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女子ワールドカップ優勝報告！
なでしこジャパン・岩清水 梓選手を特別表彰

民生委員等による戸別訪問事業を実施 3
防災訓練などで災害に備えましょう 2

　「ＦＩＦＡ女子ワールドカップドイツ２０１１」で
世界一に輝いた「なでしこジャパン」の岩清水 梓
選手（南区在住）が７月２８日、市役所で優勝の報
告を行いました。岩清水選手は「一番いい色のメ
ダルを持って帰ることができました」と笑顔であ
いさつ。集まった市民など約３５０人の祝福の拍手
に包まれながら、加山市長が、本市初の「市スポ
ーツ特別顕賞」を贈呈しました。 

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

みんなのスポ・レク情報 5

「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。 
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講演会を開催します 

お問い合わせ　渉外課　1０４２－７６９－８２０７

※写真の花は、広島市の市の花、夾竹桃（キョウチクトウ）。戦争で焦土と化した地にいち早く咲いて、当時
の広島市民に希望と力を与えたといいます。毎年、広島平和記念日の８月６日ごろに花の盛りをむかえます。

　本市は昭和５９年に「核兵器廃絶平和都市」を宣言し、その精
神に基づいて、毎年「市民平和のつどい」を開催してきました。
今年は未来に向けて「子どもたちにも、戦争の愚かさと核兵器
の恐ろしさを知って欲しい」という願いを込め、夏休み期間か

らスタートします。今年最初の催しは、
「核兵器廃絶」の思いでつながる広島
市と広島平和文化センターの協力を得て開催する「ヒロシマ原爆
展」。原爆写真パネルなどと併せて、広島平和記念資料館所蔵の
貴重な被爆資料を本市で初めて展示します。また、本市在住の写
真家、江成常夫さんが、あらゆる被写体を通して被爆者の「魂」を
表現した写真展「ヒロシマ万象」を同時開催します。平和につい
て、静かに、 真  摯 に訴える資料や作品の数々をぜひご覧ください。
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［第１部］被爆体験者の講話

　広 島 市：松本都美子さん
　相模原市：原爆被災者の会

［第２部］江成常夫さん講演
　「レンズに映ったヒロシマ」

講演者からのメッセージ

　江成常夫さん（写真家・九州産業大学名誉教授）

　 閃 
せん

 光 と熱線、爆風を受けて亡くなった
こう

広島原爆被爆者は、敗戦の年だけで約１４
万人。これまでの６６年間で約２７万人に及
んでいます。私は四半世紀余りにわたり
被爆者の声を聞き、「ヒロシマ」をレン
ズを通して見つめてきました。今もなお、
多くの人たちが被爆の後遺症に苦しみ、
心に刻まれた悲しみは癒えていません。過ちは過ちを忘れ
ることに始まります。人間相互の和平は「ヒロシマ」を、
記憶にとどめること、語り継ぐことにかかっています。

～核兵器廃絶平和都市宣言さがみはら　２０１１ 市民平和のつどい～

ヒロシマ原爆展 /江成常夫写真展～ヒロシマ万象～

「２０１１ 市民平和のつどい　平和ポスターコンテスト」作品募集〈応募締め切り９月１２日〉
　優秀作品受賞者２組を「平和大使」として広島市へ派遣します（１０月１４日～１６日予定）。
対　象　市内在住か在学の小・中学生
※詳しくは、各まちづくりセンターなどにあるチラシをご覧になるか、お問い合わせください。

日にち　８月２８日（日）　
時　間　午後１時３０分
　　　　　～４時３０分
会　場　市立博物館
定　員　２００人（先着順）
※希望者は直接会場へ

平和モニュメント「平和のねがい」／相模原市

期　間　８月２５日（木）～３１日（水）　※２９日（月）は休館
時　間　午前９時３０分～午後５時　会　場　市立博物館　入場無料

区版
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新たに１９事業所を認定

市消防団協力事業所を認定
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　災害はいつどこで起きるかわかりません。日頃から、災害による被害を
最小限にとどめ、自分の身を守るためにどう行動すべきかなどを、具体的
にイメージしておくことがとても重要です。
　防災の日や防災週間を機会に、どう備えておくべきかを家庭や地域、職
場などで話し合い、考えておきましょう。
◆訓練警戒宣言発令　９月１日（木）午前８時３０分
　ひばり放送からサイレンを鳴らし、東海地震を想定した「訓練、警戒宣
言の発令」をお知らせします。放送を合図に、非常持ち出し品や家具の転
倒防止などの確認をしましょう。
◆総合防災訓練 ９月４日（日）
　地震災害の発生を想定した応急対策訓練を行います。
中央会場訓練　午前１０時～午後０時３０分
会　場　淵野辺公園隣接地（中央区弥栄３丁目）

地域会場訓練　午前９時～正午
会　場　○緑区＝名倉グラウンド　○中央区＝中央小学校
　　　　○南区＝緑台小学校
　※訓練の内容など、詳しくは本紙９月１日号でお知らせします。

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７５１－９１２８

　市と市民文化財団、近接大型店とで締結した「文化と商業の
連携による地域振興に関する協定書」に基づき、グリーンホー
ル相模大野か 杜 のホールはしもとの公演チケット（当日のみ。

もり

半券可）を、近接する大型店（伊勢丹相模原店の飲食店、ミウ
ィ橋本の各店舗）で提示すると、次のサービスが受けられます。
　新たに無料公演も対象になりましたので、ぜひ利用してください。

お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－９２５５

　指定都市市長会の活動や地域主権改革の取り組み、指定都市の役割など
について理解を深め、「市民自治に根ざした自立分権都市」を考えます。
日　時　１０月１日（土）午後２時３０分～４時５０分
会　場　 杜 のホールはしもと　　定　員　５００人（申込順）

もり

基調講演「地方分権時代と政令市相模原への期待」
　講　師　松沢成文さん（筑波大学客員教授）
座談会「市民自治に根ざした自立分権都市」
　コーディネーター　牛山久仁彦さん（明治大学政治経済学部教授）
　出演者　松沢成文さん
　　　　　柴田正隆さん（市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会会長）
　　　　　加山俊夫市長　
申し込み　郵送かファクス、Ｅメール（１組４人まで）に代表者の氏名、

参加者全員の住所・氏名・電話番号を書いて、９月２６日（必着）ま
でに日経スタッフ「指定都市市長会シンポジウム in 相模原」係（〒
１０１－００４７　東京都千代田区内神田２－１－２　6０３－５２９４－２４７０
Ｅメール shiteitoshi@nikkeistaff.co.jp）へ

※市ホームページの 電子申請 からも申し込めます。
お問い合わせ　広域行政課　1０４２－７６９－８２４８
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　７月２１日、海老名市を会場に、相模川周辺自
治体（相模原市、厚木市、海老名市、座間市、
愛川町、清川村）の首長で構成する「県央相模
川サミット」が開催されました。
　会議では、サミット構成市町村が連携して、
観光等のネットワーク作りの推進や災害時の相互応援協定の締結などにつ
いて、検討を行うための関係職員による専門部会を立ち上げることが合意
されました。

お問い合わせ　広域行政課　1０４２－７６９－８２４８

サービスの内容
ミウィ橋本伊勢丹相模原店

　杜のホールはしもとの公演チケット
を提示すると、館内全店舗でミウィポ
イントカードロイヤル会員と同様のサ
ービスを提供
※詳しくはミウィ橋本のホームページ
や、館内設置のパンフレットをご覧
ください。

　グリーンホール相模大野の公演チケ
ットを提示すると、本館６・７階のレ
ストラン街／イートパラダイスで食事
利用の際に、ソフトドリンク等をサー
ビス
※詳しくは各レストランへお問い合わ
せください。

９月１日は防災の日
８月３０日～９月５日
は防災週間

松
沢
成
文
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ん

グリーンホール相模大野
杜のホールはしもと

お得な
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「文化と商業の連携による地域振興に関する協定書」関連事業

県央相模川サミットを開催しました

※この他の認定事業所など詳しくは、市ホームページの　暮らしの情報　→
暮らしの安全　→　消防団　をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　消防総務課　1０４２－７５１－９１１６

　消防団員の活動環境の整備や地域防災力の向上を目的に、消防団協力事
業所表示制度を行っています。今年度、新たに１９の事業所等を認定し、市
内の消防団協力事業所が３０団体になりました。

内　容日にち
本会議（提案説明）８月２５日（木）
本会議（代表質問・個人質疑）９月２日（金）
本会議（代表質問・個人質疑、委員会付託）
決算特別委員会　　５日（月）

総務委員会・決算特別委員会総務分科会　　７日（水）
環境経済委員会・決算特別委員会環境経済分科会　　８日（木）
民生委員会・決算特別委員会民生分科会　　９日（金）
建設委員会・決算特別委員会建設分科会　　１２日（月）
文教委員会・決算特別委員会文教分科会　　１３日（火）
決算特別委員会　　２６日（月）

本会議（一般質問）
　　２７日（火）
　　２８日（水）
　　２９日（木）

本会議（委員長報告、採決）・議会運営委員会　　３０日（金）

　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。

※９月３０日の議会運営委員会は、本会議終了後に開催します。なお、９月
定例会のための議会運営委員会は８月１９日（金）です。

※決算特別委員会は、９月５日（月）の本会議で設置し、本会議終了後に
開催する予定です。

※決算特別委員会の分科会は、各常任委員会の終了後に開催する予定です
が、委員会審査の状況により、翌日以降に開催する場合があります。

※会議の日程や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

市議会９月定例会を開催

新規認定の協力事業所等
オハラ（中央区小山）イノウエ（緑区鳥屋）
北相米穀（中央区清新）日本山村硝子東京工場（緑区大山町）
青木製作所（中央区田名）相模神奈交バス（緑区西橋本）
興建産業神奈川工場（中央区田名塩田）栄文舎印刷所（緑区中野）
東京濾器相模工場（中央区田名塩田）津久井神奈交バス（緑区三ケ木）
東プレ相模原事業所（中央区南橋本）関戸商事（緑区三ケ木）
女子美術大学（南区麻溝台）津久井やまゆり園（緑区千木良）
相模女子大学（南区文京）オブチ電機製作所（緑区小渕）
日産自動車相模原部品センター
（南区麻溝台）

吉田製作所 （緑区日連）
エイト資源開発（緑区牧野）

お問い合わせ　国民健康保険課　1０４２－７６９－８２３４

休日納税相談窓口のご利用を国民健康保険税

電話番号会　場
０４２－７６９－８２３４国民健康保険課（市役所本館１階）
０４２－７８３－８１０３城山まちづくりセンター（城山総合事務所１階）
０４２－７８０－１４００津久井まちづくりセンター（津久井総合事務所１階）
０４２－６８４－３２１４相模湖まちづくりセンター（相模湖総合事務所２階）
０４２－６８７－５５１４藤野まちづくりセンター（藤野総合事務所１階）

　平日に、国民健康保険税の納付相談や納税ができない人のために、休日
に納税相談窓口を開設します。電話での相談もできます。
日　時　９月４日（日）午前９時～午後４時

　ＪＡＸＡ相模原キャンパスを中心に撮影された映画「はやぶさ／ＨＡＹ
ＡＢＵＳＡ」の試写会が、全国公開に先駆けて行われます。当日は、ＪＡ

ＸＡのはやぶさプロジェクトチームメンバーや同映
画の製作者から、はやぶさカプセルの回収や映画撮
影時のエピソードなどのお話もあります。
日　時　９月１０日（土）午前１０時３０分～午後１時２０分
会　場　ＭＯＶＩＸ橋本
　　　　（緑区橋本３－３－１　ＳＩＮＧ橋本内）
定　員　２００組４００人（抽選）
申し込み　往復はがき（１組１枚限り）に２人の氏

名、代表者の住所・氏名・年齢・電話番号、
「はやぶさ試写会」と書いて、８月２５日（必
着）までに渉外課（〒２５２－５２７７　中央区中
央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２０７）へ

１０月１日（土）全国ロードショー
○C ２０１１「はやぶさ／HAYABUSA」
フィルムパートナーズ

ペペペペペペペペペペペペペアアアアアアアアアアアアアででででででででででででで
ごごごごごごごごごごごごご招招招招招招招招招招招招招待待待待待待待待待待待待待

奇跡の帰還がスクリーンに登場

映画「はやぶさ／HAYABUSA」試写会
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写真コンテスト２０１１

♪

民生委員等による戸別訪問事業を実施
７０歳以上の高齢者のみの世帯を対象に

　市内で増加している一人暮らしの高齢者や高齢者だけで暮らす世
帯を訪問し、健康状態や生活状況に応じて、保健や福祉に関する情
報とサービスの提供につなげるために実施します。
実施地区
　昨年１０月～１１月に、城山・小山・相武台の３地区でモデル実施し
た結果を踏まえ、今年は市内全２２地区で実施します。　
訪問期間
　８月２２日（月）～１１月３０日（水）
対　象　次のいずれかの世帯
○７０歳以上で一人暮らし
○世帯全員が７０歳以上
※民生委員や地域包括支援センターの関わりがある世帯、介護保険
や市の在宅福祉サービスでホームヘルパーや訪問看護、デイサー
ビス、給食サービス等一定のサービスを利用している世帯は除く

８月１７日以降、対象世帯に訪問の通知が届きます
　都合により面会できない人は、通知に表示されている介護予防推
進課各班に連絡してください。
　また、健康状態や生活状況に不安がある人は、通知に表示されて
いる各地域包括支援センターに相談すると、訪問時期を早めること
ができます。

民生委員等による戸別訪問事業を実施
民生委員が

訪問するときは
名札と身分証明書を

携帯します

名
札
と

身
分
証
明
書

困っていることなど何でも相談してください
市民生委員児童委員協議会会長　原 裕子さん

　民生委員が担当する世帯は１人約３６０世帯です。皆さんは、担当
の民生委員の顔を知っていますか。今回の戸別訪問を機会に、名
前と顔を覚えていただけるとうれしいです。
　皆さんが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けるためのお手伝
いをしますので、戸別訪問事業にご理解、ご協力をお願いします。

個人情報について
　個人情報は、本事業の目的の範囲内で市個人情報保護条例に従い使用します。
　民生委員や地域包括支援センターの職員には、守秘義務があり、事業で入手した
個人情報を、事業目的以外に使用することはありません。

障害者が作る自主製品を販売
　陶芸品や木工製品、革製品、焼き菓子等を販売します。
日にち　８月２２日（月）・２３日（火）
時　間　午前１０時～午後４時
会　場　イトーヨーカドーアリオ橋本店
お問い合わせ　市社会福祉事業団　1０４２－７５８－２１２１

長寿をお祝いします
敬老事業（敬老会）　
　今年度から、２２の地区ごとに市民団体等が主催し、実施されます。
　これまで敬老会は、市が主催し市民会館などで実施していましたが、今年度
から地区の市民団体（地区自治会連合会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、
民生委員児童委員協議会など）が主催し、地区ごとに企画・運営する敬老事業
として実施されます。
　実施時期や内容、対象者などは地区ごとに主催する市民団体等が決定し、実
施のお知らせなどを行います。
敬老祝金　８月末から民生委員が訪問し、直接届けます。
対　象　７７・８０・８８・９０・９５・９９歳、１００歳以上の人
敬老訪問　９月中旬に、男女最高齢者と満１００歳の人を訪問し、長寿と健康を

お祝いします。対象者には７月中旬に通知を発送しました。
お問い合わせ　高齢者福祉課　1０４２－７６９－９２３１

自主製品の一部

ペットと楽しく！！ 大野もんじぇ祭り２０１１
勢ぞろい！相模大野の味自慢たち

日本縦断！版画の旅
版画でめぐる風景と名物

　山や海、街並み、温泉、名城な
ど各地の名所を題材にした「ご当
地版画」を中心に、約１５０点の作品
で旅の雰囲気を演出します。
期　間　９月２５日（日）まで
会　場　町田市立国際版画美術館

（町田市原町田４－２８－１）
観覧料　５００円（大学生・高校生・６５歳以上の人２５０円）
開館時間　午前１０時～午後５時（土・日曜日、祝日は

午後５時３０分まで）
※入館は閉館時間の３０分前まで
休館日　月曜日（９月１９日を除く）、９月２０日（火）

お問い合わせ
町田市立国際版画美術館

1０４２－７２６－２７７１

８月２０日（土）午後２時～９時
　　２１日（日）午後２時～８時３０分
　おいしい料理とジャズライブが楽しめます。
各日とも終了時間に花火を打ち上げます。
会　場　相模大野中央公園
※相模大野駅北口ペデストリアンデッキでジ
ャズライブを同時開催（午後２時～６時）

お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－９２５５

　８月から、電波を良好に受信できない地域でも、インターネットに接続でき
るパソコンや、スマートフォンなどから、市政情報や災害時の緊急情報をタイ
ムリーに聴くことができるようになりました。
聴取方法
　「サイマルラジオ」のホームページ（http://www.simulradio.jp/）でエフ
エムさがみの 放送を聞く をクリックしてください。
※聴取の推奨環境など詳しくは、「サイマルラジオ」のホームページをご覧ください。

お問い合わせ　情報政策課　1０４２－７６９－８２１２

８月２２日～１１月３０日

　１０月１５日（土）に開催する「健康フェスタ
２０１１」の会場で展示し、人気投票します。
テーマ　家庭で飼育している動物（犬の場合は

登録と狂犬病予防注射をしていること）
サイズ　サービス判かＬ判
対　象　市内在住の人

応募方法
　生活衛生課か各公民館な
どにある応募票（市ホーム
ページの 作品・スタッフ募
集 からダウンロード可）に
写真を貼付し、８月１５日～
９月３０日（必着）に、同課（1 

０４２－７６９－８３４７）へ

写真コンテスト２０１１

前川千帆「榛名秋色」

町田市 
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お問い合わせ
介護予防推進課　1０４２－７０７－７０４２

作品
募集

応
募

待
っ
て
ま
す

エフエムさがみ（８３．９MHz）を パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソココココココココココココココココココココココココココココココココココ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ンンンン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聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくこここここここここここここここここここここここここここここここここことととととととととととととととととととととととととととととととととと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ききききききききききききききききききききききききききききききききききままままままままままままままままま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すすすすすすすすすすすすパソコン等で聴くことができます

障害児・者バスレクリエーション

①東京ディズニーシーで遊ぼう
日　時　１０月１日（土）午前８時～午後６時
集合・解散場所　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・者とその付き添い
定　員　２０組４０人（抽選）
費　用　１万２，４００円（小学生１万３００円、中学生・高校生１万１，５００円）

ふれあい文化講座

②和菓子作り
日　時　９月１９日（祝）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
定　員　１８人、ボランティア＝５人（申込順）
費　用　５００円

◇　　　◇
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、①８月３１日まで②８月１５日～９月１２日に、けやき体育
館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

タ
ケ
カ
ワ 
ユ
キ
ヒ
デ
さ
ん

　 　 　市民福祉の集い
第１部　表彰式（社会福祉功労者
　　　　福祉ポスター・作文入選者）
第２部　福祉のまちづくり講演会
　テーマ　いまどきの子ども、いまどきの大人

～２１世紀のこどもたちのために～
　講　師　タケカワ　ユキヒデさん（音楽家）
時　間　午後１時～４時
会　場　市民会館
定　員　１，０００人（申込順）
申し込み　電話で８月１５日～９月９日に、地域福祉課（1０４２－７６９－

９２２２）へ

９月２５日（日）
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博物館の日 さがせ！探検 クイズラリー
　展示室を探検してクイズを探そう。参加者には記
念品を、全問正解者には認定証をプレゼントします。
日にち　８月２７日（土）・２８日（日）
時　間　午前１０時～午後４時
※希望者は直接会場へ

夏休み星空観望会
　大型モニターで天体について解説後、グループに
分かれ、４０㎝大型望遠鏡で観察します。
日　時　８月１９日（金）・２７日（土）午後７時～８時３０分
定　員　各１２０人（先着順）
※中学生以下は保護者同伴
※希望者は当日午後６時３０分～７時に直接会場へ

　本市と町田市などにある大学と地域の連携
による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、暮らし
に役立つ講座など、身近な話題をテーマにさ
まざまな講座を開講します。

さがまちコンソーシアム大学後期講座

★学生が講師になり楽しみながら学びます。
※各講座の内容や申込期限など、詳しくはお問い合わせください。

会　場　総合学習センター　　申し込み　直接か電話で、８月１５日から各申込期限までに同センター（1０４２－７５６－３４４３）へ

申込期限費　用定員（申込順）対　象時　間日にち講座名

８月２５日無料５０人

１６歳以上の人

午前１０時
　～正午

８月２７日（土）事故や災害とどう向き合うか
～災害対策品の実例から学ぶ～

８月２６日３００円１５人８月３０日、９月６日・１３日の
火曜日 

はじめてのクレー体験教室〈全３回〉
～“パウル・クレー（画家）”色と形のハーモニー～

８月２８日各１，０００円

２０人

９月３日～１７日の毎週土曜日

おもしろ日本語塾〈全３回〉
～日本語を知らない外国の人が「？」と思う日本語～

４５人午後１時３０分
　～４時３０分

解説と 朗  誦 で親しむ
ろう しょう

やさしい漢詩鑑賞入門講座Ⅰ〈全３回〉

９月５日１，２００円１２人思春期～青年期の子ど
もの保護者　

午前９時３０分
　～正午９月７日・２８日の水曜日 親子コミュニケーション〈全２回〉

～親子のコミュニケーションでお悩みのあなたに～

夏休みは
市立博物館へ行こう

運営も講師も市民が行う市民講座「学びのらいぶ塾」

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（８月１８日から）

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ダウンロード
可）を同事務局へ

申込期間電話番号定　員
（抽選）会　場時　間日にち（◆祝日を除く）

８月１５日
　～３０日

０４２－７０２－０３０３　※金曜日を除く
（午前１０時～午後９時）

各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◆９月７日～１１月３０日の毎週水曜日

　８月２２日
～９月２日

０４２－７７２－０５４１　※木曜日を除く
（午前１０時３０分～午後５時）

コナミスポーツクラブ橋本
（緑区西橋本５－１－１）午前１０時１５分～１１時４５分９月１２日～１１月２８日の毎週月曜日

　８月２２日
～９月１日

０４２－７４８－６６１１　※金曜日を除く
（午前１０時３０分～午後５時）

コナミスポーツクラブ相模大野
（南区南台３－１－２７）午後１時～２時３０分９月１４日～１１月３０日の毎週水曜日

８月１５日
　～３１日

０４２－７５３－５４６１　※月曜日を除く
（午前１０時～午後９時）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◆９月１５日～１２月８日の毎週木曜日
午後３時３０分～５時◆９月１６日～１２月９日の毎週金曜日

元気高齢者向け 筋力向上トレーニング教室〈全１２回〉

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　電話で各申込期間に各会場へ

市民マレットゴルフ大会
日　時　９月１８日（日）午前８時３０分～午後１時
　　　　※荒天時９月１９日（祝）
会　場　ふじのマレットゴルフ場
対　象　市内在住か在勤・在学の中学生以上の人
定　員　１４４人（抽選）
費　用　５００円（用具を借りる場合は別途２００円）
申し込み　同ゴルフ場と生涯学習課藤野教育班にあ

る申込書か、往復はがきに住所、氏名、生年
月日、性別、電話番号、用具借用の有無を書
いて、８月３１日（必着）までに同班（〒２５２－
５１５２　緑区小渕２０００　1０４２－６８７－５５１６）へ

市立博物館　1０４２－７５０－８０３０
８月の休館日　２２日・２９日の月曜日

※各講座の内容など、詳しくは同センターか各公民館にある募集案内か、同センターホームページをご覧ください。

夏の夜
～おとなのためのおはなし会～
　耳と目で楽しむ読書を体験してみませんか。
日　時　８月２６日（金）午後６時３０分～７時３０分
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
定　員　３０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

ー朗読＆紙芝居ー

対象、定員（抽選）、
費用会　場時　間日にち講座名

１５人
１万４，５００円

桜美林大学
（町田市常盤町）午後１時～４時９月１０日（土）

１０月２２日（土）
「食」へのこだわり
～マイ 器 でおいしく食べよ

うつわ

う～〈全３回〉 相模女子大学午前１０時
　～午後１時１１月２６日（土）

４０人
１，５００円

桜美林大学
（町田市常盤町）午後２時～４時１０月１日（土）家庭で出来る簡単な省エネ

１８歳以上の人（高校生
を除く）＝５０人

２，０００円
緑区青根午前８時

　～午後５時３０分１０月２日（日）
～青根地域の森林環境体験
と散策路づくり～
「津久井森林体験教室２０１１」

愛犬１匹とその飼い主
＝各１６組

各１，０００円

町田市土木サー
ビスセンター臨
時駐車場（町田
市下小山田町）

午前１０時
　～１１時３０分１０月１６日（日）

１１月２７日（日）

あなたの愛犬が変わる！？
～ゲームを通したコミュニ
ケーション～〈全２回〉 横山公園臨時駐

車場
午後２時
　～３時３０分

５０歳以上の人＝３０人
５，０００円麻布大学午後２時

　～３時３０分

１０月２２日（土）
１１月１２日（土）
１２月１０日（土）

充実、潤いのある生活
～日常生活に介在する動物
の有効性～〈全３回〉

高校生以上の人＝４５人
５００円

町田市民フォー
ラム（町田市原
町田）

午後２時
　～３時３０分１０月２９日（土）

細胞からわかる、あなたの
子宮 頸 がん－その予防法と

けい

早期発見法－
小・中学生＝４０人

１，５００円

玉川大学（町田
市玉川学園）

午前１０時～正午１１月１２日（土）『ハイブリッド・ソーラー
カー』にかける夢

３０人
６，５００円

午前１０時
　～１１時３０分

１１月１９日～２７日
の土・日曜日

救命救急－家族の体調急変
に備えて－〈全４回〉

２００人
２，５００円

午後１時３０分
　～３時

平成２４年１月１４
日～２月４日の
毎週土曜日

みんなで歌おう－合唱の喜
びを一緒に　〈全４回〉

年長～小学校３年生以
下の子どもとその保護
者＝２０組

１，５００円

ソレイユさがみ
（緑区橋本）

午前１０時
　～午後０時３０分１１月２７日（日）

パパ＆じぃじといっしょに
作ろう！！手づくりスノー
ドーム　★

５０歳以上の人＝３０人
２，０００円桜美林大学プラ

ネット淵野辺キ
ャンパス

午後３時～５時１２月８日（木）中高年からの資産運用

３０人
３，５００円

午前１０時３０分 
　～正午

平成２４年２月２３
日・３月１日の
木曜日

孫の育て方－幼児期の孫と
どう接するか〈全２回〉

小学校３～６年生とそ
の保護者＝２０組

８００円

青山学院大学相
模原キャンパス

午前１０時
　～午後１時１２月１０日（土）親子でピクトグラム 凧 を作

たこ

って、あげよう
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市民ソフトボール選手権大会（シニア）
日にち　９月２５日～１０月９日の毎週日曜日
会　場　ひばり球場ほか
対　象　市内在住か在勤の５９歳以上の人のチーム
申し込み　市体育協会にある申込用紙を９月３日までに同協会へ

いきいきボウリング教室〈全６回〉
日にち　９月７日～１０月１２日の毎週水曜日
時　間　午前１０時～午後１時
会　場　相模原パークレーンズ（中央区相模原）
対　象　市内在住の人＝３６人（申込順）
費　用　３，０００円　※貸靴代は別途１回３００円
申し込み　直接か電話で、８月１５日から相模原パークレーンズ

（1０４２－７５５－１１１０）へ

ターゲット・バードゴルフ教室
日　時　９月１１日（日）午前９時～午後３時
会　場　相模原麻溝公園暫定スポーツ広場
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人＝１００人（申込順）　
費　用　３００円
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、「ターゲッ

ト・バードゴルフ教室」と書いて、８月３１日（必着）ま
でに市体育協会へ

※用具の貸し出しあり

スポーツ関係者の普通救命講習

　市消防局職員から心肺 蘇  生 法やＡＥＤの取り扱い、止血法を
そ せい

学びます。
日　時　９月１７日（土）午前９時１５分～午後０時１５分
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本５－４－２０）
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝５０人（申込順）
費　用　１，０００円
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、年齢、

性別、電話番号、「９月１７日普通救命講習」と書いて、
９月２日までに市体育協会へ

①中級ダンス技術講習会②技術発表会
日　時　９月１８日（日）①午前９時～正午②午後１時～５時
会　場　市体育館（市役所前）　　費　用　各５００円
※①参加②観覧希望者は直接会場へ

中級テニス教室
日にち　９月２３日（祝）〈予備日９月２５日（日）〉
時　間　午前８時３０分～午後４時３０分
会　場　淵野辺公園テニスコート
対　象　高校生以上でテニス歴おおむね３年以上の人
定　員　７０人（抽選）　　費　用　４，５００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（１

人１枚）に住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話
番号、テニス歴、「中級テニス教室」と書いて、８月３０
日（必着）までに市体育協会へ

北相陸上競技大会
日　時　１０月２日（日）午前８時～午後４時
会　場　相模原麻溝公園競技場
費　用　１種目８００円（高校生５００円、中学生４００円、小学生１００円）
※対象など詳しくは、市体育協会にある募集要項か同協会ホー
ムページをご覧ください。

申し込み　市体育協会にある申込用紙を、９月１４日（必着）ま
でに市陸上競技協会へ

市体育協会からのお知らせ

ささささささささささささささささささささささががががががががががががががががががががががみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみははははははははははははははははははははははららららららららららららららららららららららググググググググググググググググググググググリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンププププププププププププププププププププププ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のののののののののののののののののののののの講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち講座名

１，０００円
各２０人

１８歳以上の人午前１０時～正午８月２５日（木）絵手紙体験

２００円６０歳以上の人午前１１時～正午８月３０日（火）健康講座

１組各６００円各１０組２～６歳の子ど
もとその保護者

午前１０時～１１時
９月６日（火）
　　１３日（火）

親子で遊ぼう
〈全２回〉 午前１１時３０分～

午後０時３０分

５，０００円３０人１８歳以上の人午後３時
　～３時４５分

９月７日～１０
月２６日の毎週
水曜日

かんたんアクア
〈全８回〉

各４００円各１０人１５歳以上の人
午前１１時～正午９月８日（木）

　　９日（金）
はじめてのバランス
ボール〈全２回〉 午後２時～３時

８００円１５人３歳～年中午後３時～４時９月１３日（火）
　～１６日（金）

リズムダンス
〈全４回〉

相相相相相相相相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模模模模模模模模原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場のののののののののののののののののののののの講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち講座名

各３００円

各２０人

小学校３・４
年生

午後４時３０分
　～５時３０分

８月２５日～１０月１３日の
毎週木曜日①キッズスポーツ

５，０００円１８歳以上の人午前１０時
　～１１時

９月１日～１１月２４日の
毎週木曜日（１０月２０日・
２７日、１１月３日を除く）

②骨盤すっきりエクサ
サイズ〈全１０回〉

３００円どなたでも
午前１０時
　～正午９月１１日（日）

③よさこい 
１ｄａｙレッスン

各５００円１６歳以上の人
初心者④ランニング 

クリニック 経験者

５，０００円３０人３歳以上の
未就学児

午後３時１５分
　～４時５分

９月５日～１１月２１日の
毎週月曜日（９月１９日、
１０月１０日～２４日を除く）

⑤キッズチアリーディ
ング〈全８回〉

申し込み　①～④電話か、ファクス、Ｅメール⑤Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、講座名を書いて、８月１５日から同競技場（1０４２－７７７－
６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp）へ

北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合体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育館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館のののののののののののののののののののののの催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催しししししししししししししししししししししし
費　用定　員

（抽選）対　象時　間日にち催し名

１回２００円（６５
歳以上の人・
中学生１００円）

４０人中学生以上の人
※中学生は保護者同伴

午後７時
～８時３０分

９月１７日～１１
月５日の毎週
土曜日

①初級合気道
　〈全８回〉

５００円１５０人市内在住か在勤・在学の
バウンドテニス経験者

午前９時
～午後５時９月２３日（祝）②バウンド 

テニス大会

申し込み　①往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、「合気道」と書
いて、８月３１日（必着）までに、②総合体育館と北総合体育館にある申込用紙と
費用を９月１０日（必着）までに、北総合体育館（〒２５２－０１３４　緑区下九沢２３６８－１ 
1０４２－７６３－７７１１）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
Eメール taikyo@jade.dti.ne.jp
HP http://www.jade.dti.ne.jp/ t̃aikyo/

総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合体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育館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館のののののののののののののののののののののの教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室
費　用定　員

（抽選）対　象時　間日にち教室名

１組１回３００円３０組１～３歳の子ど
もとその保護者

午前１０時
　～正午

９月１４日～１０月１９
日の毎週水曜日

①３Ｂ親子体操
〈全６回〉

１回３００円（６５
歳以上の人１５０
円）

各４０人

２０歳以上の人
午後１時３０分
　～３時

９月１４日～１１月２
日の毎週水曜日

②健康リズム体
操〈全８回〉

１５歳以上の人
（中学生を除く）

９月２０日～１１月８
日の毎週火曜日③気功〈全８回〉

６０人午後１時３０分
　～４時

９月２８日～１１月１６
日の毎週水曜日

④初級卓球 
〈全８回〉

申し込み　往復はがき（①１組１枚、②～④１人１枚）に住所、氏名（ふりがな、①は
子どもと保護者）、年齢（①は子どものみ）、電話番号、教室名を書いて、８月
３１日（必着）までに同館（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２２８４－１　1０４２－７４８－１７８１）へ

～スポーツ・レクリエーションを楽しもう～

申し込み　直接か電話で８月１５日から同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡簡単単単単単単単単単単単単単単単単単単単単単単！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当てててててててててててててててててててててて講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
テーピングを利用した、ケガの予防と応急手当てを実践します。

日　時　９月１０日（土）午後２時～４時
会　場　銀河アリーナ
対　象　１５歳以上の人＝３０人（申込順）　　費　用　１，６００円
申し込み　直接か電話で、８月１５日～２９日に同所（1０４２－７７６

－５３１１）へ
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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。

建物の耐震巡回相談

日 ８月１７日（水）
時 午後１時３０分～４時３０分
会 橋本公民館
※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

保健福祉相談員（非常勤特別職）

　精神保健福祉手帳等の申請案内
など
勤務　９月～平成２４年３月（更新
あり）の月～金曜日（１日６時間）
で週２・３日程度
勤務場所　中央か南障害福祉相談課
報酬　日額１万５００円
対 保健師か精神保健福祉士等の資
格があるか、保健福祉に関する相
談業務に従事した経験がある人
定 若干名
申 履歴書（写真貼付）を直接か郵
送で、８月１５日～２２日に精神保健
福祉課（〒２５２－５２７７　中央区中央
２－１１－１５　1０４２－７６９－９８１３）へ

陽光園の非常勤保健師

　肢体不自由児の看護保健業務
勤務　月～金曜日（祝日を除く、１
日５時間３０分）で勤務日時は応相談
賃金　時給１，７６０円
対 保健師と看護師の資格がある人
定 若干名
申 履歴書（写真貼付）を直接か郵
送で、８月１５日～３１日に同園（〒
２５２－０２２６　中央区陽光台３－１９－
２　1０４２－７５６－８４１０）へ

リサイクルフェア２０１１の

フリーマーケット出店者

日 １０月１６日（日）〈雨天中止〉
時 午前１０時～午後３時
会 相模原麻溝公園
対 市内在住で１０月１日（土）午前
１０時からの説明会に参加できる人
定 ５８人（抽選）　費 １，０００円
※業者の出店、飲食物（缶詰など含
む）・生き物・電化製品・大型家具、
会場内等で仕入れた物品の販売不可
※１人１区画（３ｍ×２ｍ）
申 往復はがき（１世帯１枚）に住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、販売品
目、「フリーマーケット出店希望」
と書いて、８月３１日までに同フェ
ア実行委員会事務局（資源循環推
進課内　〒２５２－５２７７　中央区中央
２－１１－１５　1０４２－７６９－８２４５）へ

子どもも大人も楽しめる

はじめての漢詩

　やさしい解説と朗読
日 ８月２８日（日）
時 午前１０時～１１時３０分
会古民家園（相模川自然の村公園内）
※希望者は直接会場へ
問 文化財保護課

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 ９月１２日（月）
時 午前１０時～正午
定 ３０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 ９月１９日（祝）
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）
女性のための初級パソコン教室
「ワード・エクセルコース」〈全２回〉
日 ９月１９日・２３日の祝日
時 午前９時３０分～午後３時３０分
対 女性＝２０人（申込順）
費 ４，０００円（テキスト代含む）

◇　　　◇
申 直接か電話、ファクスに氏名、
電話番号、催し名を書いて、８月
１５日から同所（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）

市民交響楽団 

市民プロムナードコンサート

　ビゼー作曲「カルメン」ほか
日時 ９月１８日（日）午後２時～４時
会 グリーンホール相模大野
費 ５００円（６５歳以上と高校生以下、
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）
※チケットはチケットＭｏｖｅ
（1０４２－７４２－９９９９）、チケット
ぴあで販売中
問 同団の長谷川さん（1０９０－６５１８
－９２８６）

県立相模原公園の催し

①自然観察会「セミの抜け殻から
なにセミか調べよう」
日時 ８月２７日（土）午後１時～３時
定 ４０人（申込順）　費 ３００円
②ツリークライミング・ハーフデ
イ体験教室
　木に登り自然観察など
日時 ９月４日（日） 午前１０時～正午、
午後１時３０分～３時３０分
定 各１０人（申込順）
費 各２，０００円（小・中学生１，０００円）

◇　　　◇
申 電話で８月１５日～①２６日②９月
３日に同公園（1０４２－７７８－１６５３）
へ
サカタのタネグリーンハウス
「押し花工房ロベリア」押し花展　
日 ８月１６日（火）～２８日（日）
時 午前９時３０分～午後４時
同体験教室
日時 ８月２８日（日）午前１０時
定 ５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
マンスリーコンサート「ボーカル
アンサンブル」
日 ８月２１日（日）
時 午後１時３０分～３時
「聡瑛＆新磯楽写クラブ」写真展
日 ８月３０日（火）～９月１１日（日）
時 午前９時３０分～午後４時

◇　　　◇
問 同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

相模川ふれあい科学館の催し

世界のカブトムシ・クワガタ展’１１ 
特別講演「クワガタムシ・カブト
ムシってなに」
日 ８月２０日（土）
時 午前１１時～正午、午後２時～３時
講 吉田賢治さん（昆虫研究家）
入館料　３００円（小・中学生１００円、
６５歳以上の人１５０円）
※希望者は直接会場へ
問 同館（1０４２－７６２－２１１０）

旧石器ハテナ館の催し

講演会「八ヶ岳から田名向原へ－
黒耀石のヤリをもった２万年前の
狩人」
日時 ９月３日（土）午後２時～４時
講 堤　隆さん（黒耀石研究センタ
ー研究員）
定 １００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
バスツアー（長野県）
「黒耀石のふるさとを訪ねて」
　星くずの里たかやま黒耀石体験
ミュージアム見学と原産地山歩き
日 ９月１０日（土）
時 午前７時３０分～午後５時
定 ３３人（抽選）
費 ２，６００円、中学生以下２，４００円（入
館料、バス代ほか）
申 往復はがき（１枚４人まで）に
全員の住所・氏名・電話番号を書
いて、８月２５日（必着）までに同
館（〒２５２－０２４５　中央区田名塩田
３－２３－１１　1０４２－７７７－６３７１）
へ

相模湖ふれあい広場

日 １０月１６日（日）
会 県立相模湖公園
①釣り大会
時 午前１０時～午後３時３０分
※ボートや釣り具のレンタルは、
各自で行ってください。
②カラオケ大会
時 午前１１時４５分～午後３時３０分
対 市内在住か在勤で、自分が歌う
曲のＣＤを持参できる人
定 ２０人・組（抽選）

◇　　　◇
申 各公民館（青根・沢井公民館を
除く）にある参加申込書を、９月
１５日までに同実行委員会（相模湖
商工会内　1０４２－６８４－３３４７）へ

環境講座「ハーブで防虫剤を

作りましょう！」

　化学物質のリスクを学ぶ
日時 ９月８日（木）午前１０時～正午
会 環境情報センター
定 ３０人（申込順）　費 ３００円
申 電話か、Ｅメールに住所、氏名、
電話番号を書いて、８月１５日から
同センター（1０４２－７６９－９２４８　Ｅ 
kankyo@eic-sagamihara.jp）へ
※保育あり（８月３１日までに要予約）

けいしょう元気倶楽部〈全５回〉

　中国体操、ストレッチ
日時 ８月３１日～９月２８日の毎週水曜
日 午前９時３０分～１１時
会 老人福祉センター渓松園
対 ６０歳以上の人＝２０人（申込順）
申 直接か電話で、８月１５日から同
園（1０４２－７６１－９２９１）へ

｢写経教室」初級コース〈全５回〉

日 ９月１日～２９日の毎週木曜日
時 午前１０時～正午
会 老人福祉センター若竹園
対 ６０歳以上の人＝２０人（申込順）
費 ４，０００円
申 直接か電話で、８月１５日から同
園（1０４２－７４６－４６２２）へ

ふれあい童謡教室〈全１０回〉

日 ９月５日～１１月２１日の毎週月曜
日（９月１９日、１０月１０日を除く）
時 午前１０時～１１時３０分
会 新磯ふれあいセンター
対 市内在住の６０歳以上の人
定 ４０人（申込順）　費 ２，０００円
申 直接か電話で、８月１５日から同
センター（1０４６－２５５－１３１１）へ

宅建試験直前対策講座〈全４回〉

日 ９月８日～２９日の毎週木曜日
時 午後６時３０分～９時
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定 ３０人（抽選）　費 ３，０００円
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「宅建講座」と書いて、８
月２６日までに同所（〒２５２－０１３１
緑区西橋本５－４－２０　1０４２－
７７５－５６６５）へ

お知らせ 講演・講座 

募　　集 

イベント 
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（敬称略）読者のひろば

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。

相模いきいき健康マージャン

初心者教室〈全１５回〉

日時 ９月８日～１２月２２日の原則毎週
木曜日午後１時１５分～４時１５分
会 ソレイユさがみ（緑区橋本６－
２－１）
対 市内在住のおおむね６０歳以上の
人＝ １６人（抽選）
費 １回１，５００円
申 はがきかファクスに住所、氏名、
生年月日、電話番号、経験（①はじ
めて②並べる程度③役が少しわか
る）を書いて、８月３１日までに長
寿社会文化協会の福司さん（〒２５２
－０３０３　南区相模大野４－５－７
－６０６　16０４２－７４９－６８７２）へ

シニアいきいきライフセミナー

〈全４回〉

　高齢者の健康と生きがいづくり
に関する相談、支援活動を行うシ
ニアライフ・サポーターを養成
日 ９月５日（月）・１２日（月）・２０日
（火）・２７日（火）
時 午後１時３０分～４時
会 総合学習センター
対 市内在住の６０歳以上の人
定 ３０人（申込順）
費 １，０００円（資料代含む）
申 はがきに住所、氏名、電話番号
を書いて、８月３１日までにビュー
ティフルエージング協会の佐伯信
夫さん（〒２５２－０３３３　南区東大沼
４－１４－１２　グリーンハイツ２－
１　1０９０－２７４８－６６５８）へ

絵手紙教室〈全２回〉

日 ９月１０日・２４日の土曜日
時 午前１０時～正午
会 さがみ湖リフレッシュセンター
対 市内在住か在勤・在学の人
定 ３０人（申込順）　費 ４００円
申 直接か電話で同センター（1０４２
－６８５－３９８８）へ

子育て世代のマネー講座

日時 ９月１０日（土）午前１０時～正午
会 サン・エールさがみはら
定 ３０人（抽選）
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「子育て世代のマネー講座」
と書いて、８月３０日までに同所（〒
２５２－０１３１　緑区西橋本５－４－２０　
1０４２－７７５－５６６５）へ

相模の大凧センターの教室

飾り凧づくり
　相模の 大  凧 のミニチュア版（２０

おお だこ

㎝角）を制作
日時 ８月２７日（土）午後１時３０分～４時
対 中学生以上の人＝２０人（申込順）
費 ７００円
ぬりえカップ作り
日時 ８月２８日（日）午後２時～３時３０分
対 小学生以上の人＝２０人（申込順）
費 ９００円

◇　　　◇
申 直接か電話で、８月１５日から同
センター（1０４６－２５５－１３１１）へ

パソコン研修９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

県立相模湖 漕  艇 場のボート教室
そう てい

　ボートの基礎知識と実技
日 ８月２８日（日）
時 午前９時～午後３時
対 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 ５００円
申 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、８月２１日までに同漕艇
場（1０４２－６８４－２３３９　6０４２－
６８４－４０２０）へ

相模原芸術家協会展「美術講座」

時 ①午後２時～４時
　②③午後１時３０分～３時３０分
会 相模原市民ギャラリー
定 ②③各２０人（申込順）
費 ①無料②③各１，０００円
申 ①直接会場へ、②③ファクスに
住所、氏名、電話番号、講座名を
書いて、８月２０日までに同協会の
後藤さん（16０４２－７４３－３４９４）へ

神奈川国際学生会館・淵野辺の

①中国（北京）語②韓国語講座

〈全１２回〉

日 ９月３日～１１月２７日の①毎週土
曜日②毎週日曜日（①１１月５日・
②６日を除く）
時 入門＝午前１０時～１１時３０分
　初級＝午後１時～２時３０分
　中級＝午後３時～４時３０分
定 各１５人（申込順）　費 各７，５６０円
申 電話で、８月１６日午前９時から
同館（1０４２－７６８－０２１１）へ

テニス教室〈全５回〉

　初心者、初級、ジュニアの３コ
ース。会場は①小倉テニスコート
②津久井又野公園③相模湖林間公
園④名倉グラウンド
日 ９月３日（土）～１０月１６日（日）
※①④は土曜日、②③は日曜日
時 ①②③午前１０時３０分～午後０時
３０分④午後０時３０分～２時３０分
対 初心者・初級は１５歳以上の人＝
各２０人、ジュニアは小学校３年生
～中学生＝１０人（申込順）
費 各４，０００円
申 直接か電話で、８月１５日から城
山めいぷる（緑区久保沢１－１－
５３　1０４２－７８２－０３０３）へ

書道研修会「三蔵法師の恩返し」

　三蔵法師の 菩  提  寺 に寄贈した刻
ぼ だい じ

字作品の制作から奉納まで
日時 ９月２５日（日）午後２時～４時
会 総合学習センター
定 １５０人（申込順）
申 郵送かファクスに住所、氏名、
電話番号を書いて、９月１１日まで
に市書道連盟（〒２５２－０１７２　緑区
与瀬本町４０　16０４２－６８５－１６２８）へ 

催 し

仲 間

市・県民税　第２期
国民健康保険税　第３期

納期限　８月３１日（水）

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

日にち講　座
９月１１日（日）拓本①
９月１７日（土）水彩画「野菜」②
９月１８日（日）水彩画「花」③

施設のお休み

相模湖ふるさとの森キャンプ場
日 ９月１日（木）から当分の間
問 相模湖経済観光課（1０４２－
６８４－３２４０）

掲載の申込方法は
毎月１日号でお知らせします

　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。
▼中高年の社交ダンス初心者講習会
８月２６日（金）午後１時～３時、あ
じさい会館。費用５００円　�問 鈴木（1 
０４２－７５３－１９８１）
▼群読音楽劇「銀河鉄道の夜２０１１」
市民と学生とプロのアーティストに
よる朗読、ダンスなどの総合パフォ
ーマンス　８月２６日（金）～２９日（月）、
期間中に５ステージ（時間等は問い
合わせを）、桜美林大学プルヌスホ
ール（中央区淵野辺）。入場料　前売
り１，０００円、当日１，２００円　�申 電話で
同ホール（1０４２－７０４－７１３３）へ
▼布おもちゃ・布えほんでいっしょ
にあそぼ！　８月２７日（土）午後１
時～４時３０分・２８日（日）午前１０時
～午後３時３０分。おはなし会は２７日
午後２時・２８日午前１１時と午後２時。
ソレイユさがみ　�問 冨永（1０９０－
３１３２－７２２１）
▼福島応援・俊明がたり模写絵手紙
展　民画家・渡辺俊明の墨彩画を模
写した作品などを展示。８月２９日
（月）～３１日（水）午前１０時～午後
７時（２９日は午前１１時から、３１日は
午後３時３０分まで）、サン・エール
さがみはら　�問 野村（1０４２－７３３－
１８２８）
▼ダンスパーティー　９月１４日（水）
午後１時３０分～４時３０分、おださが
プラザ。費用８００円　�問 清水（1０９０
－８１１６－０８９６）
　　　　　　会費などは個別にお問
　　　　　　い合わせください。
▼スタンダードジャズ　毎月第３水
曜日午後７時、 杜 のホールはしもと

もり

初心者歓迎　�問 佐藤（1０４２－７６１－
５８５７）
▼社交ダンス　毎週金曜日午後８時、
上溝公民館ほか　�問 濱村（1０４２－
７５５－５５４１）
▼男声合唱　毎週水曜日午後、中央
公民館　�問 中島（1０４２－７５２－７２７５）
▼ストレッチ体操　毎週木曜日午前
９時３０分、総合体育館。見学可　�問 井
上（1０４２－７７８－０４４３）
▼社交ダンス　毎週金曜日午後３時、
大野中公民館ほか　�問 杉村（1０４２－
７４４－６１７５）
▼社交ダンス　毎週土曜日午後１時、
田名公民館。初心者歓迎　�問 斉藤（1 

０９０－５８２５－９４０１）
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次回の区民会
議

〈小委員会〉
お問い合わせ

緑区役所地域政策課　1０４２－７７５－８８０１
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No.００１７

● 毎月１５日発行 ●

２０１１年 平成２３年 区の人口・世帯 

人　口 人  １７７,１０６
世帯数 世帯  ７１,１８４

（１１４増） 

（８２増） 
平成２３年７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 

子どもの安全守って元気をもらう

　子どもを見守り続けて５年、「湘南小学校見守り隊」
として、毎朝、車の通行量が多い２㎞弱の道のりを子
どもたちと一緒に歩く平井 薫さん（緑区小倉在住）。
同じく見守り隊の田野倉 武さんと杉本信夫さんと協
力して、安全に学校まで送り届けます。
　腹痛の子どもを背負って歩いたこともある平井さん、
苦労を伺うと、「苦労はありません」「子どもたちの
『ありがとうございました』で毎日元気になります」
と笑顔を見せます。
　規則正しい生活が送れることや、子どもや保護者と

の交流が生まれるのも見守り活動のメリット。「歩ける限り、続けたい」。
子どもの安全を守るため、平井さんたちは歩き続けます。

破顔一笑 破顔一笑 破顔一笑 

美しい歌声・美しい環境

宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮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
　宮上小学校の子どもたちは、生活科・総合学習の
中で、自然・社会・人と積極的に関わりながら学習
を進めています。
　３年生は、「境川を鳥の集まる川、魚が泳ぐ川に
したい」と考え、ごみを捨てる人がいなくなるよう
に川岸に花を植えました。４年生は、青根小学校と
の交流の中で、水源林を観察し、親睦を深めました。
　また、同校では、きれいな歌声も自慢の一つです。
５年生が今年、ＴＢＳこども音楽コンクールに出場し、
ホールいっぱいに美しいハーモニーを響かせました。

学びや行進曲 学びや行進曲 学びや行進曲 

境川での花植え活動

全児童へ歌を披露する５年生

日　時　８月２６日（金）午後２時　　会　場　Flos橋本（緑区橋本６－４－１５　旧橋本嶋崎ビル）
傍聴席数　１０席（抽選）　※傍聴希望者は午後１時４０分～５５分に同ビル２階第３会議室へ

地域での交流はありますか？
緑区内の各地の地区社会福祉協議会では、地域の協力の
もと、気軽に交流ができる場づくりに取り組んでいます。
一人暮らしのお年寄りや、子育て中のお母さんなどが、
おしゃべりやゲーム、お茶などで交流を図ります。
今回は、城山地区と橋本地区の活動を紹介します。

平井　薫さん

　赤ちゃんからお年寄りま
で、思い思いに過ごせる場
所「ふれあいのつどい原宿
なごまーる」。大人から昔
の遊びを教えてもらう子ど
もたちや、子どもから癒し
をもらう大人たち、世代を
超えた交流も育まれます。

　住宅街の中にある一軒家を借りて開設した「ふれあいの家橋本『ぬくもり』」では、
毎月、おおむね１歳までの幼児と親同士が交流する「ぬくもり子育てサロン」を開催し
ています。参加者からは「自分の家にいる気分で落ち着く」と好評。子育ての情報交換
ができ、悩めるお母さんの助けにもなっています。

※地区社会福祉協議会の活動については、下記へお問い合わせください。 
・橋本地区　　1０４２－７７５－８８０１（緑区役所地域政策課内） 
・大沢地区　　1０４２－７６１－２６１０（大沢まちづくりセンター内） 
・城山地区　　1０４２－７８３－１２１２　　・津久井地区　1０４２－７８４－３３９３ 
・相模湖地区　1０４２－６４９－０２０２　　・藤野地区　　1０４２－６８７－３３６１

『なごまーる』 地域の 『ぬくもり』 で 『なごまーる』 地域の 『ぬくもり』 で 『なごまーる』 地域の 『ぬくもり』 で 『なごまーる』 地域の 『ぬくもり』 で 『なごまーる』 地域の 『ぬくもり』 で 

ぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬぬくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくもももももももももももももももももももももももももりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりぬくもり
子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子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サササササササササササササササササササササササササロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ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子育てサロン

（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋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本本本本本本本本本本本本地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地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（橋本地区））））））））））））））））））））））））））

ぬくもり
子育てサロン

（橋本地区）

ふふふふふふふふふふふふ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いいいいいいいいいいいい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どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど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
原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿宿なななななななななななななななななななななななななな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
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城城山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地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））））））））））））））））））））））））））

ふれあいのつどい
原宿なごまーる
（城山地区）

みんなで考えよう 緑区の魅力！
　明治大学理工学部教授の北野 大
さんが、地球環境を救う新しいライ
フスタイルについてお話しします。
日にち　８月２１日（日）　
時　間　午後１時３０分～３時３０分
会　場　県立相模湖交流センター
講　師　北野　大さん
定　員　３５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ（無料）

お問い合わせ
津久井青年会議所　1０４２－６８５－０８８０

北野　大さん
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２０１１年 平成２３年 

No.００１７ 

区の人口・世帯 

人　口 人 ２６６，９７７ （７３増） 

１１３，０５０ 世帯数 世帯 （１５０増） 8 15 平成２３年７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 

災害が発生したときは、家庭での備
えはもちろんのこと、地域の結束力が
大きな力になります。
災害に備えるため、各地域で防災訓
練をはじめとした取り組みが、区民の
皆さんの手によって行われています。

日　時　８月２６日（金）午後２時から　　会　場　けやき会館
傍聴席数　１０席（抽選）　※傍聴希望者は、午後１時４５分までに直接会場へ

　光が丘地区交通安全母の会では、昭和６０年度よ
り地区内の光が丘・並木・陽光台・青葉小学校から交通安全標語を募集
しています。平成２３年度は、応募作品１，５４８点の中から入賞作品が決定
しました。交通ルールを守って安全・安心なまちをつくりましょう！
　最優秀作品

ぼくの町　消えてほしいな　事故の文字
陽光台小学校６年　 島  村  氷  河 

しま むら ひょう が

　優秀作品

じてんしゃの　ライトは　節電しないでね
光が丘小学校４年　 小  渕  春  菜 

お ぶち はる な

その片手　ケータイにぎらず　ハンドルを
並木小学校６年　　 田  賀  陸  人 

た が あつ と

ゆずりあい　むじこにつながる　思いやり
陽光台小学校５年　 石  井  乃  愛 

いし い の あ

まがりかど　じこがこっそり　かくれてる
青葉小学校４年　　 新  地 あかね

しん ち

お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

交通安全標語の入賞作品決定！

　まだまだ暑い日が続きますが、打ち水やよしず、
すだれを活用して、涼しく過ごす工夫をしてみませ
んか？
　引き続き、みんなで協力して、節電に取り組みま
しょう。

お問い合わせ
中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

次回の区民会議

中央区ホームページで、中央区避難所マップ、地区別防災情報、防災ガイドブックがご覧になれます。 中央区の避難所マップ　地区別防災情報 検索 

　市総合防災訓練のほか、地区自治会連合会、単位自治会、避難所運営協議
会などにより、各地域で防災訓練が実施されています。避難所運営や初期消
火、災害時に避難が困難な人の支援など、さまざまな訓練を行っています。
　地域の防災対策を知り、地域の人と交流を深めることは、いざというとき
にとても重要です。積極的に防災訓練に参加しましょう。

　昨年から「弥栄小学校おやじの会」主催により、地域活性化事業交付
金を活用した「避難所生活体験（学校に泊まろう）」が行われています。
この事業は、地域防災と青少年の健全育成を目的としたもので、体育
館に運動用マットを敷いて宿泊するほか、ビニール袋を使った非常炊
飯や、停電を想定した夜の校舎からの脱出などを体験するものです。
　昨年は、児童、保護者、教諭、地域の人など計６９人が参加し、学校
と地域の協働による、子どもたちを育て、子どもたちを守る取り組み
の第一歩となりました。今年も、８月２７日（土）に行われます。

避難誘導訓練 煙体験訓練

災害時要援護者支援訓練 災害用仮設トイレ設営訓練

　避難場所、緊急連絡方法、非常持ち出し品の確
認や、家族の役割分担を決めるなど、日ごろから
家族で話し合っておきましょう。
　中央区役所区民課、各まちづくりセンターなど
で「防災ガイドブック」を配布していますので、
ご利用ください。

家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族でででででででででででででででででででででで防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策をををををををををををををををををををををを！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

＊

＊

取取取取取取取取取取取取取取取りりりりりりりりりりりりりりり組組組組組組組組組組組組組組組みみみみみみみみみみみみみみみままままままままままままままましししししししししししししししょょょょょょょょょょょょょょょううううううううううううううう、、、、、、、、、、、、、、、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！！！！！！！！！！！！！！！

統合失調症家族教室〈全４回〉を開催
　統合失調症の知識や当事者とのコミュニケーション術を学びながら、
家族同士の交流を深めます。

時　間　午後２時～４時
対　象　発病から１０年以内の人の家族で４日間参加可能な人
定　員　１５人（申込順）
申し込み　電話で８月１５日～９月６日に中央障害福祉相談課（1０４２－

７６９－９８０６）へ

会　場内　容日にち

ウェルネスさがみはら

精神科医師の講義９月７日（水）
いきいきコミュニケーション術９月１６日（金）
当事者からのメッセージ１０月３日（月）
家族の体験談１０月１７日（月）

昨年の清新地区防災訓練の様子

自治会に参加し、地域の防災について考えましょう！

地域で防災訓練 避難所生活体験

いざというときの地域力 いざというときの地域力 

光が丘地区

　市総合防災訓練の日程等は２㌻ をご覧ください。地域の防
災訓練の日程等は、自治会の回覧などでお知らせします。
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２０１１年 平成２３年 

No.００１７ 

区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 8 15
人　口 人 ２７４,９２６ （１１８増） 

１２１,４３９ 世帯 （１２５増） 
平成２３年７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 

実践 避難所運営訓練！ 避難所運営訓練！ 避難所運営訓練！ 避難所運営訓練！ 

　訓練中に行った検討会では、多くの意見が
出され、さまざまな課題等を話し合いました。
参加者は訓練の大切さと、自宅などでの水・
食糧等の備蓄の必要性を実感しました。 

　宿泊訓練では、「子どもに避
難所の体験をさせたい」と小学
生の親子の参加もあり、体育館
に３１人が宿泊体験しました。 

　一時的に避難する場所で、
近くの公園や空き地など。 
　ここで状況を見守ります。 

　自宅の倒壊などで、住めなく
なった被災者が避難（生活）す
る場所で、南区にある市立小・
中学校（３６か所）は、全て避難
所として指定されています。 
　防災ガイドブ

ックなどで、避難所を事前に確認し
てください。 

※避難所等は、地域の自治会で確認してください。 
※自治会がわからない場合は各まちづくりセンター
（大野南地区は南区役所地域政策課）へ 
お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８ 

　大規模延焼火災の発生
で、地域内では身の安全
が確保できない場合 

　７月２日～３日、大野台小学校を避難所とする４自
治会と同校校長、市等で構成される避難所運営協議会
による防災訓練（夜間に震度５以上の地震が発生し、
大きな被害があったと想定）が同校で実施されました。 

　避難所倉庫から備蓄資器材
を運び出した後、全員で設置
場所などを確認しました。 

お問い合わせ　南区役所総務課　1０４２－７４９－２１３４ 

災害時に避難する場所 災害時に避難する場所 災害時に避難する場所 

災害発生 災害発生 

避難所開設から 
宿泊まで 

まずは安全な場所へ 

火災が延焼拡大 
する恐れあり 

市職員や警察官等が 
避難誘導 

家が被災して 
自宅で生活できない 
 

避難所 

広域避難場所 

一時避難場所 

発
電
機
等
の
資
器
材
の
運
び
出
し 

▼ 

▲仮設トイレの設置 

　９月１日は「防災の日」です。 
　東日本大震災の被災地では、いまだに避難所生
活を余儀なくされている人もいます。避難所等の
様子がテレビなどで報道され、地域の防災に対す
る意識が高まっています。災害に備え、避難場所
や災害時の行動等を家族などで話し合うほか、地
域の防災訓練等にも積極的に参加しましょう。 

※防災ガイドブックは、南区役所４階行政
資料コーナーや各まちづくりセンター・
公民館で配布しています。また、市ホー
ムページの 暮らしの情報 → 暮らしの安
全 → 防災 からもダウンロードできます。 

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自自自転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通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事事事故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故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多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多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 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!南区は自転車交通事故が多発 !!

お問い合わせ　南区役所地域政策課　1０４２－７４９－２１３５

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

お問い合わせ　南区役所地域政策課　1０４２－７４９－２１３５

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南区 区民会議を開催

全人身交通事故に占める自転車交通事故の割合が３６％（平成２２年）

悲しい事故をなくすため一人ひとりが
交通ルールを守りましょう。

神奈川県道路交通法施行細則の一部改正がありました。
（平成２３年５月１日施行）

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 10
南区内の隠れスポット、歴史、人物、産業などを紹介します

（株）リガルジョイント
 「リサーチ＆ラボ」

　南区大野台の住宅街に五重の塔をモデルにした建物があります。
　この建物は、流体制御機器や継ぎ手の開発などを行う同社のビル
で、屋根の形がビル風や建物の温度の上昇を防止する構造のほか、
環境に配慮したさまざまな設備も導入しています。
ソーラー発電蓄電システム　屋根にソーラーパネル（約２０kw）を設
　置し、発電した電気を蓄電してＬＥＤ照明などに利用。屋根にあ

る散水リングでパネルを冷やし発電効率を
上げる仕組みも。
雨水再利用オゾン処理システム　地下に２００tを超える貯水槽を
設置し、雨水をろ過後にオゾンで殺菌、再利用する設備。ト
イレの排水だけでなく災害時には防火用水などにも使用可能。

冷温水蓄熱システム　空調の排熱エネルギーを外に放出せずに、
地下の冷水槽と温水槽に蓄熱して冷暖房に利用。 

　「父が作った地下食品庫の、夏涼しく冬暖かいという幼少
期の経験から地下での蓄熱を考えました。雨水という自然の
大きなエネルギーを捨てるのではなく利用しなくては。」と

稲場社長。これらの設備導入により前年比１割
以上ＣＯ２の排出を削減し、平成２２年度の「第
１回かながわ地球温暖化対策大賞」を受賞しま
した。

お問い合わせ
（株）リガルジョイント（南区大野台１－９－４９）
1０４２－７５６－７５６７ 　HP http://www.rgl.co.jp/

環境にやさしい
研究開発ビル

自転車運転中の携帯電話、
イヤホン等の使用は禁止 !!
(５万円以下の罰金 )

自転車運転中の携帯電話、
イヤホン等の使用は禁止 !!
(５万円以下の罰金 )
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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（８月１５日から）

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 

●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２３年３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）

○湖９月２９日（木）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８月１５日～９月３０日にコ

ールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

○ウ
１０月７日（金）
　　１４日（金）
　　２１日（金）

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７月～１１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８月１５日からコールセン

ター（1０４２－７７０－７７７７）へ

○ウ
９月６日（火）

親子で 歯 っぴぃ
は

ちゃれんじ
大作戦！

９月３０日（金）

○南
９月１２日（月）

９月２７日（火）

○橋９月２１日（水）

○9 

　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の親の交流会
時間　午前１０時～１１時
対象　乳幼児とその家族
※今回は、参加者全員申し込みが必要
※別室での保育あり（要予約）

○ウ９月９日（金）ぴよぴよ
サロン

○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＝１５組（申込順）

○南９月１２日（月）
ママとベビーの
おしゃべりタイム
～ぽけっと～

○8 

　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＝２０組（申込順）

サン・エール
さがみはら
（緑区西橋本）

９月３０日（金）ビーンズ
クラブ

●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
８月２３日（火）

高齢者
認知症相談

９月１２日（月）

○4 ○南午前１０時～正午８月２３日（火）

○2 ○橋午後１時～３時８月３１日（水）

●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　○南 ＝南障害福祉相談課
　　　　　　　1０４２－７０１－７７１５

　○ウ ＝中央障害福祉相談課
　　　　　　　1０４２－７６９－９８０６

　○橋 ＝緑障害福祉相談課
　　　　　　　1０４２－７７５－８８１１

○南

午後１時
　～２時

９月１３日（火）

精神
保健相談
（精神科医）

９月２２日（木）

○ウ
９月１４日（水）

９月２７日（火）

○橋９月２６日（月）

○8 

　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）

○橋
午前９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分
　　１１時

９月２１日（水）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士）

○１０ ○南
午前９時
　　９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分

９月２７日（火）

○１２ ○津
午後１時３０分
　　１時４５分
　　２時
　　２時３０分

９月２９日（木）

○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）

○ウ午後１時
　～３時３０分９月１２日（月）

栄養相談
（栄養士） ○8 ○橋午前９時

　～１１時３０分
９月１４日（水）

○１０ ○南９月２８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）

○ウ午前９時
　～１１時

８月１６日（火）

エイズ等の
検査・相談

８月２３日（火）
８月３０日（火）

○橋午後２時
　～４時

８月２０日（土）
９月３日（土）

　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９月１３日（火）エイズ

即日検査

○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

９月７日（水）

３９歳以下の
健康相談

９月２１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

○ウ午前９時
　～１１時３０分９月２日（金）歯科相談

（歯科衛生士）

　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

９月７日（水）
電話歯科相談
（歯科医）

９月１３日（火）
９月３０日（金）

○7 対象　障害のある人（児）○ウ午後１時３０分
　～２時３０分９月２６日（月）特別歯科相談

（歯科医） ※○南 、○橋、○津 、○湖 でも実施。日程はお問い合わせください。

内容・時間・対象会　場日にち教室名

　保健師、保育士等による
健康・育児相談、身体測定、
親子遊びの紹介など
※△印は、栄養士による栄
養相談もあり
※□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 ９月１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 ９月２日（金）

向陽○こ 、大野南○こ ９月６日（火）

大野台○こ ９月７日（水）

相模台○こ 、△大沼○こ ９月８日（木）

大島○こ 、橋本○こ ９月９日（金）

○藤 、△清新○こ ９月１３日（火）

△□ ○津 ９月１４日（水）

大野北○こ 、上鶴間○こ ９月１５日（木）
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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。

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。
※８月１８日（木）までは、２４時間案内します。

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

生活リハビリ相談
　理学療法士などによる機能訓練や住宅改修、福祉用具などの相談に応じ
ます。
時　間　①午前９時１５分～１１時３０分、②午後１時３０分～３時４５分
定　員　各３人（申込順）　　申し込み　電話で８月１５日から各申込先へ 

申込先
会　場

○包 ＝地域包括支援
センター

時　間日にち

1０４２－７８３－００３０城山○包 

①

８月２２日（月）
1０４２－７７８－２８３７田名○包 

1０４２－７６８－２１９５大野北○包 ８月２３日（火）

1０４２－７６８－１８０５上溝○包 ８月２６日（金）

1０４２－７７３－５８１２橋本○包 
９月５日（月）

1０４２－７５８－７７１９星が丘○包 

1０４２－７３０－３８８６中央○包 ９月６日（火）

1０４２－７４１－６６６５相模台○包 ９月８日（木）

1０４２－７７１－３３７３清新○包 ９月９日（金）

1０４２－７６０－１２１０大沢○包 
９月１２日（月）

1０４２－７５２－１３２１小山○包 

1０４２－７５０－１０６７光が丘○包 ９月１３日（火）
1０４２－７５１－６６６２横山○包 ９月１６日（金）

1０４２－７４０－７７０８東林○包 

②

８月２３日（火）

1０４２－６８６－６７０５藤野○包 
８月２５日（木）

1０４６－２５２－７６４６新磯○包 

1０４２－７５８－８２７８大野中○包 ９月６日（火）

1０４２－７８０－５７９０津久井○包 
９月８日（木）

1０４２－７４５－２６４４相武台○包 

1０４２－７６６－３４８１大野南○包 ９月１３日（火）

1０４２－６８５－１５３８相模湖○包 
９月１５日（木）

1０４２－７７７－６８５８麻溝○包 

さがみはらわかち合いの会（自死遺族の集い）
　同じ体験を持つ人同士で話し合う場です。
日　時　９月８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

●もっと健康になるための教室●

申込内容・対象など会場時　間日にち教室名

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

技に支障がない人
定員　ダンベル体操＝２０人、

ソフトエアロビクス
○ウ ＝２５人、○南 ＝１５人、
チェアーエクササイ
ズ＝１５人（申込順）

○南

午前１０時
　～正午

９月９日（金）ダンベル体操

○9 ○ウ９月１４日（水）ソフト
エアロビクス

○１０ ○南
９月１５日（木）

９月２５日（日）チェアー
エクササイズ

○9 

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

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

費用　１，０００円

○ウ午後１時１５分
　～４時１５分９月２８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。

　　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。

●ポリオ予防接種●
お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

定　員　各５０人（申込順）
※いずれも個別相談会あり（若干名、要予約）
申し込み　電話で、８月１５日からコールセン

ター（1０４２－７７０－７７７７）へ

会　場日　時講座名

南保健福祉
センター

９月１４日（水）
午後６時３０分
　～８時

潰瘍性大腸炎
　潰瘍性大腸炎と食
事について

ソレイユ
さがみ

（緑区橋本）

９月１７日（土）
午後２時
　～４時

シェーグレン症候群
　治療に関する最新
情報と療養について

難病講演会

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　９月２８日、１０月５日の水曜日午前１０時～正午
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本５－４－２０）
対　象　市内在住の人＝３０人（申込順）
※子どもも一緒に参加できます。
申し込み　電話で８月１５日から緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）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９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

受付時間・対象など

受付時間　午後１時４０分～２時２０分
※希望者は直接会場へ。受付時間を過
ぎると接種できません。

対象　生後３か月以上７歳６か月未満
で、２回受けていない子ども

接種方法　４１日以上の間隔で２回投与
持ち物　体温計（会場で検温します）、
母子健康手帳、予診票、筆記用具

次のいずれかに該当する人は接種でき
ません
①会場で測る体温が３７．５℃以上ある
②下痢をしている
③けいれんをおこして最終発作から３
か月以上経過していない

④伝染性の病気が治ってから一定以上
の期間が経過していない

⑤伝染性の病気に家族など身近な人が
かかっていて、接触した日から一定
以上の潜伏期間が経過していない

⑥ポリオ以外の予防接種後、一定以上
の期間が経過していない

⑦２回目接種の場合、１回目の接種日
の翌日から４１日以上経過していない

※④～⑥の期間について詳しくは、疾
病対策課（1０４２－７６９－８３４６）へお
問い合わせください。

注意
●冊子「予防接種と子どもの健康」（出
生時に配布）を読んでおいてくださ
い。

●投与前後３０分は飲食を避けてくださ
い。

●予防接種はお子さんの体調の良いと
きに受けましょう。

区　分
会　場 ２回目

投与対象
１回目
投与対象

９月１２日（月）
１０月３日（月）

９月２１日（水）
１０月１４日（金）

サン・エール
さがみはら

９月２７日（火）相原公民館

１０月１９日（水）大沢公民館

１０月４日（火）９月１３日（火）城山保健福
祉センター

９月２６日（月）１０月１７日（月）津久井保健
センター

１０月１１日（火）相模湖総合
事務所

９月９日（金）藤野総合
事務所

９月１３日（火）
９月３０日（金）
１０月１２日（水）

９月２０日（火）
１０月４日（火）
１０月１８日（火）

ウェルネス
さがみはら

９月２８日（水）小山公民館

９月２７日（火）光が丘
公民館

９月１６日（金）１０月５日（水）大野北
公民館

９月１４日（水）１０月７日（金）田名公民館

９月２１日（水）１０月１４日（金）上溝公民館

１０月１４日（金）９月２０日（火）大野中
公民館

１０月３日（月）大野台
公民館

１０月１８日（火）大沼公民館

９月２６日（月）
１０月１１日（火）

９月１４日（水）
１０月５日（水）南メディカ

ルセンター
１０月１７日（月）

９月３０日（金）上鶴間
公民館

９月９日（金）麻溝公民館

９月１６日（金）新磯公民館

９月２８日（水）１０月１９日（水）おださが
プラザ

１０月１２日（水）相武台
公民館

１０月７日（金）９月１２日（月）東林公民館

次回は
平成２４年４月と５月に実施する

予定です

タバコをやめたい人・
やめさせたい人のための

禁煙サポート講座
　禁煙に成功した人の体験談や、検査
を行います。
日　時　９月１０日（土）午前１０時～正午
会　場　シティ・プラザはしもと
定　員　５０人（申込順）
申し込み　直接か電話で８月１５日から

緑保健センター（1０４２－７７５－
８８１６）へ
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