○○

０４２－７５１－１２６５社会保険相模野病院（中央区淵野辺）○○
０４２－７５３－３３０１相模原総合健診センター（中央区淵野辺）○○
０４２－７４０－６２００ヘルス・サイエンス・センター（南区相模大野）○○
０４２－７４２－３５２１☆東芝林間病院（南区上鶴間）○○
０４２－７５８－６５２１相模原クリニック（中央区相模原）○
０４２－７４２－５２２２森下記念病院（南区東林間）○
０４２－７７８－７７７７北里大学健康管理センター（南区北里）○○
０４２－７４６－２２１１さがみ循環器クリニック（南区相南）○
０４６－２２９－３７３１ＪＡ健康管理センターあつぎ（厚木市酒井）○
０４２－７５１－５３４８☆相模原中央病院（中央区富士見）○○
０４２－７８４－２４２９津久井赤十字病院（緑区中野）○○
０４２－７５２－１８０８総合相模更生病院（中央区小山）○
０４２－７４３－３２６１さがみ生協病院（南区相模大野）○
０４２－７６１－２１００晃友脳神経外科眼科病院（緑区大島）○

☆印の東芝林間病院・相模原中央病院は脳ドックのみの受検はできません。
※検診内容・検査料など詳しくは各検診機関へお問い合わせください。

お問い合わせ　国民健康保険課
人間ドックについて　1０４２－７６９－８２３５
国保税について　　　1０４２－７６９－８２９６国民健康保険に加入している人へ

対　象　国民健康保険（国保）に加入していて、次の全てに該当する人〈平成２３年
４月２日～２４年４月１日に後期高齢者医療制度に加入する今年度７５歳になる
人も含む〉
○昭和１１年４月２日～４７年４月１日に生まれた人
○国保税に未納がない世帯

予定人数　人間ドック＝５，０００人、脳ドック＝ ２，３００人
補助金額　人間ドック＝２万２，０００円、脳ドック＝１万円
※人間ドック、脳ドックともに年度内１人１回の補助になります。
受検期間　前期＝７月１日～１０月３１日、後期＝１１月１日～２４年３月３１日
コース　Ａ＝人間ドック、Ｂ＝脳ドック、Ｃ＝人間ドックと脳ドック
申し込み　はがきか封書に住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号、保険証

の番号（「記号１０ 番号○○○○○○○○」の部分）、コース名（Ａ、Ｂ、Ｃ）、
受検期間（前期か後期）、「人間（脳）ドック補助」と書いて、５月３１日（消
印有効）までに国民健康保険課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）へ

※利用券は６月下旬ごろに郵送します。
※期限後に申し込みをした人は、キャンセル待ちになります。
※家族（同一世帯員）２人以上で申し込む場合は、それぞれの氏名、コース名、受
検期間を書いてください。

※市ホームページの　電子申請　からも申し込めます。

人間ド
ック
脳ドッ

ク

国民健康保険税の限度額が変わります
　平成２３年度の国保税の課税限度額を表のとおり変更します。その
ほかの税率変更はありません。

離職した人の国保税を軽減します
　倒産や、解雇、雇い止めなどで離職し、次の全てに該当する人は、
申告により、離職日の翌日から翌年度末までの期間、国保税を軽減
します。詳しくは、お問い合せください。
○国保加入者で、離職日が２２年３月３１日以降の人
○離職日において６５歳未満の人
○雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、次のいずれかに該当
する人

　【特定受給資格者】１１、１２、２１、２２、３１、３２
　【特定理由離職者】２３、３３、３４

国保税の減免申請ができます
　次のいずれかに該当し、世帯の所得等が基準以下の場合は、国保
税を減免します。納期限が過ぎた国保税は対象になりません。詳し
くは、お問い合せください。
○災害により著しい被害を受けた人
○会社都合の退職（解雇、会社倒産など）、事業不振・休廃業、疾
病による多額の医療費負担がある、公私の扶助を受けている人

○土地・家屋を売却して全額債務の返済に充てた人

表　課税限度額 （　）内は変更前
合計

①＋②＋③③介護分※②支援金分①医療分

７７万円（７３万円）１２万円（１０万円）１４万円（１３万円）５１万円（５０万円）
※介護分は、４０～６４歳の加入者に課税します。

検診料を一部補助します

委員募集

５月２０日（金）から 市議会５月臨時会
６月定例会を開催

　本会議・委員会を午前９時３０分から表のとおり
開催します。６月定例会のための議会運営委員会
は５月２５日（水）です。６月３０日（木）の議会運
営委員会は、本会議終了後に開催します。

内　容日にち
本会議（正副議長の選挙
等）５月１６日（月）５月臨時会

本会議（提案説明）５月３１日（火）

６月定例会

本会議（代表質問・個人
質疑）６月８日（水）

本会議（代表質問・個人
質疑、委員会付託）　　９日（木）

総務委員会　　１０日（金）

環境経済委員会　　１３日（月）

民生委員会　　１４日（火）

建設委員会　　１５日（水）

文教委員会　　１６日（木）

本会議（一般質問）

　　２７日（月）

　　２８日（火）

　　２９日（水）

本会議（委員長報告、採
決）、議会運営委員会　　３０日（木）

※会議の日程、時間などは変更になることがあり
ます。

お問い合わせ　議事課　1０４２－７６９－８２７８

　被災地において応援物資が充足しつつあることから、
募集を一時休止します。ご協力ありがとうございました。
　今後、募集を再開する場合は、本紙や市ホームペー
ジなどでお知らせします。

お問い合わせ
市応援物資専用電話　1０４２－７６９－９２６２（５月１５日まで）
市民協働推進課　　　1０４２－７６９－９２２５（５月１６日から）

　避難前に住んでいた自治体が、提供された情報を基に、見舞金の給付などのお知らせをします。
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〉

東日本大震災で被災地から
市内に避難された方へ 全国避難者情報システムへ情報提供を

節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節節電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電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ごごごごごごごごごごごご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を節電にご協力を
　７月～９月の電力供給状況の見通し
が非常に厳しくなっているため、市民
や企業の皆さんのより一層のご協力を
お願いします。
クール・ビズを実施
　市では、職員が１０月３１日まで軽装で執
務を行うクール・ビズを実施しています。

お問い合わせ
環境政策課　1０４２－７６９－８２４０

平成23年度の納税通知書を
６月中旬に送付します

平成23年度の納税通知書を
６月中旬に送付します

市民からの応援物資の
募集を一時休止

５月１６日
（月）から 
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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　６月５日（日）午前９時～１０時〈小雨決行〉
※軍手とごみ袋（家庭にあるレジ袋など）を持って、
直接各会場へ（受け付けは、相模川を愛する会の旗
が目印）
※当日、雨天時の実施についてのお問い合わせは、午前
７時３０分以降に市役所守衛室（1０４２－７５４－１１１１）へ

お問い合わせ
相模川を愛する会事務局（水みどり環境課内）

1０４２－７６９－８２４２

申込資格
次の全てに該当する人
○成人である
○夫婦か親子を主体とした家族である
　（単身者向けを除く）
○市内に住民登録をして１年以上住んでいる
○収入基準に当てはまる
○住宅などを所有していない
○申込者と同居の親族が暴力団員でない
○家賃や市民税などの滞納がない

入居者募集市営住宅
募集のしおり配布場所（５月１６日～６月３日）住宅課、緑区役所総合案内、市南区合同庁舎１階ロビー、

各まちづくりセンター・出張所・連絡所、指定管理者〈ウイッツコミュニティ（中央区相模原４－
７－１０）、相模ダイワ（中央区矢部１－１４－１）、�橋石材店（緑区三ケ木４２７－３）〉

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

申し込み　募集のしおりに付いている申込書を、郵送で６月３日（消印有効）までか、相談日に直接会場へ

※家賃など詳しくは、募集のしおりをご覧ください。

お問い合わせ
コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

※特定公共賃貸住宅〈月額所得が１５万８，００１円～４８万７，０００円の世帯〉の募集
はありません。

募集する住宅
 公営住宅 〈月額所得が１５万８，０００円（高齢者世帯等は２１万４，０００円）以下の世帯〉

一般世帯向け住宅
所在地募集戸数間取り住宅名

緑区太井７８１
３ＤＫ

小網第１団地
緑区中野１６６５１川坂団地
緑区大島１１２大島団地
緑区二本松４－１６１

２ＤＫ
二本松団地

緑区上九沢４
３

上九沢団地 １２ＬＤＫ
１３ＤＫ

緑区向原１－６－１１２Ｋ中原団地
中央区富士見５－６１３ＤＫ富士見団地

中央区相生２－７～９
１２ＤＫ

東団地 １２ＬＤＫ
２３ＤＫ

中央区淵野辺２－３２－１
１２ＤＫ

淵野辺団地
２

３ＤＫ
中央区横山６－５－１１横山住宅
中央区上溝７－３６－１８１田中第２住宅
中央区田名塩田３－３１田名塩田団地

南区文京２－１５・１６
１２ＤＫ

文京団地
２３ＤＫ

南区大野台６－１９－１１２ＤＫ大野台住宅

今回から郵送
で申し込みが
できます　　

相談日時・会場
会　場時　間日にち

市役所会議室棟午前９時～午後４時５月１９日（木）・２０日（金）・３０日（月）、
６月２日（木）・３日（金）

津久井総合事務所午後１時～４時　　５月３１日（火）
市南区合同庁舎午前９時～午後４時６月１日（水）

小倉橋周辺、葉山島青少年
広場前城山地区

相模川自然の村周辺（上大
島キャンプ場付近を含む）、
神沢河原周辺

大沢地区

高田橋周辺田名地区
昭和橋周辺麻溝地区
三段の滝下周辺、磯部頭首工
周辺、新戸スポーツ広場周辺新磯地区

身体障害者世帯向け住宅（車椅子を使用する人がいる）
所在地募集戸数間取り住宅名

中央区富士見５－６１２ＬＤＫ富士見団地

高齢者世帯向け住宅（申込者が６５歳以上）
所在地募集戸数間取り住宅名

南区相南１－２４－５１２ＤＫあじさい住宅
コンフォールさがみ南

老人世帯向け住宅（申込者が６０歳以上）
所在地募集戸数間取り住宅名

中央区上溝３８７６
各１２ＤＫ

石橋団地
南区古淵４－２４－１古淵住宅

高齢者単身者向け住宅（申込者が６５歳以上）
所在地募集戸数間取り住宅名

緑区上九沢４
各２

１ＤＫ

上九沢団地
南区大野台６－１９－１大野台住宅
緑区東橋本４－９－９

各１
あじさい住宅東橋本

緑区大島９４５－１あじさい住宅大島

「県央相模川サミット」六市町村合同
クリーンキャンペーン

市内の設置住宅では

火災による死者はいません

　法律や市条例で設置が義務付
けられている住宅用火災警報器
は、火災の発生時に音声や警報
で危険を知らせ、大切な生命を
守ります。
寝室など複数か所に設置が必要です

設置が必要な部屋など
○寝室　　○台所
○階段（２階以上に寝室がある場合）
※設置方法など詳しくは、予防課か各消防署にお問い
合わせください。

設置済みの人へ
住宅用火災警報器の電池寿命はおおむね１０年です

電池切れに注意しましょう

　電池切れが近づくと、本体からピッ…ピッ…と一定
間隔の音や、音声等で知らせてくれます。
　最近は寿命が１０年程度の専用電池タイプが多くなっ
ていますが、メーカーや機種により異なりますので、
事前に必要な交換電池を調べ、準備しておきましょう。
１年に１回はテストしてみましょう

　テストボタンを押すか、付属のひもを引きます。正
常に動作しなければ、電池切れか故障が考えられます。
取扱説明書を確認してください。

設置猶予期限（５月３１日）が

近づいています　市内の介護サービス事業所で平成２４年２月
末まで給与を得て働きながら、ホームヘルパ
ー２級の資格を取得します。
対　象　ハローワークに求職登録をしている

人＝２０人（選考）
説明会・面接会
日にち　６月１６日（木）
会　場　ウェルネスさがみはら

「働きながら資格をとる」介護雇用プログラムホームへルパー２級
の資格を無料で取得

相模川クリーン作戦

時　間　説明会＝午前１０時～１１時 
　面接会＝午後２時～４時

申し込み　履歴書とハローワークカードを持
って、直接会場へ

※必ず説明会に出席してください（面接会の
みの参加はできません）。

お問い合わせ
介護保険課　1０４２－７６９－８３２１

　市では、毎年５月３０日（ごみゼロの日）に
一番近い日曜日を「市民地域清掃」の統一実
施日としています。日頃利用している地域の
道路沿いや広場、ごみ・資源集積場所などの
清掃にご協力をお願いします。
日にち　５月２９日（日）〈雨天時は６月５日（日）〉
ごみの処理
　市で配布するごみ袋などに入れて、水曜日
以降の一般ごみの日に、地域のごみ・資源集

積場所に出してください。
※ごみ袋は自治会等に５月２０日ごろまでに配
布します。

※ほうき、ちりとりなどの清掃用具は、各自
で用意してください。

※木の枝は長さ５０㎝未満、太さ１０㎝以下に切
り、ひもで束ねてください。

お問い合わせ
資源循環推進課　1０４２－７６９－８３３４

会　場

お問い合わせ　予防課　1０４２－７５１－９１３３

住宅用火災警報器の
設置は済んでいますか
住宅用火災警報器の
設置は済んでいますか

みんなでまちをきれいに  市民地域清掃
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市総合写真祭「フォトシティさがみはら201１」

お問い合わせ　フォトシティさがみはら実行委員会事務局（文化振興課内）　〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２０２

金賞　「蓮刈りの父娘」
外石 富男（新潟県）

市民奨励賞　「一瞬の輝き」
内藤 健一（相模原市緑区）

昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年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アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアマママママママママママママママママママママママママママママチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア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昨年のアマチュアの
部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部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入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品部の入賞作品

アマチュアの部　作品募集

記録！表現！記憶！
　未来へ可能性を備えた“写真”

若者自立支援セミナー

履歴書の空白に悩むあなたへ
　ニートや、ひきこもり状態から自立への最初の一歩を応援します。
日　時　５月３１日（火）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　１５～３９歳の就労に悩む人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で５月３０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

やややややややややややややややややややややややややややややや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せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験ススススススススス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クククククククククーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
　「川と親しむ」をテーマに、リバーハイク、マスのつかみ捕り・調理、
水生生物観察などを体験します。
日　時　７月３１日（日）午前９時５０分～午後３時１５分
会　場　ふじの体験の森やませみとその周辺
対　象　市内在住の小・中学生とその保護者＝１８組（抽選）
費　用　１人５００円　※未就学児（２歳以上）の保育あり（要予約）
申し込み　はがきかファクス、Ｅメールに住所、電話番号、交通手段、全

員の氏名・性別・続柄・学年・年齢、「やませみ自然体験スクール」
と書いて、６月１０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 yama 
semi@sagamihara-kng.ed.jp）へ

　市立博物館の催し

宇宙とつながる私たち～探査機に託したメッセージ～
　宇宙と人をつなげた宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の小惑星探査機
「はやぶさ」の模型や、「はやぶさ」と「あかつき」に全国から寄せられ
た応援メッセージなどを展示します。
期　間　５月２８日（土）～８月１７日（水）

  　　 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

相模原の民俗芸能～神楽と獅子舞～
　上溝番田地域の神代神楽と下九沢・大島・田名地域の三匹 獅  子  舞 を紹介

し し まい

し、民俗芸能の特徴と地域性をお話します。
日　時　５月２９日（日）午後２時～４時　　定　員　２００人（先着順）
講　師　久保田裕道さん（國學院大學兼任講師）
※希望者は直接会場へ

６月１日は「人権擁護委員の日」

人権に関わる特設相談所を開設
　女性や子ども、高齢者をめぐる人権問題などの相談に、人権擁護委員が
応じます。
日　時　６月１日（水）午前１０時～午後４時
会　場　各区役所市民相談室、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンター

お問い合わせ　相模原人権擁護委員協議会　1０４２－７５３－２１１０

　市総合写真祭「フォトシティさがみはら」は、市民が優れた芸術文化に触れたり、写真を通した
イベントに参加したりと、子どもからお年寄りまで誰もが見て参加して気軽に楽しめる祭典です。
祭典のメインを飾る写真展では、アマチュアの部とプロの部の入賞・入選作品を展示します。
　昨年は、市内をはじめ全国の写真愛好家の皆さんから、４，５００点以上の作品が寄せられました。市
民の皆さんを対象にした「市民奨励賞」もあります。皆さんの応募をお待ちしています。

その他
○作品は他のコンテストでの受
賞歴等がない作品に限ります。
また、類似作品、二重応募と
みなされるものも応募できま
せん。

○撮影する被写体（特に人物）
の肖像権などの責任は負いか
ねますので、応募者が了解を
得てください。

○入賞・入選作品の著作権は作
者に帰属しますが、主催者が
新聞、雑誌やＷｅｂサイトな
どに使用できるものとします。

○応募作品の返却を希望する場
合は、宛先を書いた返信用封
筒に切手を貼り同封してくだ
さい。返却は１０月ごろです。

テーマ　自由
サイズ　モノクロ、カラー写真ともに六つ切～四つ切（ワイド可）プリン

ト（デジタルプリントの場合はＡ４サイズも可）
応募点数　制限はありません。組み写真の場合は３枚までを１組として構

成し、作品の順番・位置を書いて、セロハンテープなどで貼り付け
てください。

応募票の配布場所　文化振興課、緑区役所行政資料コーナー、南区役所情
報提供コーナー、各まちづくりセンター・出張所・公民館など

※市ホームページの 観光・文化 → フォトシティさがみはら → アマチュ
アの部作品募集 からダウンロード可
応募方法　写真１点ごとに、題名（ふりがな）、撮影データ、住所、氏名

（ふりがな）、年齢、性別、職業、電話番号を書いた応募票（自作
可）を裏面に貼り、６月３０日（必着）までにフォトシティさがみは
ら実行委員会へ

審査結果　入賞・入選者には直接通知するほか、８月中旬以降に市ホーム
ページなどで発表する予定です。

入賞・入選作品展示期間　１０月１４日（金）～３１日（月）
賞・副賞　金賞（１人）２０万円、銀賞（２人）１０万円、銅賞（３人）５万

円、市民奨励賞（１人）５万円、入選（５０人）５，０００円の商品券
※入賞・入選者には、賞状・ 楯 のほか、上記の副賞を贈呈します。

たて

※希望者は
　直接会場へ

子ども会交歓 スポーツレクリエーションフェスティバル
　風船ダーツやジャンボ迷路など、楽しい催しが盛りだくさんです。
日にち　５月２８日（土）〈雨天の場合は２９日（日）〉
時　間　午前９時～午後３時　　会　場　淵野辺公園
対　象　市内在住か在学の小学生　　※希望者は直接会場へ

青少年学習センターの催し

お問い合わせ　青少年学習センター　1０４２－７５１－００９１

  小学生講座  プチロボで競争しよう  相模原大会
　自分で作ったプチロボットを走らせ、タイムを競います。
日　時　６月１８日（土）午前１０時～午後４時
対　象　市内在住か在学の小学校３～６年生＝２０人（抽選）
費　用　１，０５０円（材料費）　※昼食は各自持参
申し込み　往復はがき（１枚１人まで）に住所、氏名（ふりがな）、学年、

性別、電話番号を書いて、６月２日（必着）までに同センター（〒
２５２－０２０７　中央区矢部新町３－１５）へ

ボート教室
　ボートの基礎を学び、実際に湖面で 漕 ぎます。

こ

日　時　５月２９日（日）午前９時～午後３時
会　場　県立相模湖 漕  艇 場

そう てい

対　象　県内在住か在勤・在学の小学校５年生以上の人＝３０人（申込順）
費　用　５００円（保険料など）
申し込み　ファクスに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、「ボート教室」

と書いて、５月１８日～２２日に同場（1０４２－６８４－２３３９　6０４２－６８４
－４０２０）へ
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みんなの スポ・レク情報 

◇　　　◇
申し込み　①電話で５月２９日まで②～④市体育

協会にある申込用紙を②５月２２日③④６
月５日までに市体育協会へ、⑤５月２８日
までに市内各ボウリング場へ

春のハイキング（山梨県三窪高原）
日にち　６月１２日（日）
集　合　午前８時に相模原駅北口
対　象　市内在住・在勤の１８歳以上の人
定　員　４５人（抽選）　　費　用　３，０００円
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、「春のハイキ
ング」と書いて、５月２７日（必着）まで
に市体育協会へ

初心者弓道教室〈全１０回〉
日にち　６月１日～８月３日の毎週水曜日
時　間　午後７時～９時

会　場　市体育館（市役所前）
対　象　市内在住・在勤の１８歳以上の人
定　員　２０人（申込順）　　費　用　５，０００円
申し込み　電話で５月２８日までに市体育協会へ
ペタンク夏季大会（トリプルス）
日　時　６月１１日（土）午前８時
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
費　用　７００円（市ペタンク協会員は５００円）
申し込み　はがきかファクスに、代表者の氏名・

電話番号、メンバーの氏名、「ペタンク
夏季大会（トリプルス）」と書いて、５
月２６日（必着）までに市体育協会へ

市民選手権大会
①弓道
日　時　６月１２日（日）午前９時３０分
会　場　北総合体育館
②サッカー（小学生の部）
日　時　６月１９日（日）～７月２日（土）午前９時
会　場　相模原麻溝公園競技場ほか
③水泳（一般・高校生・中学生の部）
日　時　７月３日（日）午前９時
会　場　さがみはらグリーンプール
④バレーボール（家庭婦人の部）
日　時　７月１０日（日）・１６日（土）午前９時
会　場　総合体育館
⑤ボウリング
日　時　６月５日（日）午前８時３０分
会　場　相模ファーストレーン
費　用　一般１，５００円、ジュニア１，０００円

市体育協会からのお知らせ

市体育協会　1０４２－７５１－５５５２　6０４２－７５１－５５４５　〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　けやき会館内

★★ ★

アクアビクス〈全１０回〉
日　時　６月１６日～８月１８日の毎週木曜日午前１０時～１１時３０分
対　象　１８歳以上の人＝２０人（抽選）　　費　用　４，５００円

キッズ水泳〈全５回〉
日　時　６月２０日（月）～２４日（金）午後３時３０分～５時
対　象　４歳以上の未就学児＝３０人（抽選）　　費　用　４，０００円

初級水泳〈全１０回〉
日　時　６月１３日～８月１５日の毎週月曜日午前１０時～正午
対　象　１６歳以上の人＝６０人（抽選）　　費　用　４，０００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、５月２９日（必着）までに同所（〒２５２－０２２９
中央区弥栄３－１－６）へ

日赤水上安全法講習会〈全４回〉
日　時　６月４日（土）～７日（火）午前９時～午後５時３０分
対　象　県内在住か在勤・在学の１８歳以上で、クロールか平泳ぎで 

５００ｍ以上泳げる人＝３０人（申込順）
費　用　３，５００円
申し込み　直接か電話で５月２９日までに同所へ

お問い合わせ　銀河アリーナ　1０４２－７７６－５３１１

シェイプアップ教室〈全１０回〉
日にち　６月８日～８月２４日の毎週水曜日（６月２９日、８月３日は除く）
時　間　午前１１時３０分～午後０時３０分　会　場　相模原麻溝公園競技場
対　象　１８歳以上の人＝２０人（申込順）　　費　用　５，０００円
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、性別、電

話番号、「シェイプアップ教室」と書いて、同競技場（1０４２－
７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium 
@dream.jp）へ

障害者スポーツ講座 ストレッチ体操＆軽スポーツ〈全７回〉

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

６月から　屋外スポーツ施設

早朝開放・夜間開放（照明なし）を実施
　震災の影響で、屋外スポーツ施設の夜間開放を停止していましたが、
照明を使用しないことを条件に、日没まで開放します。また、一部の施
設では早朝に開放します。詳しくは市ホームページをご覧ください。
※学校夜間照明施設（学校ナイター）は、引き続き利用できません。
期　間　６月１日（水）～８月３１日（水）
開放施設・時間

※夜間開放は、夜間照明がある施設で、照明を使用せずに実施します。
申し込み　利用日の１４日前から直接か電話で各施設へ

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－８２８８

時　間施　設区　分

午前６時３０分～８時３０分

横山公園（野球場、テニス場）、 
淵野辺公園（サーティーフォー相模
原球場、テニス場、ひばり球場）、
大野台南テニスコート

早朝開放

午後４時３０分～日没
（最大午後７時３０分まで）野球場、テニス場

夜間開放
午後５時～日没
（最大午後７時３０分まで）スポーツ広場、グラウンド

さがみはらグリーンプールの催し
日にち　５月２２日（日）
時　間　午前９時～午後９時３０分無料開放

日　時　６月２４日、７月２２日、９月１６日、１０月２８日、１２月９日、平成２４
年１月２０日、２月２４日の金曜日午後２時～４時

会　場　けやき体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の身体障害児・者＝３０人

ボランティア＝５人（申込順）
申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、「ストレッ

チ体操＆軽スポーツ」と書いて、６月２０日までに同体育館（1０４２
－７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

費　用対象（申込順）時　間日にち講座・教室名

４００円１８歳以上の人
＝５０人

午前１１時
　～正午５月２８日（土）お試しバタフライ

各
２，５００円

１８歳以上の人
＝２０人

正午～
午後１時３０分

６月６日・２０日、
７月４日・１８日の
月曜日

水中撮影
泳法チェック
〈全４回〉

オムツの取れて
いる２歳以上の
子どもとその保
護者＝１０組正午～

午後１時

６月９日～３０日の
毎週木曜日

はじめてのプール
〈全４回〉

２，０００円１５歳以上の人
＝３０人

６月７日～２９日の
毎週火・水曜日

スタートターン
〈全８回〉

各
１，０００円

１８歳以上の人
＝２０人

午前１０時
　～１１時３０分６月９日（木）大人の脳トレ

中学生以上の人
＝３０人

午後１時３０分
　～３時６月１８日（土）テーピング

※希望者は昼食・飲料水を持って、各集合時間までに直接集合場所へ
お問い合わせ　市ウオーキング協会　1０９０－４１３４－５８０８

費　用集合場所集合時間日にちコース

各５００円橋本駅北口広場
午前９時２０分

５月２８日（土）
１０㎞相模原の

歩きたく
なる道

午前８時５０分２０㎞
午前７時３０分４０㎞

銀河アリーナの教室

〈小雨決行〉

おわびと訂正
　本紙５月１日号８㌻掲載の「フォーク・レクダンス特
別講習会」の会場に誤りがありました。おわびして次の
とおり訂正します。
（誤）市体育館（市役所前）　（正）星が丘小学校体育館
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

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。

生産緑地地区追加指定の

相談と受け付け

対市街化区域内に農地を所有して
いる人
　随時受け付けますが、今年度の
追加指定を希望する人は、直接、
６月１７日までに都市計画課（1０４２
－７６９－８２４７）へ

都市計画素案の縦覧と

公聴会の公述申し出・傍聴

　相模原都市計画市場（第２号大
芳青果食品市場※）の変更
※神奈川青果相模市場
素案の縦覧・公述申し出　５月１６
日～３０日に、直接、都市計画課へ
（公述申し出については郵送も可）
公聴会
日時７月５日（火）午後７時
会上鶴間公民館
公述人資格　市内在住の人と同案
に利害関係のある人
定１０人程度（抽選）
※傍聴希望者は直接会場へ。公述
申し出がない場合は中止します。
問都市計画課

建築物の耐震巡回相談

日５月２５日（水）
時午後１時３０分～４時３０分
会城山公民館
※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

環境社会検定試験（eco検定）

日７月２４日（日）
会麻布大学　　費５，２５０円
申電話かインターネットで６月１０
日までに東京商工会議所（1０３－
３９８９－０７７７　ＨＰhttp://www.ke 
ntei.org/）へ

税理士による

ＮＰＯ会計税務無料個別相談会

日時５月２４日（火）午後５時～７時
会さがみはら市民活動サポートセ
ンター
対市民活動団体やＮＰＯ法人の会
計担当者など＝４組（申込順）
申電話か、ファクス、Ｅメールに

住所、氏名、電話番号、「ＮＰＯ
会計税務無料個別相談会」と書い
て、同センター（16０４２－７５５－
５７９０　Ｅ sagami.saposen@iris. 
ocn.ne.jp）へ

市民・行政協働運営型

市民ファンド「ゆめの芽」

平成２２年度事業報告会

日５月２１日（土）
時午後１時３０分～４時３０分
会けやき会館　　定６０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問市民ファンド「ゆめの芽」事務
局（1０４２－７５２－０８８５）

美術展の受け付け監視事務職員

勤務　７月２９日～８月２１日の指定
する日（水曜日を除く）
賃金　時給８６０円
対市内在住の人＝若干名
申履歴書（写真貼付）を持って、
５月２４日までに直接、相模原市民
ギャラリー（1０４２－７７６－１２６２）へ

３万人健康ウオーク実行委員

　イベントの企画・運営
任期　６月～１２月（月１・２回程度）
申電話か、ファクスに住所、氏名、
電話番号、「３万人健康ウオーク
実行委員」と書いて、５月１６日～
３１日に津久井保健福祉課（1０４２－
７８０－１４１４　6０４２－７８４－１２２２）へ

あじさい（高齢者）大学学生再募集

募集学科
○教養（１）人と動物の共生を知る
○陶芸（２）陶芸の基礎と実習
○民謡（２）民謡の基礎と実習
※日程など詳しくは、お問い合わ
せください。
対市内在住の６０歳以上の人
定各若干名（申込順）
費各６，０００円（教材費は別）
申電話で５月１６日から高齢者福祉
課（1０４２－７６９－９２３１）へ

相模原麻溝公園ふれあい動物広場

「こども動物クラブ」の参加者

　餌作りや動物の部屋の清掃作業、
野外体験活動など
日６月１４日（火）～平成２４年３月

２０日（祝）
※６月１２日（日）午後３時３０分か
ら同広場管理事務所で説明会あり
対保護者が送迎できる小学校３年
生～中学生＝３０人（抽選）
申往復はがきに住所、氏名（ふり
がな）、学年、性別、保護者名、
電話番号、「こども動物クラブ」
と書いて、６月３日までに同広場
（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２３１７－
１　1０４２－７７８－３９００）へ

発見しよう！

まちの中の小さな自然

日６月８日（水）〈荒天中止〉
時午前９時３０分～１１時３０分
会環境情報センター
※希望者は飲み物、ルーペなど観
察に必要な道具（貸し出し可）を
持って、直接会場へ
問同センター（1０４２－７６９－９２４８）

自然観察ウオッチング

自然観察会と「渓流水族館」づくり

日時６月４日（土）午前１ ０ 時～午後２時
集合　津久井総合事務所前
対市内在住か在勤・在学の人
定２０人（申込順）
申電話で５月１６日から、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

市民交響楽団定期演奏会

　ラヴェル作曲「亡き王女のため
のパヴァーヌ」ほか
日時６月１２日（日）午後２時
会グリーンホール相模大野
費１，０００円（６５歳以上・高校生以
下・障害者手帳を持っている人は
無料。小学生以外は要証明書）
※チケットMove（1０４２－７４２－
９９９９）ほかで販売
問同実行委員長の秋葉さん（1 

０９０－６５１８－９２８６）

女子美術大学 創立１１０周年記念

同窓会企画展「予期せざる出発」

日５月２１日（土）～６月１９日（日）
時午前１０時～午後５時（入館は午
後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（1０４２－７７８－６８０１）

国指定史跡を巡り歩く史跡探訪

　田名向原遺跡～当麻・下溝の遺
跡～勝坂遺跡を巡る（片道約６㎞）
日６月４日（土）〈小雨決行〉
時午前９時～午後３時
定５０人（申込順）
申電話で旧石器ハテナ館（1０４２－
７７７－６３７１）へ

古民家園の紙芝居

　太鼓を組み合わせた紙芝居
日５月２２日（日）
時午前１０時～１１時３０分
※希望者は直接会場へ
問文化財保護課

　
土曜コンサート「シニア管弦

アンサンブル＆歌の饗宴」

日５月２１日（土）
時午後５時３０分～７時３０分
会サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同所（1０４２－７７５－５６６５）

相模川ふれあい科学館特別展

「危険生物大集合！」

　ミノカサゴ、ゴンズイ、ガンガ
ゼなどを展示
日５月２１日（土）～６月３０日（木）
時午前９時３０分～午後４時３０分
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）
入館料　３００円（小・中学生１００円、
６５歳以上の人１５０円）
問同館（1０４２－７６２－２１１０）

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６月１３日（月）午前１０時～正午
定３０人（申込順）
女性のための個別キャリアカウン
セリング
日６月１７日（金）
時①午前９時②１０時３０分
　③午後１時④２時３０分
定各１人（申込順）
※①②の保育は定員２人
料理教室「健康なカラダはバラン
スのとれた食事から！」
日時６月１８日（土）午前１０時～午後１時
定３０人（申込順）
費５５０円（材料費）

お知らせ 

募　　集 

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。

（敬称略）読者のひろば

固定資産税・都市計画税　第１期
軽自動車税

納期限　５月３１日（火）

コンビニエンスストア
でも納付できます　　

納税は便利な口座振替で
申金融機関の窓口へ

講演・講座 

女性のための心とからだの健康相談
日６月１８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６月２０日（月）
時午前１０時３０分～１１時３０分
対１歳未満の初めての子とその保
護者＝１０組（申込順）
介護を楽にするおしゃべりサロン
日６月２３日（木）
時午後１時３０分～３時３０分
会介護サポート情報館たんとぽけ
っと（南区相模大野８－２－１２）
定６人（申込順）
講演会 ｢さがみはら女と男のいき
いきフォーラム～コウタローの笑
顔で奏でるハーモニー ｣
　男女がより良い関係を家庭で築
くコツなど
日時６月２５日（土）午前１０時～正午
講山本コウタローさん（フォーク
シンガー）
定１５０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）

れんげの里水彩画展

日５月２４日（火）～６月５日（日）
時午前９時３０分～午後４時
会県立相模原公園サカタのタネグ
リーンハウス
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

あじさい油絵会　合同展

日５月２６日（木）～３１日（火）
時午前１０時～午後５時（２６日は正
午から、３１日は午後４時まで）
会相模原市民ギャラリー
問同会の鈴木さん（1０４２－７５３－
０１９２）

文化財研究協議会 公開講演会

「市民が支える相模原の文化財保護」

日時５月２８日（土）午前１１時～正午

会市立博物館　定１００人（先着順）
講大貫英明さん（東京農業大学非
常勤講師）
※希望者は直接会場へ
問文化財保護課

あそびの学校

「ペットボトルカーをつくろう」

日時５月２２日（日）午後２時～４時
会青少年学習センター
対市内在住か在学の小学生
定３０人（申込順）
申直接か電話で同センター（1０４２
－７５１－００９１）へ

ＮＰＯ基礎講座（初級編）

　法人認証申請の手続きなど
日時６月４日（土）午後２時～４時
会大野南公民館　定２０人（申込順）
申電話か、ファクス、Ｅメールに
氏名、ＮＰＯ団体名（所属してい
る場合）、電話番号、ファクス番号、
Ｅメールアドレス、「ＮＰＯ基礎
講座（初級編）」と書いて、さが
みはら市民活動サポートセンター
（16０４２－７５５－５７９０　Ｅsaga 
mi.saposen@iris.ocn.ne.jp）へ

旧石器ハテナ館講演会

「神奈川の旧石器時代のムラ」

日時５月２８日（土）午後２時～４時
講鈴木次郎さん（かながわ考古学
財団調査研究部長）
定１００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同館（1０４２－７７７－６３７１）

絵手紙教室〈全４回〉

日６月７日～２８日の毎週火曜日
時午後１時３０分～４時
会相模の大凧センター
対６０歳以上の人＝１５人（申込順）
費１，６００円
申直接か電話で、新磯ふれあいセ
ンター（1０４６－２５５－１３１１）へ

山アジサイの魅力と栽培方法

　アジサイの中で最も古くからあ
るヤマアジサイを紹介
日６月４日（土）
時午後１時３０分～３時３０分
会環境情報センター
定８５人（申込順）
申電話で市みどりの協会（1０４２
－７７７－２８６０）へ

森づくりボランティア講座

初級　下刈り体験と講演「森林資
源の活用と水源地域の現状」
日７月２日（土）
時午前８時３０分～午後３時
会水源林・魚止めの森（緑区鳥屋）
定４０人（申込順）
中級　講演「私たちの郷土のみど
り　相模の森」
日時６月２５日（土）午前１０時～正午
会環境情報センター
定６０人（申込順）
上級　講演「生物多様性と森の管
理」
日時６月４日（土）午後２時～４時
会市立博物館
講亀山　章さん（東京農工大学名
誉教授）
対１６歳以上の人＝１００人（申込順）

◇　　　◇
申電話で市みどりの協会（1０４２－
７７７－２８６０）へ

古典を学ぶ講座

「西行を読んでみよう」〈全４回〉

日６月７日～２８日の毎週火曜日
時午後６時３０分～８時３０分
会サン・エールさがみはら
定２０人（抽選）　費５００円
申往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「古典を学ぶ講座」と書い
て、５月２５日までに同所（〒２５２－
０１３１　緑区西橋本５－４－２０　1 

０４２－７７５－５６６５）へ

パソコン研修６月コース

　パソコン入門、ワード（文書作
成）・エクセル（表計算等）各基
礎、電子メール、ホームページ作
成、パソコン無料体験など
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。
▼混声合唱団相模台グリーンエコー
定期演奏会　曲目は「ノスタルジア
Ⅱ」ほか　５月２２日（日）午後２時
～４時、 杜 のホールはしもと。費用

もり

７００円　※チケットぴあで販売中　
�問 岩本（1０９０－５４０３－９８７２）
▼東日本大震災チャリティーイベン
ト「つなごう！こころの輪」　チャ
リティー・コンサートなど　５月２８
日（土）正午～午後４時〈雨天時は
２９日（日）〉、桜井テニスコート（南
区上鶴間６－１７－５）　�問 金子（1０９０
－４３７８－５５９９）
▼大正琴 湖陽祭　５月３１日（火）午
前１０時～午後４時、市民会館　�問 安
藤（1０４２－７５２－２８５４）
▼親力アップ講座　テーマは「子ど
ものやる気を引き出すママの力」講
師は岡本裕子さん（スコーレ家庭教
育振興協会講師）　６月３日（金）
午前１０時～１１時３０分、市民会館第１
大会議室。対象は２歳～中学生の子
どもを持つ母親＝１００人（保育あり、
申込順）。費用３００円　�申 電話か、フ
ァクスに氏名、電話番号、保育の有無
を書いて、岡（16０４２－７５３－０８５２）へ
　　　　　　会費などは個別にお問
　　　　　　い合わせください。
▼フィットネスボクシング　毎週火
曜日午前１０時１５分、北総合体育館ほ
か　�問 日沢（1０８０－５５６５－６２９６）
▼社交ダンス　毎週日曜日午後２時、
小山公民館ほか。初心者歓迎　�問 松
井（1０９０－５４３７－５８５８）
▼アクアビクス　月４回程度水曜日
午前１０時、さがみはらグリーンプー
ル。初心者歓迎、体験あり　�問 金巻
（1０４２－７５６－３７９０）
▼詩吟　毎週木曜日午後１時３０分、上
溝公民館　�問 緒方（1０４２－７５０－１５１２）
▼油・水彩画　毎月第２・第４日曜
日午前９時３０分、老人福祉センター
若竹園。対象は６０歳程度以上の人。初
心者歓迎　�問 渋谷（1０４２－７４６－６２６２）
▼マジック　毎月第２・第４水曜日
午後７時、橋本公民館ほか　�問 大川
（1０４２－７７０－０６１７）
▼太極拳　毎週日曜日午前１０時、北
総合体育館。初心者歓迎、見学可　
�問 木内（1０４２－７７１－８４３３）
▼大正琴　毎月第２・第４土曜日午
前９時３０分、横山公民館　�問 上野
（1０４２－７５８－０２２４）

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
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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
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● 毎月１５日発行 ●

２０１１年 平成２３年 区の人口・世帯 

人　口 人  １７６,８１５
世帯数 世帯  ７０,７６３

（５増） 

（３０５増） 
平成２３年４月１日現在（概数） （　）は前月との増減 
 

〒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 

世帯 

民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動ＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ
　　

“ふれあいウオーク＆クッキング”を開催

朝日とと
もに 

広がる笑
顔 

朝日とと
もに 

広がる笑
顔 

朝日とと
もに 

広がる笑
顔 

ラシオ体操のまち ラシオ体操のまち ラシオ体操のまち ラシオ体操のまち ラシオ体操のまち ラシオ体操のまち ラシオ体操のまち 

担い手不足の地域活動に尽力

　平成９年に復活した宮上みこし。宮上みこし親睦会
会長の杉本　栄さん（緑区橋本在住）は、「親の頑張
っている姿を子どもに見せたい」「みんなの喜ぶ姿が
見たい」と、有志とともにみこし復活に尽力した一人
です。現在は「子どもたちの良い思い出に」と、子ども
みこしにも携わり、地域の子どもたちに喜ばれています。
　生まれも育ちも橋本の杉本さんは、消防団員を２０年
勤め、現在消防団ラッパ隊として活躍中。消防団に入
ることで、「地域の人とつながりが持てるようになりま
した」と話します。
　「小さなことでも、自分にできることをやるだけ」
「自分が関わることで、他の人の負担が減ればうれしい」と話す杉本さん。
大好きな橋本の地で、地域のために活動を続けます。

破顔一笑 破顔一笑 破顔一笑 

本が大好き！おもしろさを伝えます

藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校
　藤野小学校には、読書好きな２６７人の児童がいま
す。学校で１番の自慢は、毎年秋に行う「ブックシ
ョップ」です。子どもたちが普段から親しんでいる
本の楽しさやおもしろさをそれぞれの学級で、読み
聞かせ、紙芝居、ペープサート（紙人形劇）、劇な
ど、紹介の仕方を工夫して発表し合う行事です。地
域の皆さんを招待し、多くの人に楽しんでいただい
ています。
　毎年、子どもたちの生き生きと表現する姿が好評
で、本を介してふれあいの輪が広がっています。

学びや行進曲 学びや行進曲 学びや行進曲 

杉本　栄さん

民生委員・児童委員活動ＰＲデイ

　民生委員・児童委員活動を知ってもらうため、民
生委員・児童委員活動強化週間（５月１２日～１８日）
に合わせて活動ＰＲデイを開催します。活動を紹介
したＤＶＤの上映や、相談などを行います。
日にち　５月１９日（木）　
時　間　午前１０時～正午、午後１時～３時
会　場　シティ・プラザはしもと
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
市民生委員児童委員協議会事務局（市社会福祉協議会内）

1０４２－７５６－５０３４

本の登場人物になって本を紹介

ペープサートで本を紹介

　体全体を使ったあいさつで、一日が始まるラジオ
体操。参加者からは「親子での健康づくりになる」
「近隣の人の安否確認ができる」「季節の移り変わ
りを実感できる」などの声をいただきます。
　幼児から高齢者まで、参加したみんなが健康にな
って、地域の交流の場になるようにしたいです。

「ラジオ体操のまち大沢」
運営協議会　委員長
西村登起子さん

日　時　５月１９日（木）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

　　

“ふれあいウオーク＆クッキング”を開催

≪青少年健全育成事業≫　　

“ふれあいウオーク＆クッキング”を開催
～ピザ作りや簡単な工作を体験！～

日　時　６月１２日（日）午前８時４５分～午後３時
コース　城山保健福祉センター～町田市大地沢青少年センター（昼食含む）

～城山保健福祉センター
対　象　市内在住か在勤・在学の人で、子どもを含んだグループ（小学生だ

けの場合は高学年の人を含めること）
定　員　１００人（申込順）　　費　用　１人３００円　　　
申し込み　５月１６日から城山保健福祉課にある申込用紙と費用を、５月２７日

までに同課へ

お問い合わせ
城山保健福祉課　1０４２－７８３－８１３５

今年で５年目を迎える大沢地区のラジオ体操。４月から１１月まで
の第３日曜日の午前６時３０分、地区内１２会場で爽やかな笑顔ととも
に地域の皆さんが集います。
健康づくりの増進や地域コミュニティの醸成などを目的に「ラジ

オ体操のまち大沢」運営協議会が主催となってラジオ体操を展開し
ています。各会場では、自治会や子ども会、消防団など、地区で活
動する多くの団体が実行委員として協力し、運営しています。
昨年度は延べ３，４５２人が参加。子どもから高齢者まで、多くの皆さ
んが早朝から汗を流しました。
平成２１年度には全国ラジオ体操連盟などから表彰を受けた大沢の
ラジオ体操。ラジオ体操を通じて地域がひとつになります。

今年で５年目を迎える大沢地区のラジオ体操。４月から１１月まで
の第３日曜日の午前６時３０分、地区内１２会場で爽やかな笑顔ととも
に地域の皆さんが集います。
健康づくりの増進や地域コミュニティの醸成などを目的に「ラジ
オ体操のまち大沢」運営協議会が主催となってラジオ体操を展開し
ています。各会場では、自治会や子ども会、消防団など、地区で活
動する多くの団体が実行委員として協力し、運営しています。
昨年度は延べ３，４５２人が参加。子どもから高齢者まで、多くの皆さ
んが早朝から汗を流しました。
平成２１年度には全国ラジオ体操連盟などから表彰を受けた大沢の
ラジオ体操。ラジオ体操を通じて地域がひとつになります。
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２０１１年 平成２３年 

No.００１４

区の人口・世帯 

人　口 人 ２６６，５３３ （３１２減） 

１１２，４６０世帯数 世帯 （１１減） 5 15 平成２３年４月１日現在（概数） （　）は前月との増減 
 

〒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 

日　時　５月２４日（火）午前１０時から
会　場　総合学習センター
傍聴席数　１０席（抽選）
※傍聴希望者は、午前９時４５分までに
　直接会場へ

お問い合わせ
中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

　５月１２日～１８日は民生委員・児童委員活動強化週間です。
民生委員・児童委員は皆さんの身近な相談相手として、高
齢者や障害者、児童などへの援助活動を行っています。
　活動強化週間に合わせ、ＰＲコーナーを設置しますの
で、ぜひ、お立ち寄りください。

お問い合わせ
市民生委員児童委員協議会事務局（市社会福祉協議会内）

1０４２－７５６－５０３４

民民民民民民民民民民民民生生生生生生生生生生生生委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員・・・・・・・・・・・・児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動ＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲデデデデデデデデデデデデイイイイイイイイイイイイ民生委員・児童委員活動ＰＲデイ

日にち　５月１８日（水）
時　間　午前１０時～正午、午後１時～３時
会　場　市役所本館１階ロビー
内　容　○活動紹介ＤＶＤの上映
　　　　○活動紹介パネルの展示
　　　　○活動紹介リーフレットの配布
　　　　○相談コーナー

次回の区民会議

　地域活性化事業交付金とは、より多くの区民の参加と協働による地域の活性化をめざし、区民による自主的な事業に対する交付金です。応募方法など詳
しくは、中央区役所地域政策課か、各まちづくりセンターへお問い合わせください。　
中央区役所地域政策課1０４２－７６９－９８０１　大野北まちづくりセンター1０４２－７５２－２０２３　田名まちづくりセンター1０４２－７６１－００５６　上溝まちづくりセンター1０４２－７６２－００７９

中央区のまちづくり 中央区のまちづくり 中央区のまちづくり 
区民が主役!

　次世代を担う人材育成を目的に、地区自治会地域
の子ども会を中心に農業体験事業を実施しました。
自分で野菜を栽培、収穫する体験を通して、子ども
たちは働くことの大変さ、収穫の喜び、食の大切さ
を学びました。自分たちの育てたもので収穫祭を開
催したことにより、参加者に達成感を得てもらうこ
とができました。また、事
業を通じて、地域のお年寄
りや福祉施設との交流や、
自治会と子ども会・育成会
など各団体間との連携が図
られ、地域コミュニティの
活性化につながりました。

青少年の健全育成に関する事業小 山 地
区

　救急医療情報ケース「とっさの時のあんしんケー
ス」２，５００個を作り、地区内の希望した高齢者、障害
者などに配布しました。これは、利用者が病気、け
がなどの緊急時に、救急隊員がケースの中の情報を
確認することで、本人の身元や身
体状況を速やかに把握して適切な
救護ができ、搬送先の病院でも医
療行為や家族との連絡に役立つも
のです。万一の場合への不安を抱
える地区内の高齢者等の、安全安
心の確保につながることを期待し
ています。

救急医療情報ケース整備事業清 新 地
区

　“とっさの時の安心づくり”のため、かかりつけ
医や持病、緊急時の連絡先などを記入する「緊急連
絡表」と、その保管ケース、保管場所表示ステッカ
ーを作成、配布し、活用を呼びかけました。　
　現段階ではこのケースが役に立ったという事例は
幸いにもありませんが、各家庭での緊急時の備えに
対する意識向上につながりました。また、今回は自
治会員を対象に実施しました
が、自治会未加入世帯がこれ
をきっかけに自治会へ加入し
たという事例もあり、自治会
加入促進につながったことも
大きな成果の一つでした。

とっさの時の安心づくり事業横 山 地
区

　世代間交流をしながら地域の人を知り仲間を増や
すきっかけとして、また、地域の人の才能を発表す
る場として自治会文化祭を開催しました。
　初の試みであった自治会文化祭でしたが、予想を
超える参加者があり、自治会員から「やってよかっ
た。楽しかった。」との声が聞かれ、「子どもから大
人までみんな知り合い」の目標に近づくことができ
ました。このような事業の積
み重ねが自治会に加入してい
るメリットになり、自治会加
入者のコミュニティが広がる
ことで安全安心なまちづくり
につながると考えています。

世代を超えた文化交流事業中 央 地
区

　一人暮らしの高齢者や障害者などの緊急時におけ
る不安解消と適切な治療に結びつけることを目的に、
かかりつけ医、薬剤情報提供書（写）、持病などの
医療情報や健康保険証（写）などを収める「救急医
療情報ノート」を作成しました。
　民生委員・児童委員が、対象者
を戸別訪問して「救急医療情報ノ
ート」を配布し、また、医療情報
の更新など維持管理についても指
導することで、身近な相談員とし
ての活動にもつながり、地域福祉
の向上に大きな成果をもたらし
ました。

救急医療情報ノート作成事業星が丘地
区

　地域で活動する団体や、まちづくり会議の存在を
広く地域の皆さんに知ってもらうため、淵野辺公園
でフェスタを開催しました。光が丘地区で活動する
団体を中心とする４７団体が、活動の紹介、ステージ
での発表、体験教室、模擬店など６０の事業を行いま
した。当日は約１万人の参加者でにぎわい、一般来
場者にも、地域活動に関
心を持ってもらえたと思
います。また、教育機関
などの協力により新たな
ネットワークができたこ
とも大きな収穫でした。

光が丘わが町フェスタ光が丘地
区

大野北地域誌編集・発行事業大野北地
区 青パトを活用した防犯活動の強化田 名 地

区

　多くの人々が参加し、楽しくなるようなまちづく
りを進めるため、シンボルマークを制作しました。
制作の過程では、上溝のイメージ調査など、地区内
の自治会や学校などの多くの人が参加しました。
　最大の成果は、将来を担う子どもたちの参加を得
ることができたことです。この取り組みにより子ど
もたちに上溝に対する関心が
芽生えたことは、上溝への愛
着、誇りを育むことにつなが
り、将来の上溝の発展に大き
なプラスになると考えていま
す。

エンジョイ上溝２０１０（シンボルマーク制作）上 溝 地
区

　地域住民の皆さんに大野北地区をもっと知り、愛
着心を持ってもらうため、また、子どもたちのふる
さと意識の醸成のために、「大野北地域誌」を発行
しました。
　平成２２年５月に準備を始め、編集委員１０人による
２０回にわたる作業の結果、本誌が刊行できました。
まちづくり会議委員、自治会、
地区社会福祉協議会、公民館、
小・中学校、高校、大学など
の団体に配布しました。皆さ
んに活用してもらうことで、地
域の活性化が進むことを願っ
ています。

　平成１８年に田名地区防犯協会が発足、同年に田名
在住の篤志家から寄贈された田名専属の青パト（青
色回転灯装備車両）によるパトロールを主体に地区
の防犯活動を行ってきました。この活動を強化、継
続するために、田名地区統一のジャンパーなどを着
用し、各自治会と連携したパトロールを実施、また、
交番や小・中学校との情報交換も積極的に行いまし
た。青パト乗務者資格講習会
の実施により、活動の担い手
も増え、広報活動等を強化し
た結果、地域の中で「自分た
ちのまちは自分たちで守る」
意識が高まってきました。

　中央区では、地域活性化事業交付金を活用して、

さまざまなまちづくりが、区民自らの手によって

進められています。

　平成２２年度には、区内で４６事業が展開され、４

月２４日に事業報告会を開催しました。各地区１事

業ずつ紹介します。



���

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 n a m i k u /● 毎月１５日発行 ● 

２０１１年 平成２３年 

No.００１４ 

区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 5 15
人　口 人 ２７４,３５３ （ ７１減） 

１２０,７９１ 世帯 （３１６増） 
平成２３年４月１日現在（概数） （　）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 

日　時　５月２４日（火）午後３時
会　場　南消防署３階講堂　　
議　題　南区の現状と課題のまとめと
　　　めざす姿について　ほか
傍聴席数　４０人（抽選）
※傍聴希望者は、午後２時４５分までに
　直接会場へ

お問い合わせ　南区役所地域政策課　1０４２－７４９－２１３５

５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月５月１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１２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～１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８１８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、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化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日は、民生委員・児童委員活動強化週間
　民生委員と児童委員の活動を皆さんにもっと知ってもらうために、同
週間に合わせて、「民生委員・児童委員活動ＰＲデイ」を開催します。
日　時　５月１７日（火）午前１０時～正午、午後１時～３時
会　場　市南区合同庁舎１階ロビー
内　容　○民生委員・児童委員活動紹介ＤＶＤの上映
　　　　○民生委員活動紹介パネルの展示
　　　　○活動紹介リーフレットの配布
　　　　○相談コーナー
お問い合わせ　市民生委員児童委員協議会事務局（市社会福祉協議会内）

　1０４２－７５６－５０３４

南区のシンボルマーク・カラーが決定しました！ 南区のシンボルマーク・カラーが決定しました！ 南区のシンボルマーク・カラーが決定しました！ 南区のシンボルマーク・カラーが決定しました！ 
～応募総数248点～ 

南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議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開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催

　「歌を歌うことが生きがい。これからもずっと続
けていきます。」と笑顔で語る菅原 都  々   子 さんは、

つ づ こ

ＮＨＫ紅白歌合戦に出場するなど独特なビブラート
の歌声で活躍してきました。
　プロの歌手生活は５年前に幕を下ろしましたが、
時折地域のステージで歌を披露、また、地域のサー
クル「元気の出る歌の集い」には会員として参加し
ています。このサークルは、約１５０人が集い歌を歌

い、音楽に合わせて体を動かし、心身の健康と活力向上をめざしていま
す。この日は、「リンゴの歌」や「３６５歩の
マーチ」のほか、菅原さんの歌「憧れの住む
町」もあり、菅原さんにマイクが渡される一
幕も。
　「仲間の皆さんと歌うことが楽しみで仕方
がない。」と目を輝かせる菅原さんの姿がと
ても印象的でした。

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 7
南区内の隠れスポット、歴史、人物、産業などを紹介します 

菅原 都々子さん（相模台）

　今回、最
優秀賞をい
ただき大変
光栄に思っ
ています。
　私事です
が、ちょう
ど南区内に
新居を購入したばかりで、と
ても良い記念になりました。
　南区が未来に向かい、さら
に豊かに発展していく姿をイ
メージし、思いを込めてデザ
インしましたので区民の皆さ
んに末長く愛着を持っていた
だけると幸いです。

　このイメージを参考に、
南区のシンボルマーク・カ
ラーを作成していただくよ
う募集したところ、２４８点の
応募作品が集まり、２回の
選考委員会を経て、最優秀
賞（採用）と優秀賞（２点）を決定しました。

最 優 秀 賞  最 優 秀 賞  最 優 秀 賞  
　南区では、多くの区民の皆さんの思いを反映さ
せるため、区民の皆さんと一緒に南区のイメージ
を作成しました。

決定までの経過 決定までの経過 決定までの経過 

【区民と考えた南区イメージ】

 賑 わいあるまちと、緑豊かなまち
にぎ

伝統文化を継承するまちと、新しい文化を創
造するまち
思いやり、ふれあい、コミュニケーションあ
ふれるまち
みんなが未来にロマンを感じられる、まるで
魔法を使ったようなまち

南区ブルー（緑味のあるブルー）

作
者

志
村
昭
一
さ
ん

（
豊
町
在
住
）

優秀賞（２点） 優秀賞（２点） 優秀賞（２点） 

相模台公民館でのサークル活動

作
者

若
林
映
人
さ
ん

（
相
南
在
住
）

お問い合わせ　南区役所地域政策課　1０４２－７４９－２１３５

シンボルマーク シンボルマーク 

シンボルカラー シンボルカラー 

　らせん状のデザインが、「区民と考えた
南区イメージ」にある、過去から未来へと
続く伝統文化の継承や、人と人とのつなが
りとコミュニケーションの広がりを連想さ
せ、ロマンあふれる「まち」に向かって、
魔法のタクトを振っているような印象があ

選考理由 

　市民会館前の広場には、菅原さんの代表曲「月がとっても青いから」
の歌碑が建てられています。

ります。
　ブルー系の色は、清涼感を感じさせ、誰も
が共感しやすい色であり、未来に向かって進
んで行く洗練されたシャープさもあり、南区
にふさわしいと考えました。

作者：杉浦　康さん
（豊町在住）

第６回区民会議の様子
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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 

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 

△新磯○こ 、鹿島台○こ ６月２日（木）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

上溝南○こ 、△星が丘○こ ６月３日（金）

向陽○こ 、大野南○こ ６月７日（火）

□�○津 ６月８日（水）

相模台○こ 、大沼○こ ６月９日（木）

△大島○こ 、橋本○こ ６月１０日（金）

△二本松○こ 、○藤、
清新○こ 

６月１４日（火）

大野台○こ 、△横山○こ 、
相武台○こ ６月１５日（水）

●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　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　２０人（申込順。調整あり）

藤野中央
公民館６月１４日（火）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６月３０日までにコール

センター（1０４２－７７０－７７７７）へ

○南
７月６日（水）
　　１３日（水）
　　２０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２２年４月～８月生まれの乳幼

児とその家族
定員　○ウ○南＝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

○ウ
６月３日（金）

親子で 歯 っぴぃ
は

ちゃれんじ
大作戦！

６月２８日（火）

○南
６月７日（火）

６月２０日（月）

○橋６月２９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か月の子どもとそ

の母親
定員　２０組（申込順）※保育なし

○ウ６月２７日（月）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、
運動発達がゆるやかな子と親のサロン
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６月３日（金）
ぴよぴよ
サロン

○9 ○ウ６月１０日（金）

●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７月1日号でお知らせします。
※１４歳以上で、肝炎ウイルス感染の心配がある人は、肝炎ウイルス検査を無料で
実施しています。

申し込み・お問い合わせ　電話でコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ
※国民健康保険に加入している人の人間ドック、脳ドックの申し込みは、本紙２
㌻をご覧ください。

●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）
※○城○津○湖○藤は来庁相談のみ
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

　心の病についての相談
（アルコール相談も含む）
定員　各２・３人（申込順）
申し込み　○ウ ＝中央障害福祉相談課
　　　　　　　1０４２－７６９－９８０６

　○南 ＝南障害福祉相談課
　　　1０４２－７０１－７７１５
　○津＝津久井保健福祉課
　　　1０４２－７８０－１４１２
　○橋 ＝緑障害福祉相談課
　　　1０４２－７７５－８８１１

○ウ

午後１時
　～２時

６月８日（水）

精神
保健相談
（精神科医）

６月２８日（火）

○南
６月１４日（火）

６月２３日（木）

○津６月１７日（金）

○橋６月２０日（月）

○１０ 

　生活習慣病予防のための体
脂肪率の測定や個別相談
定員　各５人（申込順）

○南
午前９時
　　９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分

６月１７日（金）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士）

○8 ○橋
午前９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分
　　１１時

６月２０日（月）

○１２ ○津
午後１時３０分
　　１時４５分
　　２時
　　２時３０分

６月２７日（月）

○9 　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）

○ウ午前９時 
　～１１時３０分６月１３日（月）

栄養相談
（栄養士） ○１０ ○南午後１時

　～３時３０分６月２２日（水）

○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）

○橋午後２時
　～４時５月２１日（土）

エイズ等の
検査・相談 ○ウ午前９時

　～１１時
５月２４日（火）
５月３１日（火）

○6 

　診察、基本検査（身体測定、尿・血液
検査、胸部Ｘ線、心電図）と保健指導
定員　各４０人（申込順）
費用　各５，０５０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

６月１日（水）
３９歳以下の
健康相談

６月１５日（水）

○7 
　ブラッシング方法など歯のお
手入れについての相談や、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６月１５日（水）

歯科相談
（歯科衛生士） ○南午前１０時

　～１１時３０分６月２４日（金）

　歯科治療や口の悩みについての
相談
相談　健康企画課（1０４２－７６９－

８３４４）

午前９時　　
　～１１時３０分

６月３日（金）
電話歯科相談
（歯科医）

６月１４日（火）

６月２０日（月）

○7 対象　障害のある人（児）○ウ午後１時３０分
　～２時３０分６月２７日（月）

特別歯科相談
（歯科医）

※○南 、○橋、○藤でも実施。日程はお問い合わせください。
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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

技に支障のない人
定員　ソフトエアロビクス、

ボールエクササイズ
＝各１５人、ダンベル
体操＝２０人（申込順）

○南午前１０時
　～正午

６月１１日（土）ソフト
エアロビクス

６月１７日（金）ダンベル体操

６月２０日（月）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　各１，０００円

○ウ午後１時１５分
　～４時１５分

６月１５日（水）

運動
プログラム
作成コース ６月３０日（木）

※受講後、運動習慣定着コース（１０日間）に続けて参加できます。

　　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

測って気づく健康相談
　生活習慣についての健康相談と、体脂肪率、内臓脂肪レベル、血管年齢
などを測定します。
日　時　６月２８日（火）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　ウェルネスさがみはら
※希望者は 裸  足 になれる服装で直接会場へ

はだ し

お問い合わせ
中央保健センター　1０４２－７６９－８２３３

日赤救急法養成講習会〈全３回〉
　ＡＥＤを用いた心肺 蘇  生 法や、止血法、包帯法、人工呼吸などを学びま

そ せい

す。最終日の検定合格者は日赤救急法救急員に認定します。
日　時　６月４日（土）・１１日（土）・１２日（日）午前９時～午後５時
会　場　あじさい会館
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上の人＝４０人（抽選）
費　用　３，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、

「日赤救急法養成講習会」と書いて、５月２６日（必着）までに日赤
相模原市地区本部（地域福祉課内　〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１
－１５　1０４２－７６９－９２２２）へ

アルコール・薬物家族教室
　アルコール・薬物問題の理解や対応について学びます。
日　時　５月２５日（水）午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
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）
申し込み　電話で５月１６日から精神保健福祉センター（1０４２－７６９－

９８１８）へ

運動不足解消プログラム〈全１０回〉
　リズム体操や、練功十八法（中国医療体操）、ストレッチなどを行います。
日にち　６月８日～８月２４日の毎週水曜日（６月２９日、８月３日は除く）
時　間　午前９時３０分～１０時３０分
会　場　相模原麻溝公園競技場
対　象　１８歳以上の人＝２０人（申込順）
費　用　５，０００円
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、年

齢、性別、電話番号、「運動不足解消プログラム」と
書いて、同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－
０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp）へ

講　師テーマ会　場日にち
山本賢司さん

（北里大学病院診療准教授）
うつ病ってどんな病気？
どう対応したらいいの？ウェルネス

さがみはら

６月３日（金）

石郷岡　純さん
（東京女子医科大学精神
医学教室主任教授）

地域全体で理解する統合
失調症　　４日（土）

土屋　徹さん
（精神保健福祉士）

親亡き後のために、家族
が、地域が「今」できる
こと（統合失調症の人の
地域生活について）

南市民
ホール　　２２日（水）

麻疹・風疹の予防接種を受けましょう
　麻疹（はしか）・風疹予防接種を各期１回無料で受けられます。
　対象者には、予診票など必要書類を４月中旬に郵送しました。

接種期間対象（原則、保護者同伴）

２４年３月３１日まで
平成１７年４月２日～１８年４月１日生まれ２期
平成１０年４月２日～１１年４月１日生まれ３期
平成５年４月２日～６年４月１日生まれ４期

会　場　協力医療機関
※１期対象の１歳児には、１歳になる月の前月末に予診票などを郵送します。

お問い合わせ　疾病対策課　1０４２－７６９－８３４６

講演会 メンタルヘルス市民講座
　うつ病や統合失調症などの病気を正しく理解し、自らの心の健康を考え
ます。

時　間　午後２時～４時
対　象　市内在住の人＝各１５０人（申込順）
申し込み　電話で５月１６日から、住んでいる区の障害福祉相談課へ

お問い合わせ　緑障害福祉相談課　　1０４２－７７５－８８１１
　　　　　　　中央障害福祉相談課　1０４２－７６９－９８０６
　　　　　　　南障害福祉相談課　　1０４２－７０１－７７１５

講演会
食物アレルギーと

アトピー性皮膚炎〈全２回〉
　乳児期のケアを中心にお話します。
日　時　６月３日（金）・１４日（火）午後２時～４時
会　場　南保健福祉センター
定　員　５０人（申込順）　　※保育あり〈定員１５人程度（申込順）〉
申し込み　電話で５月１６日から南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

ビーンズクラブ
　育児情報の交換と親子遊びをします。
日　時　６月２７日（月）午前１０時～１１時３０分
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　おおむね４歳未満のふたご・みつご

とその家族か、ふたご等を妊娠中の人
定　員　２０組（申込順）
申し込み　電話で５月１６日から中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

子犬・子猫の譲渡会と犬のしつけ相談
日にち　６月５日（日）〈雨天決行〉
会　場　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　間　午後１時～１時３０分
対　象　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・氏名を証明できる書類、２，０００円
（マイクロチップ代・装着費用）が必要です。

しつけ相談
時　間　午後１時３０分～２時　　※当日愛犬は同伴不可

お問い合わせ
市獣医師会譲渡会事務局（佐々木動物病院内）　1０４２－７４９－９８８１

生活衛生課　1０４２－７６９－８３４７
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