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市内の名産品を一堂に 
～物産展「さがみはら自慢」を開催～ 

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

市民大学前期講座 受講者募集 5
屋外広告物にはルールがあります 6
市立博物館 天文展示室リニューアルオープン 7

　５月１８日～２３日
に、物産展「さが
みはら自慢」が伊
勢丹相模原店で開
催されました。 
　同物産展では、
「さがみはらスイ
ーツフェスティバル」や「相模原お店大賞」の受
賞店をはじめとする市内２２の名店が、自家製の食
材や昔ながらの製法にこだわった自慢の名産品な
ど、「相模原の味」の魅力を紹介しました。 
※出店者と主な商品などは、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　商業観光課　1０４２－７６９－９２５５ 

「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 

5月1日現在（　）は前月との増減 

人 口  718,420　（719増） 

世 帯  304,895　（881増） 

市の人口・世帯 

発　行／相模原市 
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送信メール 
【宛先】 
entry-sagamihara@ 
bousai-ma i l.jp 
【件名】 
（なし） 
【本文】 
（なし） 

　 

受信メール 
【件名】メルマガ
「防災」「安全・
安心」 
【本文】 
こちらは、さがみ
はらメールマガジ
ン「防災」「安全・
安心」です。 
https://xxxxxxxxx

　 　 

梅雨 台風 集中豪雨 

　防災に関する知識を深め、災害時に適切な行動をとって、身を守りましょ
う。家庭や地域で防災活動に利用してください。 
配布場所　危機管理室、市役所の行政資料コーナー、各区役所区民課・まちづ

くりセンター・公民館（青根、沢井公民館を除く）・図書館・消防署・分署 

　市では、大雨、洪水などの気象警報・注意報や、地震情報、河川水位情報、
ひばり放送でお知らせした内容等、防災に関する緊急の情報などをＥメールで
配信するサービスを行っています。 
　ここでは、携帯電話からの登録方法を紹介します。ぜひご利用ください。 

の季節 

※市ホームページの「こんなときどうするの？」の 防災・防犯  からもご覧になれます。 

わが家に１冊  防災ガイドブック わが家に１冊  防災ガイドブック わが家に１冊  防災ガイドブック 

さがみはらメールマガジン 携帯電話・パソコ
ンに 

防災情報が 

届きます 

携帯電話・パソコ
ンに 

防災情報が 

届きます 防災メールに登録を 

携 帯 電 話 か ら の 登 録 方 法  

　バーコードリーダ
ー機能が付いた携帯
電話では、上の２次
元コードを読み取っ
てアクセスすると便
利です。 メルマガ登録 をクリック 

メールアドレスを 
クリック 

返信メールにあるリンクをクリック 

空メールを送信 

※迷惑メール防止設定をしている場合は、事前に「sa 
gamihara@bousai-mail.jp」からのメールを受信
可能にしてください。 
※携帯電話の操作方法については、契約している携帯
電話会社などへお問い合わせください。 

　携帯公式サイト（http://mobile.city.saga 
mihara.kanagawa.jp/）の メルマガ登録 
をクリックしてください。 

　注意事項などを読んで、entry-saga 
mihara@bousai-mail.jpに空メール（件
名・本文に何も入力しない）を送信して
ください。 

1

2

3

「防災」「安全・安心」メール配信登録に進む 

を選択してください。 

4 　空メール送信後、
自動的に登録案内
メールが返信され

ます。返信されたメールの
本文にあるリンクからアク
セスして希望する情報の種
類、配信地域などを設定す
ると登録完了です。 

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８ 

風水害・土砂災害への対応については、２㌻をご覧ください。 

　市ホームページの メールマガ
ジン  から登録できます。 

パソコンでは… 
 

身を守る 
か
ら 土砂災害 土砂災害 風水害 風水害 

身を守る 
か
ら 

　台風や集中豪雨での被害が、毎年、全国各地で起きています。 

　特に近年では、地球温暖化などによる気象の変化や、都市のヒートアイランド現象などに

より、短時間に局所的な大雨が降る集中豪雨が増加傾向にあり、注意が必要です。 

　市では、こうした災害に強いまちづくりに向けて、河川改修や公共下水道雨水幹線の整備

などの取り組みを進めています。 

　また、今回の大震災を踏まえ、災害対策を最優先課題とし、より実効性のある仕組みや備

えとなるよう、必要な取り組みを行っていきます。 

　皆さんも、防災についての知識を深めるとともに、日頃から気象情報などに十分注意し、

災害に備えてください。 

　台風や集中豪雨での被害が、毎年、全国各地で起きています。 

　特に近年では、地球温暖化などによる気象の変化や、都市のヒートアイランド現象などに

より、短時間に局所的な大雨が降る集中豪雨が増加傾向にあり、注意が必要です。 

　市では、こうした災害に強いまちづくりに向けて、河川改修や公共下水道雨水幹線の整備

などの取り組みを進めています。 

　また、今回の大震災を踏まえ、災害対策を最優先課題とし、より実効性のある仕組みや備

えとなるよう、必要な取り組みを行っていきます。 

　皆さんも、防災についての知識を深めるとともに、日頃から気象情報などに十分注意し、

災害に備えてください。 

受
信
イ
メ
ー
ジ 

※申込方法など詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

価格（１枠・１回）サイズ刷り色掲載面
１４万円縦４㎝×横８．２㎝

フルカラー
表　紙

１２万円縦８㎝×横１２㎝
（２枠使用可能）

最終面（１日号のみ）
８万円市指定の２色情報あらかると

募集号　８月１日号～１０月１日号

広告募集 約２４万４，０００部
発 行

約２４万４，０００部
発　行
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住宅用太陽光発電システム設置補助の
申請を受け付け中

早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ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対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対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鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵鍵！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
風水害・土砂災害

情報の入手を！
　雨が降り出したら、テレビやラジオ、インターネットなどにより、気象
情報や土砂災害警戒情報などの情報収集を心掛けましょう。
�市ホームページ　市内の時間ごとの天気予報や雨量情報など
　　市ホームページの 相模原市 気象情報 からご覧になれます。
�気象庁ホームページ　防災気象情報：気象情報、土砂災害警戒情報など
　　http://www.jma.go.jp/jma/menu/flash.html

　土砂災害は、長雨、大雨、豪雨のときに多く起きる災害で、発生の予想
が非常に難しく、災害が発生すると被害が大きいことが特徴です。
　次のような兆候が見られた時には、がけ崩れや土石流が発生する危険が
高まっていることがあります。少しでも危険や異常を感じたら、すぐに避
難しましょう。
�山の木が傾いたり斜面に亀裂が走った。
�山の斜面から石が転がり落ちてきた。
�湧き水が止まったか、湧き水の量が急に増えた。
�地鳴りや立ち木の裂ける音が聞こえた。
�川が濁り、流木が混ざり始めた。
�雨が降り続いているのに、川の水位が下がった。
�普段澄んでいる沢や井戸の水が濁ってきた。

　一般廃棄物の減量化・資源化、適正処理などについて審議します。
任　期　８月１日（予定）～平成２５年７月３１日（会議は年３回程度）
定　員　市内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会などの委員・職員・
　　　議員を除く）＝４人（選考）
申し込み　廃棄物政策課、各行政資料コーナー・まちづくりセンター・出

張所・公民館（青根・沢井公民館を除く）にある応募用紙（市ホー
ムページの　市政情報　→　審議会・情報公開・個人情報　からダウンロ
ード可）を直接か郵送、ファクス、Ｅメールで６月１６日（必着）ま
でに廃棄物政策課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－ 
７６９－８３３６　6０４２－７６９－４４４５　Ｅメール haiki-seisaku@city.saga 
mihara.kanagawa.jp）へ

　市議会５月臨時会が５月１６
日～１８日に開かれ、議長に中
村昌治氏、副議長に野元好美
氏が選出されました。就任の
あいさつについては、本日発
行の「さがみはら市議会だよ
り」をご覧ください。

　住宅用太陽光発電システム設置補助の申請は、３期に分けて受け付けを
することになっていましたが、今夏の節電の一環として早期の設備導入を
図るため、受け付け方法を変更し、随時申請を受け付けています。
申し込み　環境政策課にある申請書（市ホームページの　暮らしの情報　→

環境　→　補助制度　からダウンロード可）と必要書類を同課へ
※先着順で受け付け、予算額に達した時点で受け付けを終了します。

お問い合わせ　環境政策課　1０４２－７６９－８２４０

　特に梅雨や台風の時期には、テレビやラジオなどか

ら気象情報を収集し、災害に備えて早めの行動をとる

ことが重要です。

　梅雨や台風の時期には、大雨や暴風などによる被害を防ぐために次のこ
とに心掛け、早めに対応しましょう。

家庭での対策
�排水溝や雨どいのつまりを点検し清掃しておきましょう。
�屋根の点検、雨戸や窓、看板などを補強しておきましょう。
�家の周りやベランダに置いてある、風で飛ばされそうな 
物を片付けておきましょう。
�側溝や雨水ますの周りに物を置かないようにし、 
その周りの落ち葉やごみを清掃しておきましょう。
�特に低地やくぼ地、地下室や地下車庫では、浸水に対する注意が必要で
す。土のうなどの用意や、地下室等に排水ポンプを設置しておきましょう。
�地下室等に水が流れ込んでくると、水圧でドアが開かなくなる場合があ
るので、早めに避難しましょう。

川などでのレジャー時の対策
�その場で雨が降っていなくても、ラジオなど
で気象情報を確認し、天候の変化に注意しま
しょう。

�上流の雨雲や雷鳴、川の急激な増水やダムの
放流警報を聞いた場合は、すぐに川から離れ
安全な場所に避難しましょう。

議長　中村昌治氏
新政クラブ　当選３回
中央区田名　４９歳

副議長　野元好美氏
民主・新無所属の会　当選２回
緑区沢井　４８歳

廃棄物減量等推進審議会委員を募集

風水害編 土砂災害

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８

家庭的保育利用者を募集
　南区相南と相模台近隣の２か所で、利用者
を募集しています。
対　象　保育所に入所申し込みをして入所で

きなかった市内在住の、生後８週～３
歳に達する年度末までの児童

保育日時　月～土曜日の午前８時～午後６時
※祝日・年末年始等は除く
※延長保育は実施しません
保育料　認可保育所の保育料と同額
申し込み　直接、南こども家庭相談課（1０４２

－７０１－７７２３）へ
※見学などの希望は、保育課へ

　市では、保育所に入所できなかった児童を保育する「家庭的保育事業」を今年度から始めました。保育士資格があるなど、一定の
要件を満たした人のうち、市が認定する「家庭的保育者」が、自宅などで「家庭的保育補助員」とともに保育を行います。

家庭的保育支援員を募集
　家庭的保育者を巡回して助言・指導などを
行います。
勤　務　採用決定後、翌月１日～平成２４年３

月３１日で、月～金曜日の午前８時３０分
～午後５時

報　酬　月額２１万８，２００円
対　象　児童福祉施設で、施設長かこれに準

ずる職務経験があり、保育士として従
事した期間が１０年以上ある人

定　員　１人（選考）
申し込み　電話連絡のうえ、履歴書（写真貼

付）を直接か郵送で保育課へ

お問い合わせ
保育課　

1０４２－７６９－９８１２

家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭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保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業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利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用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

家庭的保育者を募集
　家庭で児童を保育できる人を募集します。
対　象　市内在住で保育士資格があり、保育を行う

場所が緑区（橋本・大沢地区）、中央区、南
区のいずれかにある人＝５人程度（選考）

保育日時　月～土曜日の午前８時～午後６時
委託料　保育する子どもの数（最大３人まで）に応

じて支払い
申し込み　保育課にある申込書（市ホームページの 

暮らしの情報→　子育て　→　保育園 →　家庭的
保育者の募集について　からダウンロード可）
を６月３０日（必着）までに同課へ

※保育を補助する人が確保できることなどの条件が
あります。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。

市議会 議 長に中村昌治氏
副議長に野元好美氏を選出

　市議会５月臨時会が５月１６日～１８日に開かれ、山口和夫副市長の任期満
了に伴う再任（２期目）について同意されました。
　任期は、６月１日から４年間です。

副市長　山口和夫（やまぐち かずお）
　　　　保健福祉部長、企画部長、総務部長、
　　　　収入役を歴任。現副市長
　　　　南区磯部　６４歳

副市長に山口和夫氏を再任
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研究開発補助金　
　新製品・新技術等の開発を支援します。
対　象　市内で新製品・新技術の研究開発を行う中小企業者
補助金額　研究開発費の２分の１以内（上限年間２００万円）
申し込み　産業・雇用政策課にある申請書類（市ホームページからダウンロー

ド可）を６月１５日～７月１５日に同課へ
説明会
日　時　６月１５日（水）午前１０時～１１時　　会　場　市役所会議室棟第１会議室
申し込み　電話か、Eメールに住所、企業名、電話番号を書いて、６月１３日までに

産業・雇用政策課（Eメールin-pro１０@city．sagamihara．kanagawa．jp）へ
◇　　　◇

お問い合わせ　産業・雇用政策課　1０４２－７６９－９２５３

国内見本市出展料の助成
　販路開拓のために、見本市・展示会への出展料の一部を助成します。
対　象　市内で１年以上操業している中小企業（製造業、情報通信業）
助成金額　出展料の２分の１以内（上限２０万円）
※助成内容など詳しくは、説明会に出席するか、お問い合わせください。
 説明会と「成功する展示会出展」ノウハウセミナー 
日　時　６月２２日（水）午後２時～４時　　会　場　相模原商工会館
申し込み　電話か、ファクス、Eメールに住所、企業名、電話番号を書いて、市

産業振興財団（1０４２－７５９－５６００　6０４２－７５９－５６５５　Eメール info@ 
ssz．or．jp）へ

診査内容　血圧測定や肝臓・腎臓の機能を調べる血液・尿検査など
募集・受診期間　平成２４年３月３１日まで
対　象　昭和４７年４月１日～平成４年４月１日に生まれた国民健康保険加入者

で、国民健康保険税に未納がない世帯の人
費　用　１，０００円
申し込み　電話で国民健康保険課（1０４２－７６９－８２３５）へ
※市ホームページの 電子申請 からも申し込めます。

中小企業の研究開発と販路開拓を応援

　市の福祉施設やスポーツ施設などを指定管理者として管理運営する、民間
事業者や特定非営利活動法人等を募集します。
施設名、申請できるもの、指定期間、申請受付場所　表１・２のとおり
※指定期間は３年間＝平成２４年４月１日～２７年３月３１日、５年間＝平成２４年
４月１日～２９年３月３１日です。
※募集・選考のスケジュールや業務内容など、詳しくは募集要項等をご覧に
なるか、お問い合わせください。
募集要項の配布
　６月６日（月）から３・４週間程度、各申請受付場所で配布します（配布
終了日は施設ごとに異なります）。市ホームページの　市政情報　→　市政運営　→
　指定管理者制度　からもご覧になれます。 

申し込み（個人による申請はできません）
　募集要項に付いている申請書と必要書類を、同要項に書いてある申込期限
までに各申請受付場所へ
指定管理者（候補団体）の選考方法
　指定管理者選考委員会で、提出書類と提案説明会での内容から最も適切に
施設の管理を行うことができ、施設の活性化や市民サービスの向上につなが
る提案をした団体を選考します。
※選考された団体は、市議会の承認を経て指定管理者として指定されます。

表１　単独の施設を管理する指定管理者を募集する施設
申請受付・募集
要項配布場所

指定
期間申請できるもの施設名分野

高齢者福祉課
1０４２－７６９ー８３５４

５
年
間

法人その他の団体東林ふれあいセンター

福
祉 法人

清新デイサービスセンター
星が丘デイサービスセン
ター
古淵デイサービスセンター

緑土木事務所
（相模湖土木班）
1０４２－６８４ー３２５２法人その他の団体

相模湖ふれあいパーク
駐
車
場

商業観光課
1０４２－７６９ー８２３６たてしな自然の村

宿
泊
・

そ
の
他 環境政策課

1０４２－７６９ー８２４０

環境の保全及び創造を図るこ
とを目的として設立された市
内に活動の本拠となる事務所
を有する法人その他の団体

環境情報センター

表２　複数の施設を管理する指定管理者を募集する施設
申請受付・募集
要項配布場所

指定
期間

申請でき
るもの施設名分野

高齢者福祉課
1０４２－７６９ー９２３１

５
年
間

法
人
そ
の
他
の
団
体

老人福祉センター渓松園・若竹園福
祉

スポーツ課
1０４２－７６９ー８２８８相模原麻溝公園競技場・スポーツ広場（Ｄ面）公

園
・
ス
ポ
ー
ツ
等

津久井環境課
1０４２－７８０ー１４０４
スポーツ課
1０４２－７６９ー８２８８

津久井又野公園、相模湖林間公園、小倉テ
ニスコート、小倉プール、名倉グラウンド、
ふじのマレットゴルフ場

都市整備課
1０４２－７６９ー８２５８

３
年
間

橋本駅北口第１・第２自動車駐車場、橋本
駅北口第１・第２自転車駐車場、橋本駅南
口第１・第２自転車駐車場

①

駐
車
場

相模原駅自動車駐車場、相模原駅北口・南
口自転車駐車場、矢部駅北口自転車駐車場、
淵野辺駅南口第１・第２自転車駐車場

②

相模大野立体駐車場、小田急相模原駅自動
車駐車場、相模大野駅北口・西側自転車駐
車場、相武台前駅北口自転車駐車場、谷口
北口・南口自転車駐車場

③

　さがみはら教育を学び、実践力のある教師を養成します。
入塾期間　１０月～平成２４年６月　
定　員　５０人程度（選考）　　費　用　１万円
申し込み　総合学習センターなどにある申込書（同センターホームページから

ダウンロード可）を７月２９日（消印有効）までに同センターへ
※対象など詳しくは、同センター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　総合学習センター　1０４２－７５６－０２９０

施設を管理運営する

法人・団体（指定管理者）を募集
お問い合わせ　

各施設の申請受付場所へ

相模原で教師になろう さがみ風っ子教師塾３期生募集

夜間納税相談窓口のご利用を
　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
い人のために窓口を開設します。電話相談もできます。
日　時　６月１４日（火）・２３日（木）午後５時３０分～７時

※午後６時以降に市役所へ来庁する場合は、市役所本館裏玄関の守衛
室に申し出てください。

相談・お問い合わせ会　場

1０４２－７６９－８３００納税課※（市役所第２別館２階）

1０４２－７７５－８８０８緑市税事務所（シティ・プラザはしもと内５階）

1０４２－７４９－２１６３南市税事務所（市南区合同庁舎３階）

健康診査を受けましょう健康診査を受けましょう２０・３０歳代の
国民健康保険加入者へ

　地上デジタル放送に関する相談に応じます。
時　間　午前１０時～午後４時３０分

お問い合わせ
デジサポ神奈川（総務省テレビ受信者支援センター）

1０４５－６３３－９５５７〈月～金曜日（祝日を除く）午前１０時～午後６時〉

会　場開設期間

あじさい会館
市南区合同庁舎

６月１５日～３０日の月～金曜日

７月１日（金）～３１日（日）
※あじさい会館は４日を除く

８月１日（月）～２６日（金）

津久井中央公民館６月２６日～８月１４日の毎週日曜日

津久井総合事務所８月２１日（日）
○C 日本民間放送連盟２００９

　地デジの準備、できましたか？

地デジ臨時相談コーナー

 東日本大震災で被災された世帯へ

地デジチューナー等を無償給付
　総務省では、東日本大震災等で被災された世帯へ、地上デジタル放
送に対応する簡易なチューナー等を無償で給付しています。
※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、お問い合わせください。

お問い合わせ
総務省地デジチューナー支援実施センター

1０５７０－０３３８４０、０４４－９６９－５４２５
〈午前９時～午後９時（土・日曜日、祝日は午後６時まで）〉
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対　象　市内在住の要介護４・５に認
定された６５歳以上の人を、１年
以上介護保険サービスを利用せ
ずに自宅で介護してきた人

※支給決定された基準日から１年間は
申請できません。

　　　　教育実践研究論文

あなたの教育実践を発信しませんか？
　子どもの教育に視点をあてた実践研究論文を募集します。
論文提出期限　平成２４年１月１０日　　対　象　市内在住か在勤の人
申し込み　電話で１０月３１日までに総合学習センター（1０４２－７５６－０２９０）へ
※論文の内容など、詳しくは同センターホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。

★
★★★

★★
★★
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シックハウス症候群とは
　住宅建材や家具に使われている塗料・接着剤な
どから発生するホルムアルデヒドなど、化学物質
による室内空気汚染等が原因と考えられる、さま
ざまな体調不良の総称です。
症状
　目がチカチカする、頭痛、めまい、吐き気、
涙、鼻水、せきが出るなど
予防と対策
○住宅の建材や内装、家具などは、化学物質の
放散量の少ない材料を使用している製品を選
ぶ
○室内の化学物質や湿気を減らすために、日常
から十分な換気をして外の空気を入れる
○症状が見られたときは、医療機関へ

ハチの巣を見つけたら
巣に近づかない、揺らさない、近くで大きな音を立てない
　ハチに刺されたときは、流水で洗い、冷やして
ください。気分が悪いなど症状が改善されない場
合は医療機関へ
巣の形からハチの種類を調べて対処する
スズメバチ
　巣はマーブル模様のボール状です。攻撃性が強
く、自分で駆除することは危険です。個人の住宅
（営業・賃貸用を除く）にできた巣は市で相談を
受け付けています。
アシナガバチ
　巣は半円形です。巣を刺激しなければ襲ってく
ることはありません。夜間に殺虫スプレーをかけ
ると簡単に駆除できます。殺虫スプレーと防護服
を市で貸し出します（要予約）。

食品などを扱う前には必ず手を洗いましょう

家庭でできる食中毒予防の６つのポイント
ポイント１　食品の購入
　新鮮なものを選び、温度管理に注意する
ポイント２　家庭での保存
　すぐに冷蔵庫や冷凍庫に保存する
ポイント３　下準備
　こまめに手を洗い、清潔な調理器具を使う
ポイント４　調理
　加熱して調理する食品は、十分に加熱する
ポイント５　食事
　盛り付けは、清潔な器具、食器を使い、食事の
前に手を洗う
ポイント６　残った食品
　時間が経ったものは思い切って捨てる

お問い合わせ　生活衛生課　1０４２－７６９－８３４７　　同課津久井班　1０４２－７８０－１４１３
お問い合わせ　生活衛生課　　1０４２－７６９－９２３４
　　　　　　　同課津久井班　1０４２－７８０－１４１３

城山文化ホールの愛称募集
　平成２４年４月にオープン予定の同ホール（緑区久
保沢）は、約３００席の可動式観覧席を設け、演劇や音
楽発表会、講演会、作品の展示など、多目的に利用
できる施設です。多くの皆さんに親しみを持って気
軽に利用してもらうため、愛称を募集します。
※詳しくは、各公民館などにある募集要項をご覧ください（市ホームペー
ジの 作品・スタッフ募集 からも閲覧可）。
応募方法　はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、愛称、

愛称の意図を書いて、６月３０日（必着）までに文化振興課（〒２５２－
５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２０２　6０４２－７５４－７９９０ 
Ｅメール bunkashinkou@city．sagamihara．kanagawa．jp）へ

ファミリーサポートセンター会員募集
　保育園・児童クラブ等への子どもの送迎など、子育てを助け合う有償の
会員制の組織です。子育ての手助けを受けたい人（利用会員）と手助けを
行いたい人（援助会員）を募集します。
対　象　市内在住か在勤・在学で入会説明会に参加でき、次に該当する人
　利用会員＝生後３か月～小学生（障害児は１８歳まで）の子どもがいる
　援助会員＝２０歳以上で講習会に出席できる
※保育士、幼稚園・小学校教諭、保健師等の資格がある人は、講習の一部
が免除されます。

※説明会、講習会とも保育あり（要予約）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、希望日、保育の有

無を書いて、ファミリーサポートセンター（1０４２－７３０－３８８５　Ｅ
メール famisapo@sagamiharashishakyo.or.jp）へ

会社作りにチャレンジ！！
　模擬会社の設立や店頭販売などを通して、経営や経済活動を体験します。

①子どもアントレプレナー体験キャンプ〈全４回〉
日にち　８月１７日（水）、１９日（金）～２１日（日）〈１９～２１日は宿泊〉
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本）、相模川ビレッジ若あゆ　ほか
対　象　小学校５・６年生＝４８人（抽選）　　費　用　５，０００円（宿泊費など）

②ジュニアアントレ（起業・ビジネス体験講座）〈全５回〉
日にち　８月５日（金）・６日（土）・８日（月）・１０日（水）・１１日（木）
会　場　南区相模大野周辺　　費　用　２，０００円（教材費等）
対　象　高校生＝３０人（申込順）※５人以内のグループ参加可

ふれあい体験学習「希望の村」
　体験学習を通して人とふれあい、集団への適応力を高めます。
日にち　７月２日（土）～３日（日）〈１泊２日〉
会　場　ふじの体験の森やませみ
対　象　市内在住か在学の不登校や登校をためらいがちな小・中学生とそ

の保護者＝５０人（申込順）
費　用　１，６００円程度（食事代等）
申し込み　電話で６月１０日までに青少年相談センター（1０４２－７６９－８２８５）へ

申し込み　往復はがきに住所、氏名、性別、学校名、学年、電話番号、保護者
名、参加経験の有無を書いて、６月①１０日②２０日（必着）までに
子どもアントレ実行委員会事務局（さがみはら産業創造センター
内　〒２５２－０１３１　緑区西橋本５－４－２１　1０４２－７７０－９１１９）へ

※同センターのホームページからも申し込めます。

防犯活動物品の購入を支援
～自分たちの手で安全なまちをつくろう～

　地域で行う自主的な防犯活動に必要な物品の購入経費を補助します。
対　象　過去に同補助を受けていない、毎月定例的に活動する市民５人以

上の団体（申込順）
対象物品　帽子、ベスト、ブルゾン、腕章、合図灯、防犯ブザー、懐中電灯など
補助額　購入金額の２分の１（限度額５万円）
※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　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

子育て支援者養成講座 きほんの“き”〈全３回〉
　子育て支援者に望むことや子どもの栄養と食事、安全、乳幼児の心身の
発達と支援の心得などを学びます。
日　時　６月８日（水）・１４日（火）・２１日（火）午前１０時～正午
会　場　南保健福祉センター
対　象　子育て支援活動ができる人＝２０人（申込順）
申し込み　電話で、子育て親育ち応援団With．cfcの古田さん（1０８０－５４３１

－０９７１）へ

募集

！ ！

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

家族介護慰労金の支給
支給額（年額）
　市民税非課税世帯＝１０万円
　その他の世帯＝６万円
基準日・申請受付期間など

 

完成イメージ

支給月申請受付期間基準日
１０月６月３０日まで６月１日

申し込み　直接、各申請窓口へ

入会説明会
会　場時　間日にち

あじさい会館
午前１０時
　～１１時

６月１１日（土）
　　１８日（土）

南保健福祉
センター　　１７日（金）

援助会員講習会〈全２回〉
会　場時　間日にち

あじさい会館
午前９時３０分
　～午後４時

６月２５日（土）
７月２日（土）

南保健福祉
センター

６月２７日（月）
　　２９日（水）

介護保険のお知らせ
○６５歳以上の人へ　保険料納入通知書を６月中旬に発送します
　保険料額や納め方などについては、納入通知書を確認してください。
○特別養護老人ホームなどに入所・利用している人へ
　居住費（滞在費）と食費が軽減されますので、負担限度額認定の申請を
してください。
対　象　市民税非課税世帯・生活保護等の世帯の人
申し込み　新規の人は随時、更新の人は５月に郵送した更新申請書類を６月

３日までに、介護保険課、介護予防推進課の各班、各保健福祉課へ

お問い合わせ　介護保険課　1０４２－７６９－８３２１



���23 (2011) .6.1No.1218

対　象　１５歳以上の人 （市内在住か在勤・在学の人を優先して抽選）
受講料　○Ａ ＝各１，０００円、○Ｂ ＝各１，５００円
※このほかに教材費などが必要な講座があります。
申し込み　はがき（１講座で１枚のみ）に住所、氏名（ふりがな）、生年

月日、性別、電話番号、希望のコース・講座名、市民大学登録番号
（登録済みの人のみ）を書いて、６月１４日（必着）までに、さがま
ちコンソーシアム事務局内市民大学担当へ

※同コンソーシアムのホームページ（http://sagamachi.jp/）からも申
し込めます。
※和泉短期大学コースで保育を希望する場合は、はがきの上部に「保育希
望」と朱書きし、子どもの氏名、年齢、性別を書いてください。

※後期は１３コース１４講座で、★印の学校のほか女子美術大学、桜美林大学、
多摩美術大学、東京家政学院大学、東京女学館大学、玉川大学、総合学
習センター、座間市生涯学習課で開催する予定です。講座の内容や申し
込みなどは、９月ごろ本紙でお知らせします。

　今年度は１７の大学などの協力により、市民大学を開催します。
講師には各学校の先生を迎え、学校の特色を生かした多彩なプ
ログラムを用意しています。
　募集は前期（７月～９月開始の講座）と後期（１０月以降開始
の講座）に分けて行います。講座の内容など詳しくは、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
る講義案内をご覧ください。

さがまちコンソーシアム事務局内
市民大学担当
　〒２５２－０３８３　南区文京２－１－１
　1０４２－７０３－８５５０

申し込み・　
お問い合わせ

北里大学コース （南区北里１－１５－１）
受講料定員時　間期間・曜日講　座　名

○Ｂ 

２００午後２時
　～３時３０分

９月６日～１１月２２日
火

①舞台裏がみえる芸術鑑賞教
室〈全１２回〉

各１５０午後１時３０分
　～３時

９月７日～１０月２６日
水

②暮らしに役立つ医療の知識
〈全８回〉

９月８日～１０月２７日
木

③健康で豊かな人生のための
基礎知識〈全８回〉

教材費＝②③各５００円

相模女子大学コース （南区文京２－１－１）
受講料定員時　間期間・曜日講　座　名

○Ａ 
８０

午前１０時３０分
　　　～正午

８月８日～１２日
月～金

①ドイツ・オペラと伝説
〈全５回〉

３５８月２９日～９月１５日
月・木

②やさしい中国語入門
〈全６回〉

○Ｂ４５午前１０時３０分
～午後０時３０分

８月３１日～９月２日
９月７日・８日　　
水・木・金

③中・高齢期の健康を維持す
るための実践実習
〈全５回〉

○Ａ ５０午後６時３０分
　～８時

９月２０日～１１月１日
火

④Speak Easy：やさしい英
会話〈全６回〉

教材費＝②２，５２０円③４，０００円、④１０月１８日を除く、対象は②初級④初級・中級の人
②～④全回出席できる人

職業能力開発総合大学校コース （緑区橋本台４－１－１）
受講料定員時　間期間・曜日講　座　名

○Ａ 

１０
午後６時３０分
　～８時

８月３１日～９月２１日
水

①作って学ぶ防災グッズ！！
～マイクロコンピュータの応
用機器～〈全４回〉

５０９月７日～２８日
水

②イギリスの古城散歩
〈全４回〉

２０午後６時
　～７時３０分

９月８日～２９日
木

③「世代間交流」施設づくり
─中高年世代の生きがいと次
世代の育成の場づくり─
〈全４回〉

①全回出席できる人

和泉短期大学コース（★） （中央区青葉２－２－１）
受講料定員時　間期間・曜日講　座　名

○Ｂ １５午前１０時～正午９月２２日～１０月２７日
木

完璧な親はいない－そのまま
で子育てしよう－〈全６回〉

※保育あり　※全回出席できる人

総合電子専門学校コース（★） （南区上鶴間本町３－１８－２７）
受講料定員時　間期間・曜日講　座　名

○Ａ １５
午前９時～正午

８月４日～６日
木～土

①ホームページを作ろう
－ html 基礎－〈全３回〉

○Ｂ １０９月２７日～３０日
火～金

②Ｃ言語入門－プログラムに
触れる 入門編－〈全４回〉
教材費＝各５００円、①全回出席できる人

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市 民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学市 民 大 学市 民 大 学
～前期は１９講座で募集～

（ご意見・ご要望　総合学習センター　1０４２－７５６－３４４３）

麻布大学コース （中央区淵野辺１－１７－７１）
受講料定員時　間期間・曜日講　座　名

○Ａ 各５０午後７時
　～８時３０分

７月２７日～８月３１日
水

①どうぶつの伝染する病気
〈全５回〉

７月２８日～９月１日
木

②検査で知る生活習慣病と対
策〈全５回〉

８月①１７日②１８日を除く　※車での来校はご遠慮ください。

総合研究大学院大学コース（★） （会場はＪＡＸＡ相模原キャンパス）
受講料定員時　間期間・曜日講　座　名

○Ａ ８０午前１０時～正午９月１７日～１０月１日
土

続・やさしい宇宙の話
〈全３回〉

帝京大学コース （会場はソレイユさがみ）
受講料定員時　間期間・曜日講　座　名

○Ａ ８０午後２時
　～３時３０分

９月３日～１７日
土

患者に優しい薬物治療
〈全３回〉

青山学院大学コース（★） （中央区淵野辺５－１０－１）
受講料定員時　間期間・曜日講　座　名

○Ａ １４０午後１時１０分
　～２時４０分

６月２５日～７月２３日
土老化と寿命〈全５回〉

※車での来校はご遠慮ください。

申し込み　各まちづくりセンター・公民館などにある申込用紙（相模原・
町田大学地域コンソーシアムホームページからもダウンロード可）
を６月２４日（必着）までに同事務局へ

費用定員
（抽選）対　象会　場時　間日にち講　座　名

各５００円

２０組小学校３～６年
生とその保護者

青山学院大学
相模原キャンパス午後１時～４時７月２日（土）ピクトグラムで遊ぼう

５０人２０歳以上の人まちだ中央公民館
（町田市原町田６－８－１）午後２時～３時３０分７月１６日（土）あなたは「食の安全」への正しい理解をしていますか？

－「食べたら治る」「食品添加物は危険」ってホント？－

各２０人
どなたでも

町田市森野分庁舎
（町田市森野１－３３－１０）午前１０時～１１時３０分

７月３１日（日）犬との 素  敵 な暮らし方
す てき

横山公園午後２時～３時３０分

小学生町田市芹ヶ谷公園
（町田市原町田５－１６）午後１時３０分～５時８月２０日（土）めざせ！！しぜんマスター☆　

～気になるあいつはどこにいる！？～　※
※学生が講師になり、身近な話題をテーマに楽しみながら学びます。

さがまちコンソーシアム大学前期講座
　本市と町田市などにある大学と地域が連携してまちづくりを推進している「相
模原・町田大学地域コンソーシアム」では、学びの楽しさを伝えるとともに、
暮らしに役立つ身近な話題などをテーマに、さまざまな講座を開講します。
　各講座の内容など、詳しくはお問い合わせください。

サレジオ工業高等専門学校コース（★） （町田市小山ヶ丘４－６－８）
受講料定員時　間期間・曜日講　座　名

○Ｂ １６午後６時３０分
　～８時

７月４日・１１日・２５日
８月２２日・２９日、
９月５日・１２日・２６日

月

Active English in the News
〈全８回〉

※対象は中級の人　※車での来校はご遠慮ください。

お問い合わせ
さがまちコンソーシアム大学事務局

1０４２－７４７－９０３８

学ぶことは、面白い。
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にはルールがあります にはルールがあります にはルールがあります 屋　外 
広告物 

屋外広告物とは？
　屋外で、いつも人の目に付くように表示・掲示されるものを「屋外広
告物」といいます。まちで見かける看板や横断幕、ポスターや張り紙な
ど、さまざまな種類があります。

どうして屋外広告物にルールが必要なの？
　屋外広告物は、目的地までの案内等さまざまな情報を提供するなど広
く利用され、まちに活気をもたらしています。
　しかし、自由に屋外広告物が出されるようになると、より目立たせる
ために大きくなったり派手になったりと無秩序になり、街並みや自然景
観を乱すだけでなく、広告物の倒壊や落下などによる事故の要因となる
ことも考えられます。
　そこで、市屋外広告物条例によりルールを定めて、表情豊かで魅力あ
るまちづくりを進めています。

許可が必要
　「あなたの土地に看板を置かせてほしい」、
「自分の土地に看板を立てよう」など、何らか
のきっかけで看板などを設置することがあるか
も知れません。
　看板などの屋外広告物を設置するときは、原
則、市長の許可が必要です。許可のない広告物
は「違反広告物」になり、罰則の対象になるこ
ともあります。
　なお、許可が不要な広告物もあります。

◆許可が不要な広告物の例
○自家用広告物（自己の氏
名や営業の内容等を、自
己の住居や事業所等に表
示・設置するもの）の面
積が１０㎡以下のもの（禁
止地域は５㎡以下）

※ほかにも要件があります。

市では、美しいまちの景観を守るために、
市屋外広告物条例によりルールを定めていま

すが、違反広告物への対策等をより効果的に
行うために、条例を改正しました。
この条例改正に基づき、違反広告物を掲出
する不良業者に対して営業停止等の監督処分
を行うなど取り組みを強化し、さらに魅力あ
る都市空間づくりを進めていきます。

お問い合わせ　街づくり支援課　1０４２－７６９－９２５２
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屋外広告物の種類 

● 屋外広告物の主なルール ●
広告を出せない場所や物件があります

◆屋外広告物を出せない地域（禁止地域）
　近郊緑地特別保全地区、重要文化財や史跡に
指定された地域とその周辺などです。

◆屋外広告物を出せない物件（禁止物件）
　街路樹や道路標識などへの広告物の設置は、
全て禁止です。また、電柱や街灯柱などへの張
り紙、張り札、広告旗、立看板などの設置も禁
止です。

木もれびの森 無量光寺

屋外広告業が

「届け出制度」から「登録制度」へ変更
これまで 　届け出制度 

○一度届け出をすれば更新の必要がない
○届け出取り消しや営業停止などの処分規定がない
○届け出を拒否する規定がない
○届け出をしない場合や虚偽の届け出は罰金を科すこ
とができる

１０月から 　登録制度 
○５年ごとに更新が必要

○登録の取り消しや営業停止の処分ができる

○申請内容によっては登録の拒否ができる

○無登録営業などは懲役か罰金を科すことができる

登録申請の受け付け　　
　１０月１日から行います。なお、すでに市へ届け出をしている場合は、平成２４年９月３０日までは登録を受
けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができます。また、神奈川県知事の登録を受けた屋外広告業
者は、その旨を市長に届け出ることにより市の登録業者とみなします（特例届け出制度）。

　屋外広告物のルールを守り、自然や街並みと調和した
良好な広告景観の形成をともに進めましょう

　詳しくは、市ホームページの 市政情報 → まち
づくり → 土地・開発・建築・都市景観 → 屋外
広告物について にある「屋外広告物条例のしお
り」をご覧になるか、お問い合わせください。

電柱

街灯柱道路標識

街路樹

対策を強化 

○○商店 

自家用広告物 
１０㎡以下なら許可不要 

● 美しい街並みをさらに守るため、条例を改正 ●

その２その１

　これまでは、違反広告物を掲出する不良業者に対して営業
上のペナルティーを科せませんでしたが、登録制度を導入す
ることで違反者等に営業停止等の処分を行うことが可能にな
り、良好な広告景観の形成をさらに進めていきます。

　このほか屋外広告物の掲出を禁止する地域の
追加や、色彩基準の追加、広告物の下端と道路
面との基準などを改正しました。

１０月から施行　屋外広告物条例を改正
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６月１９日（日）こども環境学校
ＬＥＤの不思議コース
　ＬＥＤ（発光ダイオード）の働きについ
て学び、ＬＥＤ懐中電灯を作ります。
時　間　午前１０時～正午

太陽電池の不思議コース
　太陽電池の働きについて学び、ソーラーカーを作ります。
時　間　午後２時～４時

対　象　小学校３年生～中学生　※小学校３・４年生は保護者同伴
定　員　各２０人（申込順）　　費　用　各１，０００円
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、学年、電話番号、

小学校３・４年生は保護者名、コース名を書いて、同センターへ

市立博物館 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 ６月の休館日 月曜日（１３日を除く）

■■■■■■■エコギャラリー企画展■■■■■■■

省くエネルギー 創るエネルギー
　この夏に取り組んでほしい省エネルギーのアイデアと、今注目されて
いる太陽光発電の仕組みや特長を展示します。
期　間　９月２０日（火）まで

■■■■■■地球にいいことはじめよう■■■■■■

「こどもエコクラブ」参加者募集
　家庭や学校、地域で、自然観察・調査やリサイクルなど、子どもたち
の興味や関心に基づいて自由に取り組むことができます。登録すると活
動に役立つキットやニュースレターが届きます。
対　象　３歳～高校生の２人以上のグループ（大人のサポーターが必要）
申し込み　環境情報センターにある登録用紙（同センターホームページ

からダウンロード可）を同センターへ

■■■■■地域の環境活動をサポートする■■■■■

「エコネットの輪」登録者募集
　体験学習や施設見学、教材の提供などを通して、地域の環境学習・環
境活動を支援する市民活動団体・事業者・大学などを募集しています。
※登録方法など、詳しくはお問い合わせください。

心心心心心心心心心心心ははははははははははは宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙へへへへへへへへへへへ「「「「「「「「「「「宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙とととととととととととつつつつつつつつつつつななななななななななながががががががががががるるるるるるるるるるる」」」」」」」」」」」博博博博博博博博博博博物物物物物物物物物物物館館館館館館館館館館館

天文
かわら版

四季の星座、年間の天
文現象などのほか天文宇
宙に関わる最新情報を、
タッチパネル式液晶モニ
ターで紹介します。

８分１９秒の彼方から
８分１９秒かけて地

球に届く太陽の光。
晴天の日は、同館屋
上の太陽望遠鏡で撮
影した黒点やプロミ
ネンス、フレアなど
の太陽活動の様子を、ライブ映像で大型の円形
テーブルスクリーンに映し出します。

宇宙を探る
小惑星探査機「は
やぶさ」に搭載され
たイオンエンジンの
開発初号機や、実際
に宇宙空間で観測を
して地球に戻ってき
た宇宙赤外線望遠鏡
ＩＲＴＳ（アーツ）などを展示します。

コスミックラボ
隕石標本の顕微鏡観
いん せき

察や、小惑星イトカワ
と隕石、岩石を比較し
て太陽系誕生の謎に迫
ります。
壮大な宇宙の旅の果

てに地球までたどり着いた隕石に触れ、宇宙と
のつながりを感じてください。

コスミックシアター
１６台のパネルで構成された大型マルチモニタ
ーから、迫力の宇宙映像が流れます。天井と左
右の壁に貼られた反射鏡が、宇宙にいるかのよ
うな感覚へ誘います。

プププププププププププラララララララララララネネネネネネネネネネネタタタタタタタタタタタリリリリリリリリリリリウウウウウウウウウウウムムムムムムムムムムム新新新新新新新新新新新番番番番番番番番番番番組組組組組組組組組組組　はははははははははははははははははやややややややややややややややややぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶさささささささささささささささささのののののののののののののののののそそそそそそそそそそそそそそそそそののののののののののののののののの先先先先先先先先先先先先先先先先先へへへへへへへへへへへへへへへへへ ～～～～～～～～～～～～～～～～～太太太太太太太太太太太太太太太太太陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽系系系系系系系系系系系系系系系系系大大大大大大大大大大大大大大大大大航航航航航航航航航航航航航航航航航海海海海海海海海海海海海海海海海海時時時時時時時時時時時時時時時時時代代代代代代代代代代代代代代代代代～～～～～～～～～～～～～～～～～

★ ★

★ ★

市立博物館 天文展示室リニューアルオープン

めざそう地球に優しい相模原 めざそう地球に優しい相模原 めざそう地球に優しい相模原 
環境情報センターの催し 環境情報センターの催し 環境情報センターの催し 

市立博物館　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　６月の休館日　月曜日（１３日を除く）

　同館天文展示室が、「宇宙とつながる」をテーマにリニュー
アルオープンしました。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の協
力による迫力の映像や、小惑星探査機の資料などが楽しめます。

同館天文展示室が、「宇宙とつながる」をテーマにリニュー
アルオープンしました。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の協
力による迫力の映像や、小惑星探査機の資料などが楽しめます。

○ＣＮＡＳＡ

イオンエンジンの開発初号機

１０月２３日（日）開催

さがみはら環境まつりを盛り上げよう
　「ちょっとのＧＡＭＡＮ　みんなのために！」をテーマに、普段の生
活で省エネや省資源につながるヒントなどを展示・発表する同まつりに
参加してみませんか。

出展希望者への事前説明会　※模擬店・フリーマーケットの出店不可
日　時　６月１５日（水）午後３時
※希望者は直接会場へ

企画アイデアを募集
　同まつりの一部として、同センターなどを会場とするイベントのアイ
デアを募集します。
申し込み　環境情報センターにある募集要領に付いている企画アイデア

シート（同センターホームページからダウンロード可）を、６月
２０日までに同センターへ

お問い合わせ　環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８
　　　　　　　Ｅメール　kankyo@eic-sagamihara.jp

L
E
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懐
中
電
灯（
左
）

と
ソ
ー
ラ
ー
カ
ー

　小惑星探査機「はやぶさ」
などによって実証された新技
術等から開発が進む「はやぶ
さ２」や「木星探査計画」を
紹介します。

期　間　７月３１日（日）まで　　　　時　間　午後２時４０分～３時２０分
※６月１３日（月）は午前１１時から　　定　員　２１０人（先着順）　
費　用　５００円（４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円）
※上映開始時間を一部変更している番組があります。詳しくは同館ホーム
ページをご覧になるか、お問い合わせください。

か な た
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

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

勝坂を学ぼう！　連続講座　水辺の祭祀①

古墳時代の有鹿谷祭祀遺物
　古墳時代の 有鹿谷祭祀 遺物に関するお話と、祭祀遺物にかかわる勝坂の

あ る か や と さ い し

湧き水などを探訪します。
日　時　６月１２日（日）午後２時～４時
会　場　史跡勝坂遺跡公園管理棟　　定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で文化財保護課（1０４２－７６９－８３７１）へ

インターネット被害体験講座
　実際にパソコンや携帯電話を使って、インターネットの危険性や、利用
する際のポイントを学びます。

時　間日にち

午後２時～４時午前１０時～正午
６月１５日（水）

午後７時～９時　　１６日（木）
　　１７日（金）

会　場　プロミティふちのべ（中央区鹿沼台１－９－１５）
定　員　各１５人（申込順）
申し込み　電話で生活安全課（1０４２－７６９－８２２９）へ

相模大野図書館の催し
布えほん展
　手作りの布えほんや布おもちゃの展示、エプロンシアターなどのおはな
し会を行います。

※希望者は直接会場へ

図書館活用講座

これでスッキリあなたの生活 ～家事の時間の使い方～
　家の中を整理整頓するために役立つ講演と資料を紹介します。
日　時　６月２４日（金）午前１０時～正午　　定　員　３０人（申込順）
申し込み　直接か電話で同館へ

一日図書館員「発見！  図書館のひみつ」
　本の貸し出し・返却・カバー貼り作業の体験や、本探しゲームをします。
日　時　６月２５日（土）・２６日（日）午前１０時～午後３時３０分
対　象　市内在住の小学校４～６年生＝各１２人（抽選）
申し込み　相模大野図書館にある申込書か、はがきに住所、氏名（ふりが

な）、学校名、学年、電話番号、参加希望日、「一日図書館員」と
書いて、６月１２日（必着）までに同館へ

お問い合わせ　相模大野図書館　1０４２－７４９－２２４４
〒２５２－０３０３　南区相模大野４－４－１

時　間
日にち

おはなし会展　示

午前１１時
午後２時

午前１０時～午後４時３０分６月４日（土）
午前１０時～午後３時３０分　　５日（日）

旧石器ハテナ館の縄文土器作り
日　時　６月１９日（日）午後２時～４時
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）
費　用　２５０円（材料費）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

生活習慣病予防教室〈全２回〉
体験！発見！すぐ実践！明日を変えるプロジェクト

　血管・カラダ年齢や運動量の測定、生活習慣病予防について学びます。
日　時　７月７日（木）・１５日（金）午後１時３０分～３時３０分
会　場　藤野総合事務所　　定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で藤野保健福祉課（1０４２－６８７－５５１５）へ

子育て世代向け 生活習慣病予防教室

こころふっくら カラダスッキリ〈全２回〉
　血管・カラダ年齢や内臓脂肪、活動量の測定と、バランス栄養食につい
て学びます。
日　時　６月２８日（火）、７月４日（月）午前１０時～正午
会　場　南保健福祉センター　　対　象　市内在住の人＝２５人（申込順）
※子どもも一緒に参加できます。
申し込み　電話で南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

薬用植物シンポジウム
　健康・環境・都市農業の視点で薬用植物の応用をめざし、「人々を救っ
た薬用植物」をテーマにした講演と薬用植物園の見学会を行います。
日　時　６月１８日（土）午後１時～５時
会　場　北里大学相模原キャンパスＬ１号館３階３１講義室
講　師　南雲清二さん（星薬科大学前教授）
　　　　森　謙一郎さん（元東京都健康安全研究センター主任研究員）
定　員　２００人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　農政課　1０４２－７６９－８２３９

熱中症予防セミナー
日　時　６月２１日（火）午後２時～３時　　会　場　北総合体育館
対　象　１５歳以上（中学生を除く）の人＝６０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、「熱

中症予防セミナー」と書いて、６月１０日（必着）までに同館（〒２５２－
０１３４　緑区下九沢２３６８－１　1０４２－７６３－７７１１）へ

なんでメタボはいけないの？　意外と知らないメタボの正体

　医師と歯科医師が生活習慣病予防についてお話します。希望者は血管年
齢を測定できます。
日　時　７月９日（土）午後２時～４時
会　場　シティ・プラザはしもと　　定　員　１００人（申込順）
申し込み　電話で７月７日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

ズバリわかる！ メタボリックズバリわかる！ メタボリック

作品例

認知症サポーター養成講座
　認知症の症状や、認知症の人への基本的な接
し方などをお話します。
日　時　７月７日（木）午後２時～４時
会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）
対　象　市内在住か在勤・在学の人（介護サー

ビス従事者は除く）
定　員　６０人（申込順）
申し込み　電話で７月４日までにコールセンタ

ー（1０４２－７７０－７７７７）へ

１６ミリ映写機操作認定講習会
日　時　６月２６日（日）午前９時４５分～午後５時
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上（中学生を除く）の人
定　員　１８人（申込順）　　費　用　５００円（テキスト代）
申し込み　直接か電話で視聴覚ライブラリー（1０４２－７５３－２４０１）へ

ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボラララララララララララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ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ア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チャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ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
　ボランティア体験を通じて社会での役割を実感し、自主性や主体性を育
みます。

内　容会　場日　時
オリエンテーションけやき会館７月１０日（日）午後２時～４時

活動体験福祉施設など７月２０日（水）～８月２７日（土）
のうち２日間以上

報告会あじさい会館８月２８日（日）午後２時～４時

対　象　市内在住か在学の中学生・高校生＝１２０人（申込順）
申し込み　市内の中学校・高校や青少年学習センター、市社会福祉協議会

ボランティアセンターなどにある申込書を、６月３０日（必着）まで
に同ボランティアセンターへ

お問い合わせ
市社会福祉協議会ボランティアセンター　1０４２－７８６－６１８１

おばけボランティア募集
　８月２８日（日）に青少年学習センターで実施
する「あそびの学校・きもだめし」の準備など
をします。
※事前打ち合わせを５回程度実施
対　象　市内在住か在勤・在学の中学生～３０歳

の人
定　員　１５人（申込順）
申し込み　直接か電話で、６月１５日までに同セ

ンター（1０４２－７５１－００９１）へ

乳幼児虫歯予防セミナー
　虫歯予防の秘けつや歯みがきに慣れるための
裏技などを紹介します。
日にち　６月１５日（水）
時　間　①午前１１時～正午②午後２時～３時
会　場　伊勢丹相模原店（南区相模大野）
対　象　①０歳児②１・２歳児とその保護者
定　員　各２０組（申込順）
申し込み　電話でこども青少年課（1０４２－７６９

－９８１１）へ
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みんなの スポ・レク情報 
銀河アリーナのプール

テニスサマー合宿（山中湖周辺）
日　時　７月９日（土）～１０日（日）〈１泊２日〉
集　合　午前１０時に山中湖周辺
対　象　高校生以上の人＝４５人（抽選）
費　用　１万６，０００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（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号、テニス歴を書いて、
６月２０日（必着）までに市体育協会へ

市射撃協会主催 クレー射撃競技市民選手権大会
日にち　８月２８日（日）
受付時間　午前８時３０分～１０時
会　場　大月国際クレー射撃場（山梨県大月市

猿橋町猿橋１０２２）
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝４０人（先着順）
費　用　各６，０００円（学生は各３，０００円）
※希望者は銃砲所持許可証・猟銃用火薬類等譲
受許可証を持って直接会場へ

ダンススポーツ中級講習会・ダンスタイム
日　時　６月１９日（日）午前９時～午後４時
会　場　市体育館（市役所前）※予定
費　用　１，０００円
申し込み　電話で市体育協会へ

高齢者初歩ダンススポーツ講習会〈全８回〉
日にち　７月９日～８月２７日の毎週土曜日
時　間　午前９時３０分～１１時４５分
会　場　加藤会館（南区麻溝台６－１５－２２）
対　象　市内在住か在勤のおおむね６０歳以上の人
定　員　３０人（抽選）　　費　用　８００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電

話番号、「初歩ダンス」と書いて、６月
２５日（消印有効）までに市体育協会へ

盆おどり新譜講習会

時　間　午後１時３０分～３時３０分
※希望者は室内履きを持って直接会場へ

市民選手権大会
サッカー（中学生）
日にち　８月２０日（土）～９月１０日（土）
時　間　午前９時
会　場　相模原麻溝公園競技場ほか
申し込み　市体育協会にある申込用紙を６月１２

日までに市サッカー協会へ
テニス（一般・ダブルス）
日にち　７月３０日（土）～８月２０日（土）
時　間　午前９時
会　場　横山公園テニスコートほか
申し込み　市テニス協会ホームページからか、

はがきに全員の住所・氏名・年齢・電話
番号・種別・戦績を書いて、６月１５日
（必着）までに市体育協会へ

体操・トランポリン
日　時　８月７日（日）午前９時
会　場　北総合体育館
申し込み　市体操協会ホームページからか、電

話で６月３０日までに市体育協会へ

市体育協会からのお知らせ

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
HP http://www.jade.dti.ne.jp/̃taikyo/

銀河アリーナのプール

障害者スポーツ講座「スポーツ吹き矢」〈全２回〉
日　時　７月１６日・３０日の土曜日午前１０時～正午
会　場　けやき体育館
対　象　市内在住か在勤・在学で、小学生以上の障害児・者＝２０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、「スポーツ吹

き矢」と書いて、７月１３日までに同館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－
７６９－１２００）へ

相模原麻溝公園競技場の教室
費　用対象・定員

（申込順）時　間日にち教室名

５，０００円１８歳以上の
人＝１５人

午前１０時４５分
～正午

６月２０日～８月２９日
の毎週月曜日（７月
１８日は除く）

ソフトエアロ＆スト
レッチ〈全１０回〉

３，８００円２０人午前１０時
　　　～１１時６月１５日（水）

フラワーアレンジメ
ント～簡単ブーケの
作り方～

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、教室名を書いて、同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７
－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp）へ

会　場日にち
橋本公民館６月４日（土）
あじさい会館　　８日（水）
大野南公民館　　１８日（土）

６月１０日オープン

期　間　６月１０日（金）～９月１６日（金）
時　間　午前９時～午後９時３０分

お問い合わせ　銀河アリーナ　1０４２－７７６－５３１１

テニス教室〈全５回〉
定員（申込順）対　象コース

各２０人１５歳以上の人初心・初級
各１０人小学校３年生～中学生ジュニア

日　時　６月１１日（土）～７月２４日（日）午前１０時３０分～午後０時３０分
会　場　小倉テニスコート、名倉グラウンド＝土曜日 

相模湖林間公園、津久井又野公園＝日曜日
費　用　各４，０００円
申し込み　直接か電話で城山めいぷる（1０４２－７８２－０３０３〈月曜定休〉）へ

日本赤十字社救急法（基礎）講習会
　心肺 蘇  生 法やＡＥＤの取り扱いなどの基礎を学びます。

そ せい

日　時　７月１０日（日）午後１時～５時
会　場　サーティーフォー相模原球場会議室ほか
対　象　県内在住か在勤・在学の１５歳以上の人＝２０人（抽選）
費　用　１，５００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、

「救急法講習会」と書いて、６月１３日（必着）までに同球場（〒２５２
－０２２９　中央区弥栄３－１－６　1０４２－７５３－６９３０）へ

さがみはらグリーンプールの催し
費　用定　員

（申込順）対　象日　時教室・講座名

５，０００円２０人６０歳以上の人
６月１０日～８月５日の毎週
金曜日（７月２９日を除く）
午後０時３０分～１時３０分

らくらく水泳
〈全８回〉

４００円
（中学生以
下２００円）

３０人小学生以上の人６月１２日（日）
午後１時３０分～２時３０分命を守る着衣泳

１，０００円２０人小学生以上の人
※

６月１８日（土）
午前１０時～正午

はじめてのビー
ズアクセサリー

※小学校１～３年生は保護者同伴

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

　法政クラブスポーツ教室

スイミングスクール 〈全６回〉
　基本泳法や応用技術を習得し、泳法技術の向上をめざします。
日にち　６月～１２月（８月を除く）の月１回日曜日
時　間　午前１０時～１１時、午前１１時～正午
会　場　法政大学多摩キャンパス総合体育施設スイミングプール（町田市

相原町４３４２）
対　象　市内在住か在勤で①１５歳以上の人（中学生を除く）②小・中学生
定　員　各４０人
※費用や申込方法など詳しくは、同クラブへお問い合わせください。

お問い合わせ　法政クラブ　1０４２－７８３－２７２０

みんなで歩こう！〈小雨決行〉
費　用集　合日にちコース

各５００円

午前９時２０分までに開
成駅前公園（小田急線
開成駅徒歩５分）

６月６日（月）大雄山最乗寺〈１１㎞・１７㎞〉

午前９時２０分までに橋
本駅北口広場６月１６日（木）

やさしい Ｗ ・市の花アジサイ
ウオーク

（東日本大震災復興救援チャ
リティーウオーク）〈１２㎞〉
※希望者は昼食・飲料水を持って直接集合場所へ

お問い合わせ　市ウオーキング協会　1０９０－４１３４－５８０８
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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広告主へ。

選挙人名簿・在外選挙人名簿の

登録確認（縦覧）

対選挙人名簿＝平成３年６月２日
までに生まれた人で、２３年３月１
日までに市の住民基本台帳に記録
され、６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、６月２日まで
に同名簿に登録された人。
※いずれも新規に登録された人
日６月３日（金）～７日（火）
会各区選挙管理委員会事務局（中
央区は４日、５日が市役所本館守
衛室）
※縦覧希望者は直接会場へ（電話
での登録確認は不可）
問各事務局〈緑区 1０４２－７７５－
８８２０、中央区 1０４２－７６９－９２５９
（４日・５日1０４２－７５４－１１１１）、
南区1０４２－７４９－２１１７〉

雨水浸透ます設置費用助成

　宅地内への雨水浸透ます設置費
用の一部を助成します。雨どいな
どから汚水ますに接続されている
と汚水処理に支障を来たすので、
接続している人は早急に切り離し
てください。
※設置前に申請が必要

オストメイト健康相談会

　看護師による相談、補装具展示
日６月１２日（日）
時午後１時３０分～４時３０分
会橋本公民館
対人工肛門・人工 膀  胱 保有者とそ

ぼう こう

の家族など＝６０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問日本オストミー協会神奈川支部
（1０４６６－４５－４２１６）

事業主の皆さんへ

新卒対象求人取扱説明会

　平成２４年３月新卒予定者を対象
にした求人の取り扱いについて
日時６月７日（火）午後２時～４時
会市民会館
※希望者は直接会場へ
問ハローワーク相模原（1０４２－
７７６－８６０９　部門コード４４＃）

販売士検定試験３級

日７月９日（土）
会産業会館
費４，０００円
申直接（６月１０日～１６日）かイン
ターネット（６月１５日まで）で、
相模原商工会議所（1０４２－７５３－
８１３４　ＨＰ http://www.ssp２１.or. 
jp/kentei/shiken）へ

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

　８月まで平日に空きあり
申随時受け付け
９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６月１０日までに各施設へ。抽
選後の空き室の申し込みは６月２１
日から電話で①7０１２０－９８８－５４７
②1０２６７－５５－６７７６へ
①９月の休館日　１２日（月）・１３日
（火）
※９月２６日（月）・２７日（火）は専用
使用のため宿泊できません。
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

マンション管理　無料相談会

日時６月１２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

建物の耐震巡回相談

日６月８日（水）
時午後１時３０分～４時３０分
会津久井中央公民館
※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

労働相談会

　解雇・賃金不払い・雇用契約等
の労働相談や年金相談
日６月２９日（水）
時午前１１時～午後６時
※年金相談は午後３時から
会相模大野駅南北自由通路
※希望者は直接会場へ
問かながわ労働センター県央支所
（1０４６－２９６－７３１１）

技能功労者を推薦してください

　優れた技能を持つ人などを毎年
表彰しています。
対次の全てに該当する人。○市内
在住で主に市内で技能職種に従事
○同一職種に３０年以上従事した６０
歳以上（平成２３年１０月１日現在）
○優れた技能を持ち、後進の育成
などその職種の発展に寄与し、他
の模範として認められる
申直接、６月１５日までに各技能職
団体か、団体のない職種は産業・雇
用政策課（1０４２－７６９－８２３８）へ

城山湖野球場の施設管理人

　グラウンド等施設内の整備、小
破修繕、利用者案内など
勤務　７月から週２・３日、午前
８時３０分～午後５時のうち指定す
る時間
賃金　時給９００円
対市内在住の人＝１人
申電話連絡のうえ、６月１４日まで
に履歴書（写真貼付）を生涯学習課
城山教育班（1０４２－７８３－８１８４）へ

障害者支援センター松が丘園の

嘱託職員①生活支援員②事務員

　①障害者の就労支援②経理業務
等
勤務　週５日で午前８時３０分～午
後５時（①は土・日曜日、祝日の
勤務あり）
賃金　各月額１６万２，３００円
対普通自動車運転免許がある②は
給与と経理業務の実務経験が３年
以上あり、ワード、エクセルなど
パソコン操作ができる人＝各１人
申直接か郵送で履歴書（写真貼付）
を６月１０日までに市社会福祉事業
団（〒２５２－０２２３　中央区松が丘
１－２３－１　1０４２－７５０－１９０５）へ

陽光園の非常勤保育士

　肢体不自由児の療育補助
勤務　月～金曜日の５時間３０分～
６時間（時間、日数は要相談）
賃金　時給１，０５０円
対保育士の資格がある人＝２・３人
申直接か郵送で履歴書（写真貼付）
を６月７日までに同園（〒２５２－
０２２６　中央区陽光台３－１９－２　
1０４２－７５６－８４１０）へ

銀河連邦サク共和国の

りんご樹（サンふじ）オーナー

費１本２万円（１５０玉最低保証）＝ 
５００本（申込順）
収穫時期　１１月上旬～中旬（収穫
に行けない人には宅配便で発送）
申郵便局の払込取扱票に、口座番
号００５８０－９－６４９９４、振込金額、加
入者名＝臼田地域りんご樹オーナ
ー制度委員会、払込人の郵便番号・
住所・氏名・電話番号を書いて、
振り込んでください。
問佐久市臼田支所経済建設課（1 

０２６７－８２－３１１３）

さがみ美術展の作品

　６月２４日（金）～２８日（火）に
相模原市民ギャラリーで開催
出展　１人２点まで。規格は８～
１００号（８０～１００号は１点）
費１点３，０００円、２点４，０００円、８０
～１００号４，０００円
申直接、６月１８日（土）午前１０時～
午後５時に作品を同ギャラリーへ
※作品は額装し必ず掛けひもを付
けてください（ガラス入り額不可）。

問市美術協会事務局の山下さん
（1０４２－７５２－２５２３）

リサイクルスクエア　６月の催し

フリーマーケット
日６月１９日（日）〈雨天中止〉
時午前９時～午後０時３０分
会橋本台リサイクルスクエア
※出店者の募集は終了
リサイクル家具の展示・提供
会橋本台・新磯野リサイクルスク
エア
対市内在住の中学生以上の人（１
人１点限り）
申直接、６月２０日までに、各会場へ
※抽選発表は６月２１日（火）午後
１時
※展示家具の一部を市ホームペー
ジの 暮らしの情報 → リサイクル
とごみ → 家庭ごみ（一般ごみ、
資源、粗大ごみ、その他） から
ご覧になれます。
おもちゃの病院
日６月５日（日）
時午前１０時～正午
※受け付けは１１時３０分まで
会橋本台リサイクルスクエア
費無料（１人２点まで。部品代は
有料）
※希望者は直接会場へ
問資源循環推進課

男女共同参画フェスティバル

～みんなが集う　心の輪～

　フラダンス、太極拳、フォークダ
ンス、喫茶コーナー、研究発表など
日６月２５日（土）・２６日（日）
時午前１０時～午後４時
会ソレイユさがみ（緑区橋本６－
２－１）
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り（要予約）
問同所（1０４２－７７５－１７７５）

神奈川土建住宅デー

　無料住宅相談や耐震相談、包丁
とぎなど
日６月１２日（日）
時午前１０時～午後３時
※詳しくはお問い合わせください。
問同相模原支部事務所（1０４２－
７５４－８０２３）

募　　集 

イベント 
お知らせ 

施設のお休み

さがみはら北の丘センター
日６月１４日（火）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）

お問い合わせ区
1０４２－７７５－８８１７緑土木事務所緑
1０４２－７６９－８２６８下水道管理課中央
1０４２－７４９－２２１５南土木事務所南
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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

講演・講座 

がんばれ東北！がんばれ大船渡！

街かどコンサート

　ピアノによる「英雄ポロネーズ」
（ショパン作曲）ほか
日６月１６日（木）
時午後０時２０分
会市役所本館１階ロビー
※希望者は直接会場へ
※ロビーコンサートは、今年度か
ら街かどコンサートに名称が変わ
りました。
問市民文化財団（1０４２－７４９－
２２０５）

土曜コンサート「音楽劇＆独唱」

日時６月１８日（土）午後５時３０分
会サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同所（1０４２－７７５－５６６５）

まちなか冒険あそび

～自然の中で木工作を楽しもう！～

日６月１２日（日）
時午前１０時３０分～午後３時３０分
会淵野辺公園芝生広場
※希望者は直接会場へ
問相模原に冒険あそび場をつくる
会の渡辺さん（1０９０－４８２２－６６６４）

自由保育活動のドキュメンタリー

映画の上映・感想会

作品　こどもの時間（２００１年）
日時６月２６日（日）午前１０時～午後
０時１５分、午後２時～４時１５分
会環境情報センター
定各１００人（申込順）
費中学生以上の人＝各５００円
申電話で相模原に冒険あそび場を
つくる会の飯田さん（1０８０－４３５９
－１９３４）へ
※保育あり（定員各１０人・要予約）

東日本大震災チャリティーイベント

「あらしのよるに」ふれあい祭り 

日６月４日（土）・５日（日）
時午前１０時～午後４時３０分
会桜台小学校
費３００円（小・中学生２００円、ひと
り親世帯・障害者は無料）
※希望者は直接会場へ
問あらしのよるに児童保護者協力
会の玉沢さん（1０８０－５４０４－０７７５）

県立相模原公園の催し

しょうぶまつり
　フリーマーケット、鼓笛隊パレ
ード、特産品販売など
日６月１１日（土）・１２日（日）
時午前１０時～午後３時３０分
園芸教室「ハーブの楽しみ方」
日６月２６日（日）
時午後１時３０分～３時３０分
申電話で同公園（1０４２－７７８－
１６５３）へ
サカタのタネグリーンハウスの催し
アトリエＭＩＯ「押し花展」
日６月７日（火）～１９日（日）
時午前９時３０分～午後４時３０分
同体験教室
日時６月１２日（日）午前１１時
定５０人（先着順）　　費５００円
※希望者は直接会場へ
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

老人福祉センター若竹園の講習会

四季にあわせた七宝焼き教室
　彫金七宝で「ふくろうのペンダ
ント」を作成
日時６月１４日（火）午前９時～正午、
午後１時～４時
対６０歳以上の人＝各１５人（申込順）
費各１，０００円
わかたけ元気倶楽部〈全５回〉
　中国体操（練功十八法）、ストレ
ッチ、簡単なリズム体操など
日６月１５日～７月１３日の毎週水曜日
時午前９時３０分～１１時
対６０歳以上の人＝２０人（申込順）

◇　　　◇
申直接か電話で同園（1０４２－７４６
－４６２２）へ

消費者住宅セミナー「防災を

考える　家づくりとリフォーム」

日６月２６日（日）
時午後１時３０分～４時３０分
会市民会館
対市内在住の人＝３５人（申込順）
費５００円（資料代）
※７０歳以上の人と障害者は無料
申電話かファクスで６月２５日まで
にＮＰＯ消費者のための住宅塾
（1０４５－８０３－５６０４　6０４５－８０３
－６５２１）へ

シルバーいきいきライフ講習会

会シルバー人材センター中央事務所
対６０歳以上の人　　費各５００円
申往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、講習会名、②は希望日を
書いて、６月１０日までに同所（〒
２５２－０２３６　中央区富士見４－３
－１　1０４２－７５４－１１７７）へ

駐日イスラエル大使が

見た日本とイスラエル

テーマ　二国間の過去・現在・未
来の交流～知らなかった、こんな
に近い日本とイスラエル
日時６月１５日（水）午後７時～９時
会 杜 のホールはしもと

もり

定５００人（申込順）
申電話か、はがき、ファクスに住
所、氏名、電話番号、「駐日イス
ラエル大使が見た日本とイスラエ
ル」と書いて、日本・イスラエル
親善協会の石川さん（〒２５２－０２４２ 
中央区横山６－６－３　16０４２－
７５５－３０２０）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１１日（土）午後２時～４時
会津久井中央公民館
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　Ｅ saga 
mi.saposen@iris.ocn.ne.jp）へ

初心者民謡講座〈全１０回〉

日７月１２日～９月２０日の毎週火曜
日（８月１６日を除く）
時午後７時～９時　　会市民会館
定３０人（申込順）　　費２，０００円
申電話で６月３０日までに市民謡協
会の若松さん（1０４２－７７７－８２８０）へ

　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。
▼英語で話そう体験教室　６月４日
（土）、８日（水）か１５日（水）午前
９時３０分～１１時３０分、大野北公民館
ほか　�申 電話でＣ．Ｐ．Ｏ（1０４２－
７６３－５６０６）へ
▼湘北退職教職員の会創立２０周年記
念アトラクション　出演団体は市少
年少女合唱団と女声合唱団コール・
アイリス　６月４日（土）午後２時、
相模原教育会館　�問 同事務局（1０４２
－７５８－２１９０）
▼武相地域研究センター公開講座
「武相地域の経済と文化のルネッサ
ンスを考える」　６月９日（木）午
後１時３０分～５時、ぽっぽ町田（町
田市原町田４－１０－２０）　�問 荒尾（1 

０７０－５０７９－０５５２）
▼ダンスパーティー　６月１２日（日）、
７月３１日（日）午後１時１５分～４時
１５分、おださがプラザ。費用各９００
円　�問 盛屋（1０９０－９３８６－０１４２）
▼日本画・水墨画の合同展　６月１６
日（木）～２０日（月）午前１０時～午
後６時（１６日は午後１時から、２０日
は午後３時まで）、相模原市民ギャ
ラリー　�問 石坂（1０４２－７５４－１７７５）
▼セミナー「災害時に役立つ消毒の
実際」　講師は三好哲夫さん（バイ
オメディカルサイエンス研究会特任
技監）６月２５日（土）午後２時～４
時、北里大学相模原キャンパス。定員
１２０人（申込順）　�申 ファクスに住所、
氏名、電話番号、「セミナー」と書い
て、北里環境科学センター（1０４２－
７７８－９２０８　6０４２－７７８－４５５１）へ
※同センターホームページからも申込可
　　　　　　会費などは個別にお問
　　　　　　い合わせください。
▼絵手紙　毎月第１木曜日午後１時、
相原公民館。見学可　�問 古川（1０４２
－７３３－６６９７）
▼英会話　毎月第２・第４木曜日午
前１０時、相模台公民館　�問 中安（1 

０４２－７４２－６８５５）
▼詩の創作　毎月第４水曜日午前１０
時、大野南公民館　�問 遠藤（1０４２－
７４３－３９６９）

　掲載を希望する場合は住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、掲載希望号、「読者の
ひろば」と書いて、原稿を郵送かファクス
で広聴広報課（〒２５２－５２７７　中央区中央２
－１１－１５　6０４２－７５３－７８３１）へ。市ホー
ムページの 電子申請 からも申し込めます。
　催しは過去６か月以内、仲間は過去１年
以内に掲載された団体は応募できません。
掲載は抽選（仲間は希望号と次号の２回）。
不掲載の連絡、原稿の返却はしません。

定　員
（抽選）日　時講習会名

８人

６月２３日（木）　
　　２４日（金）
午前９時
　～午後４時

はじめよ
う水彩画
〈全２回〉
①

各１０人

６月２９日（水）
　　３０日（金）
午前９時
　～午後３時

ビーズ
編み②

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

催 し

仲 間
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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広告主へ。

相模川ビレッジ若あゆの催し

相模川ふれあい科学館の催し

アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジササササササササササササササササササササササイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイフフフフフフフフ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ェェェェェェェェアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１

たたたたたたたたたたたたたたたたててててててててててててててててししししししししししししししししなななななななななななななななな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のののののののののののののののの村村村村村村村村村村村村村村村村ババババババババババババババババススススススススススススススススツツツツツツツツツツツツツツツツアアアアアアアアアアアアアアアアーーーーーーーーーーーーーーーーたてしな自然の村バスツアー
　「新緑のパワースポット巡り」をテーマに、たてしな自然の村に宿泊
し、戸隠神社や諏訪大社などの見学や、戸隠そばなどを楽しみます。
日にち　６月２８日（火）～２９日（水）〈１泊２日〉
集　合　午前７時４５分に相模原駅前
解　散　午後６時ごろに同駅前
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝４０人（抽選）
費　用　１万３，５００円（４食付き）
申し込み　往復はがきかファクスに、全員の住所・氏名（代表者に○）・

年齢・電話番号、「たてしな自然の村
バスツアー」と書いて、６月１４日（必
着）までに、たてしな自然の村（〒３８４
－２３０９　長野県北佐久郡立科町芦田八
ヶ野赤沼平９９５　1０２６７－５５－６７７６ 
6０２６７－５５－７１８８）へ
旅行企画　信州リゾートサービス
実　施　近畿日本ツーリスト神奈川

戸隠神社

磯磯磯磯磯磯磯磯磯磯部部部部部部部部部部俶俶俶俶俶俶俶俶俶俶記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念『『『『『『『『『『遙遙遙遙遙遙遙遙遙遙かかかかかかかかかかなななななななななな友友友友友友友友友友にににににににににに』』』』』』』』』』磯部 俶 記念『 遙 かな友に』　道道道道道道道道道道志志志志志志志志志志川川川川川川川川川川合合合合合合合合合合唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭道志川合唱祭
とし はる

～参加合唱団募集～
　美しい自然の中で楽しく合唱しませ
んか。ボニージャックスも参加します。
日にち　９月２５日（日）
時　間　午前１０時３０分 

　～午後３時３０分
会　場　津久井合唱館「やまびこホール」周辺
定　員　２５組程度（抽選）　　費　用　１団体５，０００円と参加者１人５００円
申し込み　直接か電話で、６月３０日までに同実行委員会事務局（津久井

まちづくりセンター内　1０４２－７８０－１４０３）へ

アジサイフェア’１１
～煌めく緑！ 潤うアジサイ！～

きら

　色鮮やかに咲く、市の花アジサイの魅力
に触れてください。苗の配布〈各公園１日
１００株（先着順）〉もあります。
日にち　６月１８日（土）・１９日（日）
時　間　午前１０時～午後３時３０分
会　場　相模原北公園（アジサイ２００種１万株）

　相模原麻溝公園（アジサイ１７０種６，０００株）

お問い合わせ　市みどりの協会　1０４２－７７７－２８６０

相模川ビレッジ若あゆの催し
①若あゆ大冒険（１泊２日）
　裏山探検などさまざまな活動にチャレンジします。
日にち　８月１日（月）～２日（火）
対　象　市内在住の小学校４～６年生＝８０人程度（抽選）
費　用　２，８００円（活動費・食事代・シーツ代など）

②若あゆチャレンジ教室（日帰り）
　親子で自然とふれあい、自然の素材で作品を作って遊びます。
活動内容　○小石のクラフト　○竹のおもちゃ（水鉄砲） 

○自然の染め物　　○木の実と小枝のクラフト
日　時　８月２１日（日）午前９時１０分～午後２時３０分　
対　象　市内在住の小学校１～３年生とその保護者＝８０人程度（抽選）
費　用　１人７００円（昼食代・材料費など）
※２歳以上の未就学児の保育あり（要予約）

◇　　　◇
申し込み　はがき（①１人１枚②１家族１枚）に住所、全員の氏名（ふ

りがな）・性別、学校名、学年、電話番号、イベント名（１枚で１
イベント）、②は活動内容（第３希望まで）と保育の有無を書いて、
６月２４日（必着）までに同所（〒２５２－０１３５　緑区大島３４９７－１）へ

 かかしフェステ ィバル　 出展団体募集 
　９月１７日（土）～１０月１０日（祝）に開催する同フェ
スティバルにかかしを出展しませんか。
対　象　市内の青少年団体（個人参加は不可）
申し込み　電話で７月１５日までに同所へ

お問い合わせ
相模川ビレッジ若あゆ　1０４２－７６０－５４４５

相模川ふれあい科学館の催し
マンスリー水槽
 　６月３０日（木）まで
　今年度のテーマは「めざせ！おさかな博
士！」。間違い探しをしながら「おさかな
博士」をめざします。
展示生物
　ミスジリュウキュウスズメダイ など

田んぼの生きもの展
 　６月３０日（木）まで
　カエルなど、田んぼにすむ生きも
のたちを紹介します。
展示生物
　メダカ、カエルの仲間 など

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 
６月の休館日　月曜日
入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）

ミスジリュウキュウスズメダイ

春季ポニー教室〈全５回〉
　ポニーの乗馬や、エサあげなどのお世話をします。
日にち　６月２６日～７月２４日の毎週日曜日
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　※保護者同伴
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、「春季ポニ
ー教室」と書いて、６月１３日（必着）までに同広場（〒２５２－０３２８
南区麻溝台２３１７－１　1０４２－７７８－３９００）へ

※参加経験のある人は応募できません。

僕たちに
会いに来てね

夏休みは若あゆ
で楽しもう！



［発 行］相模原市　 〒２５２-５２７７　相模原市中央区中央 ２丁目１１番１５号　　ホームページ　http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/　［編 集］総務局渉外部広聴広報課　1042-769-8200

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

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 

△城山○こ 、大野北○こ 、
△上鶴間○こ ６月１６日（木）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

△陽光台○こ 、田名○こ ６月２１日（火）

並木○こ ６月２２日（水）

○湖 、麻溝○こ ６月２３日（木）

富士見○こ 、
鶴園中和田○こ ６月２８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２３年１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７月１１日（月）
赤ちゃん
セミナー

○ウ７月２５日（月）

○9 
　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　各１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○ウ７月６日（水）
　　２１日（木）はじめよう！

元気 Kids の
キッズ

おうちごはん
〈全２回〉 ○8 

津久井
中央
公民館

７月８日（金）
　　２２日（金）

○１２ 

　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
申込期限　６月３０日

○津
７月４日（月）
　　１１日（月）
　　２５日（月）

ハロー
マザークラス
〈全３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６月８日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

○１２ 

　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　１５組（申込順）

○津７月７日（木）
ママとベビーの
おしゃべりタイム
～ぽけっと～

○１０ 

　育児情報の交換と親子遊び
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　おおむね４歳未満のふたご・

みつごとその家族か、ふたご
等妊娠中の人

定員　２０組（申込順）

○南７月１２日（火）ビーンズ
クラブ

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

（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

○9 
　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）

○ウ
午前９時
　　９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分

７月４日（月）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士）

○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

６月４日（土）

エイズ等の
検査・相談

６月１８日（土）

○ウ午前９時
　～１１時

６月７日（火）
６月２１日（火）
６月２８日（火）

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

○ウ午前９時～　
　　１０時３０分６月１４日（火）エイズ

即日検査

※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６月１６日（木）くすりの

相談

　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６月１５日（水）ひきこもり

相談会

●高齢者のための事業案内●
申込内　容会場時　間日にち事業名

○3 
　専門医による認知症につ
いての相談
定員　各２人（申込順）

○ウ午後１時
　～３時

６月１３日（月）

高齢者
認知症相談

６月２８日（火）

○4 ○南午前１０時
　～正午６月２８日（火）

○2 ○橋午後１時
　～３時６月２９日（水） 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

●特定相談・精神科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

６月１６日（木）
思春期・
ひきこもり
特定相談

　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

６月２０日（月）

精神科
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持つ

人とその家族
定員　２人（申込順。調整あり）

午前１０時
　～正午６月２１日（火）

みんなの
アルコール
相談
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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。

アルコール・薬物家族教室
　アルコール・薬物問題を理解し、その対応について学
びます。
日　時　６月２２日（水）午後２時～４時　
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住か在勤でアルコールや薬物問題のある

人の家族＝１０組（申込順）
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1０４２－７６９－

９８１８）へ

うつ病家族の集い〈全３回〉
　うつ病の理解と患者への対応、社会復帰などについて
学びます。
日にち　６月２４日、７月８日・２２日の金曜日
時　間　午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　うつ病患者の家族＝１５人（選考）
申し込み　電話で中央障害福祉相談課（1０４２－７６９－

９８０６）へ

●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

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

愛 の 献 血
愛の献血にご協力を
お願いしますっち！

献血キャラクター
けんけつちゃん

会　場時　間日にち

市役所前午前１０時～正午
午後１時３０分～３時３０分

６月２日（木）
　　７日（火）

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）
所要時間　４０分程度
※２００ml献血を行わない場合があります。　　※本人確認を行っています。

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

●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

○１４ 
　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１６年

４月２日～平成４年
４月１日生まれ）の人

定員　○藤＝各１５人○橋○ウ＝各
３０人（申込順）

費用　各７００円

○藤午後１時３０分
２時６月２３日（木）

骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー

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

６月２９日（水）

○9 ○ウ７月８日（金）

○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７月１３日（水）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。

○１１ 
　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　○城 ＝２５人○ウ＝３０人（申

込順）

○城
午前１０時
　～正午

６月２３日（木）ボクササイズ

○9 ○ウ７月６日（水）チューブ体操

　　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。

元気高齢者向け 筋力向上トレーニング教室〈全１２回〉
申込期限電話番号定　員

（抽選）会　場時　間日にち

６月６日

０４２－７０２－
０３０３
（午前１０時
～午後９時）
※金曜日を
除く

１０人

スポーツクラブ
ルネサンス相模
大野
（南区相模大野
７－１９－１）

午後３時３０分
　～５時

６月８日～８月３１日
の毎週水曜日（８月
１０日を除く）

６月７日
０４２－７５３－
５４６１
（午前１０時
～午後８時）
※月曜日を
除く

各５人

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４時２０分
　～５時５０分

６月９日～９月１日
の毎週木曜日（８月
１１日を除く）

６月８日午後３時３０分
　～５時

６月１０日～９月２日
の毎週金曜日（８月
１２日を除く）

対　象　市内在住の６５歳以上で運動に支障がない人
費　用　各６，０００円
申し込み　電話で各申込期限までに各会場へ

つくい健康フォーラム２１の実行委員
　健康づくりに関する情報発信などを行う同フォーラム
の企画・運営をします。
※７月から開催まで月１回程度の会議あり
定　員　１５人（選考）
申し込み　電話で６月１５日までに津久井保健福祉課（1 

０４２－７８０－１４１４）へ

募集

パーキンソン病
　治療と療養の最新情報などをお話します。
日　時　６月２９日（水）午後２時～４時
会　場　グリーンホール相模大野多目的ホール
講　師　荻野　裕さん（北里大学東病院神経内科医師）
定　員　２００人（申込順）
※個別相談会あり（若干名、申込時に要予約）
申し込み　電話で、６月２８日までにコールセンター（1 

０４２－７７０－７７７７）へ

難病講演会

血圧が気になりはじめた人へ〈全４回〉
内　容対　象時　間日にち

血圧、身体活動
量、体組成、血
管年齢等を測定
し、高血圧の予
防や血圧の改善
をめざす

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当する
人＝１０人程度（選考）
①血圧の上が１３０～１３９㎜Hg
②血圧の下が８５～８９㎜Hg
③血圧が①②よりも高い人で、医師の許可がある
※内服治療をしている人は医師の許可が必要

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分～正
午は公開講座

７月１１日（月）

午前１０時～正午
７月２２日（金）
８月８日（月）
９月２日（金）
会　場　ウェルネスさがみはら
申し込み　電話で６月１７日までに中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

会　場　シティ・プラザはしもと
申し込み　電話で６月１７日までに緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）へ

血糖値が気になりはじめた人へ〈全４回〉
内　容対　象時　間日にち

身体活動量、体
組成、血管年齢
等を測定し、糖
尿病の予防や血
糖値の改善をめ
ざす

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当する
人＝８人程度（選考）
①空腹時血糖値が１００～１２５㎎／dl
②HbA１cが５．２～６．０％
③検査値が①②よりも高い人で、医師の許可がある
※内服治療をしている人は医師の許可が必要

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分～正
午は公開講座

７月５日（火）

午前１０時～正午
７月１２日（火）
７月２６日（火）
８月３０日（火）

コレステロールが気になりはじめた人へ〈全４回〉
内　容対　象時　間日にち

身体活動量、体
組成、血管年齢
等を測定し、脂
質異常症の予防
やコレステロー
ル値・中性脂肪
値の改善をめざ
す

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当する
人＝１０人程度（選考）
①中性脂肪が１５０～２９９㎎／dl
②ＬＤＬコレステロールが１２０～１３９㎎／dl
③ＨＤＬコレステロールが３５～３９㎎／dl
④検査値が①②よりも高いか③よりも低い人で、
医師の許可がある
※内服治療をしている人は医師の許可が必要

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分～正
午は公開講座

７月１日（金）

午後１時３０分
　　～３時３０分７月１２日（火）

午前１０時～正午
８月１日（月）
９月５日（月）

会　場　南保健福祉センター
申し込み　電話で６月１７日までに南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

時　間　午前１０時３０分～正午　　対　象　市内在住か在勤の人＝各５０人（申込順）
申し込み　電話で①南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）、②緑保健センター（1０４２－７７５－

８８１６）、③中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

コレステロール、血糖値、血圧が気になりはじめた人へ
公開講座

会　場内　容日にち
南保健福祉センターコレステロール値はこうして下げる７月１日（金）①
シティ・プラザはしもと血糖値はこうして下げる７月５日（火）②
ウェルネスさがみはら血圧はこうして下げる７月１１日（月）③
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