
 今号の主な内容 L I N E U P

■ トピックス ■ 

地震時の適切な行動と日頃からの備え 3
障害者の就労を支援 6

　東日本大震災で被災した岩手県大船渡市の小学
生１０２人が８月１０日、本市を訪れました。市教育
委員会が招待し、２泊３日の中で市立博物館での
映画鑑賞やＪＡＸＡ相模原キャンパスの見学、芸
術活動、スポーツ吹き矢などの体験活動を楽しみ
ました。 
　大船渡市に帰る児童は「３日間いろいろな体験
ができて、とても楽しかった。一生の思い出にな
りました。」と話していました。 
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最近、眠れて 
いますか？ 

何か 
心配な事は 
ありますか？ 

ひとりで悩まず相談してください 

ひとりじゃないよ 

応援したい 

ひとりじゃないよ 

応援したい 

ひとりじゃないよ 

応援したい 
あなたの“生きる”を あなたの“生きる”を あなたの“生きる”を 

　日本では、平成１０年以降自殺者が急増し、年間自殺者が３万人を越えています。
昨年の自殺者は３万1,６９０人で、本市でも１４１人もの人が自殺で亡くなっています。 
　このような状況と、自殺対策への取り組みについて、多くの市民の皆さんに知
ってもらうため、市の呼び掛けに賛同した、市内４スポーツ団体と、今年２月に
「自殺対策事業における協力に関する協定」を締結しました。 
　市では、世界自殺予防デー（９月１０日）のある９月を「自殺対策強化月間」と
して、地元スポーツ団体と協力しながら、市民の皆さんへの普及啓発を行い、自殺
者を減らすための対策を進めています。 
　一人でも多くの命を救えるよう、皆さんも周囲の人の小さな変化に気付き、悩
んでいる人がいたら温かく寄り添って見守りましょう。 

あなたの周りにこんな人いませんか？ あなたの周りにこんな人いませんか？ 
■ 気分が沈み、元気がない 

■ 不眠が続く 

■ 原因不明の体調不良が続く 

■ 飲酒量が増えた 

■ 反応が遅い、仕事の能率が落ちている 

■ 不安が強く、落ち着かない 

こころの健康に不安を感じたら 
　こころの病の治療・社会復帰・生活上
の問題などの相談に応じます。 

 昼間の相談 
月～金曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を除く） 

午前８時３０分～午後５時 
緑障害福祉相談課　1０４２－７７５－８８１１ 
津久井保健福祉課　1０４２－７８０－１４１２ 
中央障害福祉相談課　1０４２－７６９－９８０６ 
南障害福祉相談課　1０４２－７０１－７７１５ 

 夜間の電話相談 
月～土曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を除く） 

午後５時～１０時 
こころの電話相談　1０４２－７６９－９８１９ 

自殺の不安を感じたら 
“いきる”ホットライン（自殺予防専門電話相談） 

1０４２－７６９－９８００ 
毎週日曜日　午後５時～１０時 
（１２月２９日～１月３日を除く） 

東京自殺防止センター　1０３－５２８６－９０９０ 
〈午後８時（毎週火曜日は午後５時）～午前６時〉 
横浜いのちの電話　　　1０４５－３３５－４３４３ 

〈２４時間〉 
川崎いのちの電話　　　1０４４－７３３－４３４３ 

〈２４時間〉 

このほかの自殺対策キャンペーンの内容など、 
詳しくは２㌻をご覧ください。 

まずは電話してください 

年中無休 
 

　悩みを抱えた人は、「人に悩みを言えない」、
「どのように解決したらよいかわからない」等
の状況に陥ることがあります。悩んでいる人を
自殺の危機から救うためには、周囲が悩んでい
る人の変化に気付き、声を掛け、話を聴き、必
要な相談窓口や支援につなげ、温かく寄り添い
ながら見守ることが大切です。 

お問い合わせ　精神保健福祉センター　1０４２－７６９－９８１８ 

チェック！ チェック！ 

ノジマ相模原ライズ 
畑　喜一郎選手 

三菱重工相模原 
ダイナボアーズ 
杉本剛章選手 

ブレッサ相模原 
池田朋也選手 

ＳＣ相模原 
工藤祐生選手 

ノジマ相模原ライズ 
畑　喜一郎選手 

三菱重工相模原 
ダイナボアーズ 
杉本剛章選手 

ブレッサ相模原 
池田朋也選手 

ＳＣ相模原 
工藤祐生選手 

夜間・休日も電話相談できます 
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　日中に、市税（国民健康保険税を除く）の納付相談や納税ができない人の
ために、窓口を開設します。電話相談も受け付けます。
日　時　９月５日（月）・１３日（火）午後５時３０分～午後７時

　自殺は周りの人たちに深刻な影響を与えると言われていて、家族や地域に与える心理
的、社会的、経済的影響は計り知れません。
　自殺は、心身の病気など健康問題、過重な労働環境など仕事上の問題、多重債務など
の経済的な問題を始め、さまざまな原因やきっかけが複雑に絡み合って起こります。自
殺は個人だけの問題ではなく、身近な社会の問題として考える必要があります。
　市では、「自殺対策強化月間」に合わせて、自殺対策シンポジウムや研修を行います。
この機会に自殺の問題について考えてみませんか。

募集

知って欲しい、
自殺のこと

募集

自殺対策シンポジウム

働きざかりのいのちを守ろうPart2
日　時　９月２２日（木）午後２時～４時１５分
会　場　グリーンホール相模大野
テーマ　人事労務担当者が知っておきたいメンタルヘルスの知識
コーディネーター　宮岡　等さん（北里大学医学部精神科学教授）
シンポジスト　笹原信一朗さん（筑波大学大学院人間総合科学研

究科講師） 
後藤昌弘さん（県相模原地域産業保健センターコ
ーディネーター）

対　象　市内在住か在勤・在学の人＝２００人（申込順）
申し込み　電話で９月２１日までにあじさいメイツ（1０４２－７７５－

５５０５）へ

ゲートキーパー研修
　自殺の現状や、自殺の危険を示すサインに
気付き、適切な対応ができる人「ゲートキー
パー」の役割について学びます。
日　時　９月２９日（木）午後２時～４時
会　場　あじさい会館
テーマ　「あなたの“生きる”を応援したい」
講　師　杉本脩子さん 

（全国自死遺族総合支援センター）
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　１００人（申込順）
申し込み　電話で９月２８日までに精神保健福

祉センターへ

自殺対策啓発コーナー
　啓発リーフレットの配布や、自死遺族
のメッセージボードなどを展示します。

会　場時　間期　間

シティ・プラザ
はしもと内６階

午前８時３０分
～午後１０時

９月１２日
（月）まで

南保健福祉
センター　

９月１６日
（金）まで

ウェルネス
さがみはら

午前８時３０分
～午後７時

　サッカー、アメリカンフットボール、ラグビーの地元スポーツ４団体と協力し、
自殺対策街頭キャンペーンや、エフエムさがみでのスポットＣＭなどを通して、「あ
なたの“生きる”を応援したい」をテーマに、自殺者を減らすための取り組みを行
っています。

トップレベルリーグでの活躍をめざす　

スポーツ団体と連携した取り組み
協定を結んだ４チーム
○ＳＣ相模原（関東サッカーリーグ２部、Ｊリーグ準加盟クラブ）
○ブレッサ相模原（県社会人サッカーリーグ１部）
○三菱重工相模原ダイナボアーズ

　（ジャパンラグビートップイーストリーグDiv.１）
○ノジマ相模原ライズ（社会人アメリカンフットボールＸリーグ）

自殺対策街頭キャンペーン
　自殺対策啓発リーフレットやグ
ッズを配布します。
日にち　９月９日（金）

会　場時　間
淵野辺駅周辺午前９時～１０時
相模大野駅周辺午後１時～２時
橋本駅周辺午後４時～５時

対戦相手会　場時　間日にち

栗田工業ニッパツ三ツ沢球技場
（横浜市神奈川区三ツ沢西町）午後３時９月１１日（日）

秋田ノーザンブレッツ秩父宮ラグビー場
（東京都港区北青山）

午後１時　　１８日（日）
日本ＩＢＭビッグブルー午後３時　　２４日（土）

※希望者は直接会場へ
※相模原駅から各会場への無料送迎バスあり（希望者は電話で、各試合１週間前
までに三菱重工相模原ダイナボアーズ事務局へ）

お問い合わせ　三菱重工相模原ダイナボアーズ事務局　1０４２－７６１－２６８６

全国初

三菱重工相模原ダイナボアーズを応援に行こう

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応応応応応応応応援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市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民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民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デデデデデデデデ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ーーーーーーーーーーーー
　当日、会場のダイナボアーズ受け付けテントで「広報
紙を見た」と申し出ると、チケットを渡します。

 ＦＭラジオ特番 

「ひとりじゃないよ あなた
の“生きる”を応援したい」

　エフエムさがみ（８３．９MHz） 
で選手からのメッセージなど
を届けます。
日にち　９月１０日（土）
時　間　午後１１時～１１時３０分

　博物館の活動や運営に関して協議します。
任　期　１１月から２年間
対　象　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）＝２人（選考）
申し込み　市立博物館、各行政資料コーナー・まちづくりセンター・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
　市へのご意見・ご提案　→　審議会等の公募委員の募集　からダウン
ロード可）を９月２２日（必着）までに市立博物館（1０４２－７５０－８０３０）へ

博物館協議会委員

　相模大野駅西側地区で進められている、市街地再開発事業区域の「まち」
の名前を募集します。
応　募　相模大野駅西側地区市街地再開発組合のホームページからか、同

組合事務所（南区相模大野３－１－３３）、南区役所情報提供コーナ
ーにある応募はがきで、１０月３１日（必着）までに同組合へ

※自作の未発表作品に限ります。
※応募について詳しくは、同組合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　相模大野駅西側地区市街地再開発組合　1０４２－７４０－９２０３

タウンネーミング

　１０月１日から一部の地域で、一般ごみの収集を市の直営から民間業者に
委託します。また、収集車両の色も変わります。

お問い合わせ収集車両の色民間に委託する地域
麻溝台環境事業所
1０４２－７４７－１２４１赤相模台・東林地区の一部

橋本台環境事業所
1０４２－７７２－０２１８黄大野北・上溝・田名地区の一部

※収集曜日は変わりません。
※収集時間が変更になる地域もあります。収集日の朝８時３０分までに出し
てください。

一般ごみの収集を一部民間に委託します

受験資格職務内容採用予定人数試験区分

昭和５６年４月２日～平成２
年４月１日に生まれた人一般行政事務１５人程度行　政

（大学卒業程度）

昭和５１年４月２日～平成２
年４月１日に生まれた人

土木に関する
専門業務等　１０人程度土　木

（大学卒業程度）

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）

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

夜間納税相談窓口のご利用を

市職員を募集

お問い合わせ　精神保健福祉センター　1０４２－７６９－９８１８

※原則、採用は平成２４年４月１日以降です。
※詳しくは、人事委員会事務局、市役所本館１階受付、各区役所総務課・
まちづくりセンターなどにある受験案内をご覧ください。市ホームペー
ジの　相模原市、職員募集。　からもご覧になれます。
申し込み　受験案内に付いている申込書を郵送で、９月７日～９月２０日

（消印有効）に人事委員会事務局へ

第１次試験日　１０月２３日（日）　麻布大学
お問い合わせ　人事委員会事務局　1０４２－７６９－８３２０
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総合防災訓練備えよう災害に
高めよう防災行動力

　３月１１日午後２時４６分、東北地方の太平洋沖でマグニチュード９．０の地震が発生し、東

日本の広範囲に甚大な被害を及ぼしています。地震など災害時には、日頃の備えがあなた

や家族、そして大切な暮らしの場を守ります。

　９月１日は防災の日、８月３０日～９月５日は防災週間です。この機会に、家族などで大

地震が発生したときの適切な行動パターンを学び、もしものときに備えましょう。

予知対応型訓練
　東海地震の警戒宣言の発令を想定した訓練を実
施します。

急傾斜地崩壊危険区域における
事前避難対策訓練
９月４日（日）午前８時３０分から
　急傾斜地崩壊危険区域の周辺に居住する住民の
方を対象とした情報伝達訓練、避難誘導訓練等の
事前対策訓練を実施します。
今年の訓練対象
緑区＝城山地区（久保沢）

相模湖地区（与瀬中野、与瀬横道）
南区＝古淵地区

警戒宣言発令に伴う広報活動訓練
９月１日（木）午前８時３０分から
　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。

９月１日は
防災の日

　災害が起きたとき適切に行動するためには、日頃から正しい情報を集める方法を知り、いざと
いうときに備えておくことが大切です。

ひばり放送の内容や防災情報をテレビ神奈川（ｔｖｋ）のデータ放送で配信
　８月から、リモコンにｄボタンがある地上デジタル放送対応のテレビかチューナーで、ひばり
放送の内容や防災情報を確認できます。
データ放送の表示方法
①ｔｖｋの画面からリモコンのｄボタンを押します。
（ひばり放送の配信があった日は、この段階で④のページが表示されます）
②データ放送を表示させ、マイタウン情報を選択します。
③相模原市の専用ページを表示させ、防災ひばり放送を選択します。
④防災ひばり放送のページから、確認したい件名を選択します。
※ひばり放送の内容は、ほぼ同時にデータ放送で配信するほか、市ホームページの　ひばり放送
やテレホンサービス（1０１８０－９９４－８３９※要通話料）で確認できます。

発災対応型訓練　９月４日（日）
　相模原市東部直下を震源域とした大規模地震の発生を想定した訓練を実施します。

市民１分間行動訓練　午前９時
　大規模地震発生時に初めの１分間で、落ち着いて適切な行動を取るための訓練です。
　ひばり放送とエフエムさがみ（８３．９ＭＨｚ）、Ｊ：ＣＯＭで放送する「訓練、地震放送」を合図に、 
①その場に合った身の安全の確保　②出口（避難路）の確保　③火の始末を、家庭や職場などで実施し
てください。

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）
　大規模地震が発生したことを想定し、避難誘導・医療救護・ヘリ
コプターによる航空輸送や負傷者搬送、応急仮設住宅建設・ライフ
ライン復旧などの訓練を実施します。

地域会場訓練　午前９時～正午
　避難誘導・生活必需物資輸送受け入れなどの訓練が、地区の連合自主防災隊主催で実施されます。
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

救急フェア

　避難する時に必要最小限な品を、両手が使えるリュ
ックサックなどに入れておきましょう。

● 出口（避難路）の確保 ● 非常持ち出し品の携帯
● 家族の安全を確認し、余震に注意しましょう
● 隣近所の安否を確認し、消火・救出活動に協力しま
しょう

● テレビ・ラジオ・ひばり放送などで正しい情報を確
認しましょう

● 家屋の倒壊などの恐れがあれば避難しましょう

　インターネットに接続できるパソコンや、スマート
フォンなどで聴取できます。
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

　災害による被害を最小限に食い止めるた
めにも、災害が発生した場合にまず自分の
身を守るためにはどう行動すべきかを、訓
練などを通じて具体的にイメージしておき
ましょう。

○心肺 蘇  生 法の体験　○救急車の展示と解説
そ せい

○消防車両のペーパークラフト作成　など
日　時　９月１０日（土）午後１時～４時
会　場　アリオ橋本イベント広場
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　北消防署警備課本署　1０４２－７７４－０１１９

救急
箱 

非常持ち出し品リスト
□飲料水　　　　　□マッチ・ライター
□食料品　　　　　□ティッシュペーパー
□携帯ラジオ　　　□衣類（下着・タオルなども）
□懐中電灯　　　　□雨具・防寒具
□乾電池（予備）　□救急セット・常備薬
□履物　　　　　　□ロープ・ひも
□貴重品　　　　　□筆記用具
□生理用品　　　　□粉ミルク・紙おむつ

エフエムさがみ（８３．９ＭＨｚ）を
インターネットで配信

● 身の安全の確保 ● 火の始末
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地震時の適切な行動と日頃からの備え
お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７５１－９１２８

▲このマーク
　が目印

非常持ち出し品を
準備しておきましょう
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　市では、旧耐震基準（昭和５６年５月３１日以前）で建築された木造住宅

と分譲マンションの耐震化に向け、さまざまな制度を設けています。大

切な命と財産を守るため、この機会に耐震補強をしませんか。

耐震改修工事費用から補助額を差し引いた額の１０％を控除。
上限２０万円所得税

家屋分を２年間２分の１に減額（居住床面積１２０㎡までで、
平成２４年１２月３１日までに工事が完了した住宅）固定資産税

※このほか耐震改修と合わせて行う防火構造改修に対する補助もあります。
対　象　所有者が居住している住宅

建築物の耐震巡回相談
日　時　９月７日（水）午後１時３０分～４時３０分
会　場　大野南公民館
※希望者は、確認通知書と図面があれば持参して直接会場へ

旧耐震基準の在来工法による木造住宅

無料（要予約・要図面）窓口簡易耐震診断

費用の５分の４以内、上限８万円耐震診断補助制度

費用の２分の１以内、上限３万円耐震改修計画補助制度

費用の２分の１以内、上限８０万円耐震改修工事補助制度

最大２０万円を改修工事補助に加算高齢者世帯等割増

旧耐震基準の分譲マンション
無料（要予約・申込順）
設計図・構造図等の設計図書が必要です耐震巡回相談

費用の２分の１以内、上限１住戸につき３万円耐震診断補助制度

費用の３分の２以内、上限１住戸につき５万円耐震改修計画補助制度

詳しくはお問い合わせください 耐震改修工事補助制度

耐震改修促進税制
　耐震改修工事をした人を対象に、所得税の控除、固定資産税の減額制度
があります。

日　時　９月２３日（祝）午後１時３０分～４時３０分　　会　場　産業会館　
講　師　村井忠夫さん（マンション管理問題評論家）
定　員　１００人（申込順）
申し込み　電話で、９月１２日までに建築指導課（1０４２－７６９－８２５３）へ

　ボランティアの案内で、常福寺
などを巡ります。磯部八幡宮の不
動明王の特別公開の見学もします。
日　時　９月１１日（日）午前１０時～正午
集合場所　相武台下駅　※小雨決行
定　員　５０人（申込順）
申し込み　電話で、９月９日まで

に文化財保護課（1０４２－
７６９－８３７１）へ

日にち　９月１８日（日）
時　間　午後２時～４時　
会　場　旧石器ハテナ館　　
対　象　小学校４年生以上の人
定　員　３０人（申込順）
費　用　５００円（材料費）
申し込み　電話で同館（1０４２－

７７７－６３７１）へ

２３年度補助制度申込受付期間　１２月２８日まで　補助予定金額が終了した時点で締め切ります。
※これらの制度の利用条件や手続きについて詳しくは、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ　　建築指導課　1０４２－７６９－８２５２　　 固定資産税について　資産税課　1０４２－７６９－８２２４

　判断能力が不十分な高齢者や障害者のための制度について理解を深めます。
日　時　９月１７日（土）午後１時３０分～３時
会　場　南保健福祉センター　　講　師　柴田広宣さん（税理士）
定　員　１００人（先着順）　　※希望者は直接会場へ
※講座終了後に専門家団体等による無料相談会を行います。

お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７０７－７０４２

成年後見制度 市民公開講座

　地域の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　市民が自主的に運営し、毎月定例的に活動する５人以上で構成す

る団体（申込順）
対象物品　帽子、べスト、腕章、合図灯、防犯ブザー、懐中電灯など
補助額　物品購入額の２分の１（限度額＝５万円）
※申し込み方法など、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

防犯活動物品の購入を支援

　皮革産業が盛んなバングラデシュの環境問題と貧困などについての講話
を聞き、革でパスケースを作ります。２つ作った場合、１つはバングラデ
シュの支援にあてます。
日　時　９月２５日（日）午前１０時～午後４時
会　場　環境情報センター
対　象　中学生以上の人＝２０人（申込順）　　費　用　１，０００円
申し込み　電話で同センターへ

◇　　　◇

お問い合わせ　環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８

作ってワクワク、触れてハッケン、知って発信

～革から知ろうバングラデシュ～

　自然観察指導員と散策し、植物や生き物について学びます。
日　時　９月１４日（水）午前９時３０分～１１時３０分
コース　環境情報センター～市役所～富士見公園近辺
※参加希望者は、飲み物と帽子、ルーペなど観察に必要な道具（貸し出し
あり）を持って、直接、環境情報センターへ

　城山登山やハイキングを通して人とふれあい、集団への適応力を高めます。
日　時　１０月２２日（土）午前１０時３０分～午後３時　※荒天時は中止
会　場　県立津久井湖城山公園
対　象　市内在住か在学の、不登校や集団生活をためらいがちな小・中学

生とその保護者＝５０人（申込順）
申し込み　電話で、９月３０日までに青少年相談センター（1０４２－７６９－

８２８５）へ

ふれあい体験学習 希望の村

環境講
座

旧石器ハテナ館で学ぼう！

黒曜石で

尖頭器（石やり）作り
せん とう き

我が家の耐震性は大丈夫？

木造住宅・マンションの耐震化を支援

マンション管理セミナー

大震災後のマンション管理再点検

勝坂を学ぼう！

相武台下～勝坂遺跡の
文化財探訪

発見しよう！

まちの中の小さな自然

　商店街の空き店舗で出店をめざす人から事業計画を募集します。審査の
うえ、入選者には専門家による個別指導や奨励金などの支援をします。
対　象　市内の商店街の空き店舗で小売業、サービス業、飲食業を経営し

ようとする個人か、従業員５人以下の企業
奨励金　貸借料の５０％以内（最大２年間、上限１０万円／月）
申し込み　商業観光課にある申込書（市ホームページの　産業・ビジネス 

→　創業したい人向け情報　→　チャレンジショップ支援事業（創業
支援）　からダウンロード可）と平成２２年度市・県民税納税証明書
（法人市民税は直近の事業年度のもの。コピー可）を、１０月３１日（必
着）までに同課（1０４２－７６９－９２５５）へ

※対象など詳しくはお問い合わせください。

チャレンジショップ募集

　市では、電気使用量が前年比１５％以上削減できた世帯を対象に、毎月抽
選で１５０人にＬＥＤ電球が当たるキャンペーンを実施しています。
受付場所　各区役所地域政策課・まちづくりセンター・出張所（土・日曜

日、祝日を除く）
申し込み　受付場所にある応募用紙と８・９月分の東京電力からの「電気

ご使用量のお知らせ」（コピー不可）を持って、８月分は９月９日、
９月分は１０月１１日までに直接、受付場所へ

※当選者の発表など詳しくは、市ホームページの 節電関連情報について を
ご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

さがみはら 家族で節電キャンペーン 実施中
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星空観望会
　グループに分かれ、プラネタリウムで天体についての解説後、４０㎝大型
望遠鏡で惑星などを観察します。（雨天時は内容を変更して実施します）

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＝１，０００円　Ｂ＝１，５００円
※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・
出張所・公民館・図書館などにある講義案内をご覧ください。

申し込み　はがき（１講座１枚）に住所、氏名（ふりがな）、生年月日、
性別、電話番号、希望のコースと講座名、市民大学受験登録番号
（登録済みの人のみ）を書いて、９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
ームページからも申し込めます。

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　後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期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後期講座

　オンラインデータベース「D１－ Law.com」を活用した身近な法律情報
の調べ方を学びます。
日　時　９月２２日（木）午後１時３０分～３時３０分　　会　場　橋本図書館
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝１６人（申込順）
申し込み　直接か電話で、９月１９日までに同館（1０４２－７７０－６６００）へ

申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、コース名を書いて、
９月２６日までに日中交流協会事務局（渉外課内　1０４２－７６９－８２０７
Ｅメール kokusai@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

費　用日にちコース名

１６万８，０００円１１月７日（月）～１０日（木）
①３泊４日
（ 無  錫 ・宜興など）

む しゃく

２１万９，０００円１１月７日（月）～１４日（月）②７泊８日
（①＋上海、桂林、 陽 朔   、広州など）

よう さく

　毎月行う紙芝居会が、市立図書館で始まります。
日にち　９月４日～平成２４年３月４日の毎月第１日曜日（１月は第２日曜日）
時　間　午前１１時～１１時３０分
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
※内容は４歳～小学生向け
　（観覧の年齢制限はなし）
※観覧希望者は直接会場へ

お問い合わせ　ほっこり座の本多さん　1０４２－７５１－６４１４

※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

観望天体定　員時　間日にち
海王星各１２０人

（先着順）午後７時～８時３０分
９月２日（金）

Ｍ５７（環状星雲）　　１７日（土）

　ボランティア 登  録  者 と、これか
とう ろく しゃ

ら 参 
さん

 加 したい 人 の 交 
か ひと こう

 流 
りゅう

 会 です。
かい

 日 にち　
ひ

９ 月 １０ 日 
がつ か

（ 土 ）
ど

 時 　間   　
じ かん

 午  後 ２ 時 ～４ 時 
ご ご じ じ

 対 　 象 
たい しょう

　 平  成 ２３ 年 ３ 月 ２０ 日  以  降 に
へい せい ねん がつ か い こう

 登 
とう

 録 した 人 と、これから 参 
ろく ひと さん

 加 
か

したいと 思 っている
おも

 人 
ひと

　 同 ラウンジで 活  動 している 外  国 
どう かつ どう がい こく

 人 や 日  本  語 を 勉  強 している 外  国  人 
じん に ほん ご べん きょう がい こく じん

を 交 えた、 誰 でも 参  加 できる 交 
まじ だれ さん か こう

 流 
りゅう

会   です。
かい

 日 にち
ひ

　 毎  月  第 ２ 土  曜  日 
まい つき だい ど よう び

 次  回 は９ 月 １０ 日 （ 土 ）
じ かい がつ か ど

 時 　間
じ かん

   　 午  後 ４
ご ご

 時 
じ

～５ 時 ３０ 分 
じ ぷん

お 茶  会 ～みんなのしゃべり 場 
ちゃ かい ば

お 問 い 合 わせ　さがみはら 国  際  交  流 ラウンジ　1０４２－７５０－４１５０
と あ こく さい こう りゅう

日本惑星科学会一般講演会
日　時　１０月２２日（土）午後１時３０分～４時
内　容　第１部「太陽系起源物質とはやぶさリターンサンプルの初期分析」
　　　　　講　師　�山　明さん（大阪大学大学院教授）
　　　　第２部「宇宙に生命を探す」
　　　　　講　師　関根康人さん（東京大学大学院講師）
定　員　２００人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚に５人まで）に、代表者の住所・電話番号、

全員の氏名・年齢、「日本惑星科学会」と書いて、９月１５日（必着）
までに同館（〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５）へ

お問い合わせ　市立博物館　1０４２－７５０－８０３０

受講料定　員時　間期間・曜日講座名コース名

Ａ６０人午前１０時４０分～午後０時１０分１１月１日～２９日の毎週火曜日高齢者の健康と介護〈全５回〉和泉短期大学

Ｂ１５０人午後１時２０分～２時５０分９月２９日、１０月１３日、１１月１０日・２４日、
１２月８日・２２日、１月１２日・２６日の木曜日

絵を見て想像の翼を無限に広げよう！
－見る快楽としての知－　〈全８回〉女子美術大学

Ｂ
※６

１３人
午前９時～正午１２月１２日（月）～１５日（木）

アニメーションワークショップ〈全４回〉
総合電子専門学校

１５人デッサン入門〈全４回〉

Ｂ４０人午後０時５０分～２時２０分１０月５日～１１月３０日の毎週水曜日
（１１月２３日を除く）

現代に生きる「論語」
－その君子像から〈全８回〉桜美林大学

Ａ２５０人午後１時１０分～２時４０分１０月１５日～１１月１２日の毎週土曜日先端技術と私達の暮らし〈全５回〉青山学院大学

Ｂ２０人午後２時～４時１０月１日～１１月１９日の毎週土曜日水墨画入門〈全８回〉多摩美術大学　※１

Ａ５０人午前１０時～１１時３０分１０月８日～２９日の毎週土曜日高齢化社会の健康食生活　ミクロからマクロ
まで〈全４回〉東京家政学院大学　※２

Ａ３０人午後１時～２時３０分１０月７日～２１日の毎週金曜日国際的視点から見た日本古代の仏教文化
〈全３回〉東京女学館大学

Ａ８０人午前１０時～正午１０月８日～２９日の毎週土曜日宇宙科学の最前線〈全４回〉総合研究大学院大学　※３

Ｂ１６人午後６時３０分～８時１０月３日～１２月１２日の毎週月曜日　　　　
（１０月１０日・３１日、１１月２８日を除く）Active English in the News〈全８回〉サレジオ工業高等専門学校

Ａ１２人午前９時３０分～正午１０月２２日・２９日の土曜日「あそびニケーション」
～遊び＋対話＝学び～〈全２回〉玉川大学

Ａ５０人午前１０時３０分～正午１１月５日～１２月３日の毎週土曜日「甲州街道をゆく」
～語り継がれる小原宿と與瀬宿～〈全５回〉総合学習センター　※４

Ａ４０人午前１０時～１１時３０分１０月１３日～２７日の毎週木曜日座間の蚕はどこへいった？〈全３回〉　座間市生涯学習課　※５

※１・２　会場はソレイユさがみ（緑区橋本）　　※３　会場はＪＡＸＡ相模原キャンパス（中央区由野台）　　※４　１１月１９日の会場は桂北公民館。１１月２６日は同公
民館に集合し、甲州古道散策　※５　１０月２７日の集合・解散場所は絹の道資料館入口（八王子市 鑓  水 ）　　※６　資料代・材料費として別途５００円

やり みず

市民大学　後期講座
さがまちコンソーシアム事務局内市民大学担当
1０４２－７０３－８５５０
〒２５２－０３０７　南区文京２－１－１

申し込み
お問い合わせ

 希  望  者 は
き ぼう しゃ

 直  接  会  場 へ
ちょく せつ かい じょう

 新 ボランティア 交  流  会 
しん こう りゅう かい

オンラインデータベース講習会

身近な判例・法律情報の調べ方

ほっこり座のかみしばい

市立博物館の催し

さがみはら国際交流ラウンジの催し
こく さい こう りゅう もよお

市日中交流協会訪中団

中国の達人～あなたの知らない中国をめぐる旅～
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働くことは、障害の有無に関わらず、自立した生活を支える基盤であり、一人ひとりの可能
性を生かす手段でもあります。
市では、企業への障害者の雇用促進に向けた取り組みや、一人ひとりに適した就労に向けて

職業訓練体制・職業相談体制の充実を図り、国、県、事業者などと連携して、障害者の就労を
支援する取り組みを進めています。この月間を通して、障害者の雇用に対する理解を深め、障
害者の就労について考えてみませんか。

障害者スポーツ講座〈全３回〉
①ダンスパフォーマンス
日にち　１０月２日・１６日、１１月６日の日曜日
対　象　市内在住か在勤・在学の知的障害児・者
定　員　知的障害児・者３０人、ボランティア５人（申込順）

②ショートテニス
日にち　１０月７日・２１日、１１月４日の金曜日
対　象　市内在住か在勤・在学の身体障害児・者
定　員　身体障害児・者２０人、ボランティア多数（申込順）

◇　　　◇
時　間　午後２時～４時　　会　場　けやき体育館
申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、

講座名を書いて、①９月３０日②１０月５日までに、同
館へ

お問い合わせ　けやき体育館　1０４２－７５３－９０３０
　　　　　　　　　　　　　　　　6０４２－７６９－１２００

障害のある人が作った

自主製品を販売
　陶芸品や木工製品、革製品、焼き菓子な
どを販売します。

会　場時　間日にち

イトーヨーカドー
古淵店

午前１０時
～午後４時

９月１０日（土）
１１日（日）

イトーヨーカドー
アリオ橋本店

９月２６日（月）
２７日（火）

お問い合わせ
障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５

お問い合わせ　障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５　6０４２－７５９－４３９５

障害者雇用の現場 ニコンつばさ工房（南区麻溝台・ニコン特例子会社※）では

障 害 者 の 
就 労 を 支 援 

９月は 
障害者雇用 
支援月間 

指導員　木下　豊さん

　当社では、上野さんをはじめ知的障害のある人を３人
雇用しています。職場では、成功体験を積み重ねること
で、役に立っているという自覚・生きがいを持ってもら
えるよう、継続的に本人の意欲を引き出していくことに
重点を置いています。

　障害者雇用には不安もありましたが、障害者支援センター松が丘園の
ジョブコーチによる定期訪問もあり、職場定着への支援・相談体制が整
備されているので、心強く感じています。会社は障害者ができる業務の
開拓・現行業務の確保に苦労しましたが、障害者の社員は担当業務に一
生懸命に、とても丁寧に取り組み、仕事へのまじめな姿勢が他の社員に
も良い影響を与えてくれています。「ものづくりは人づくり」をモット
ーに、障害者も一緒に社会に貢献できる企業をめざしています。

視視視視視視視視視視視視視視視視視視視視視視視視視視覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚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障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害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るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人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

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講講講講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座座座座
〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

視覚に障害のある人の

パソコン体験講座
〈全２回〉

　音声ソフトによる
パソコン・携帯電話・
デイジーの基礎を学
び、インターネット
で新聞や趣味情報の
検索を体験します。
日にち　９月２４日（土）・２５日（日）
時　間　午前１０時～午後４時
会　場　総合学習センター
対　象　市内在住の視覚障害者
定　員　５人（申込順）
申し込み　電話で９月２２日までに同セン

ター（1０４２－７５６－３４４３）へ

精密な部品を保管するケースを一つひとつ丁寧
に清掃する上野さんと見守る指導員の木下さん

　働くことは、障害の有無に関わらず、自立した生活を支える基盤であり、一人ひとりの可能
性を生かす手段でもあります。
　市では、企業への障害者の雇用促進に向けた取り組みや、一人ひとりに適した就労に向けて
職業訓練体制・職業相談体制の充実を図り、国、県、事業者などと連携して、障害者の就労を
支援する取り組みを進めています。この月間を通して、障害者の雇用に対する理解を深め、障
害者の就労について考えてみませんか。

「障害者の雇用の促進等に関する法律」
による障害者法定雇用率

　５６人規模以上の事業主は１．８％以上の身体障害
者か知的障害者の雇用が義務付けられています。

各年６月１日現在障害者の雇用状況
国神奈川県相模原管内区　分

年 実雇用率実雇用率実雇用率
１．５２％１．４１％１．４３％平成１８年
１．５５％１．４５％１．４２％１９年
１．５９％１．４９％１．４０％２０年
１．６３％１．５７％１．４２％２１年
１．６８％１．６２％１．４４％２２年

神奈川労働局職業安定部職業対策課資料より

従業員
上野健正
さん
　機材の
 梱  包 や保
こん ぽう

管ケース
の清掃をしています。最
初は苦労しましたが、職
場の皆さんに支えてもら
い、目標以上の数をこな
せるようになりました。
働くことはとても達成感
があり、うれしいです。

※特例子会社制度　障害者を多数雇用する特別な事業所等を子会社として設立する場合などに、一定の要件の
もとで、特例的に子会社の労働者を親会社の労働者とみなして雇用率を算定する制度。

○障害者支援センター松が丘園（中央区松が丘１－２３－１）
　市内在住の障害のある人を対象に、就労に関する相談、適性にあった就労先の
開拓、職場実習への同行、職場定着のための定期訪問などの支援を行います。
利用時間　午前８時３０分～午後５時（要予約） 

お問い合わせ
障害者支援センター松が丘園　1０４２－７５８－２１２１　6０４２－７５８－７０７０　

○ハローワーク相模原（中央区富士見６－１０－１０）
　障害のある人に対して、求職登録後、職業相談・職業紹介を行い、必要に応じ
就職後の定着指導等のサービスを行っています。
お問い合わせ　ハローワーク相模原　1０４２－７７６－８６０９（部門コード４３＃）

　　　　　　　　6０４２－７５９－１８７１

○国立県営　神奈川障害者職業能力開発校（南区桜台１３－１）
　障害のある人の職業訓練や、就労支援、職場定着支援などを行っています。
職業訓練　対　象　身体・知的・精神障害者

お問い合わせ
神奈川障害者職業能力開発校　1０４２－７４４－１２４３　6０４２－７４０－１４９７
ハローワーク相模原　　　　　1０４２－７７６－８６０９　6０４２－７５９－１８７１

障害者しごとサポート事業 

お問い合わせ
神奈川障害者職業能力開発校　1０４２－７４４－５５５７　6０４２－７４０－１４９７
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○かながわ障害者雇用促進フォーラム
　基調講演や、「かながわ障害者雇用優良企業」の担当者の討論を通し
て、優良企業に認証された企業の雇用事例などを紹介します。
日　時　９月２日（金）午後１時～４時
会　場　グリーンホール相模大野多目的ホール
講　師　安部省吾さん（ＮＰＯ法人ｅキャリア・雇用プロジェクトＫ理

事・事務局長）　
対　象　障害者の採用や職場指導に携わる企業担当者など
定　員　１００人（申込順）
申し込み　電話でテンプスタッフフロンティア横浜オフィス（1０４５－

２２６－３６１７）へ

○県央障害者就職面接会
日　時　１０月７日（金）午後１時～４時（受け付けは正午～午後３時）
会　場　総合体育館
申し込み　直接、９月８日までにハローワーク相模原（1０４２－７７６－

８６０９　部門コード４３＃　6０４２－７５９－１８７１）へ

　障害者や企業・事業所を支えるさまざまな取り組みや支援機関
があります。

※この集計は、本社か本社機能の所在地ごとに、その
企業全体の雇用数を集計したもので、必ずしも当該
地域の障害者雇用状況を反映するものではありませ
ん。

就労相談、就労支援、実習支援、職場定着支援
対　象　身体・知的・精神・発達障害者で障害者手帳を持っている人障害者向け

障害者雇用相談、障害者求人支援、職場定着支援、各種助成制度情報の提供
対　象　一般企業、官公庁、公益法人など法人向け
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自治会の力で 
　　災害から地域を守る 
自治会の力で 
　　災害から地域を守る 

さがみはらコミュニティビジネスフォーラム２０１１

地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域にににににににににに暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららららしししししししししし、、、、、、、、、、地域に暮らし、　
　　地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域ををををををををををつつつつつつつつつつくくくくくくくくくくるるるるるるるるるる地域をつくる

　今、求められている、まちと人をつなぐ
コミュニティビジネスについて考えます。
日にち　９月２７日（火）
時　間　午後１時３０分～４時４０分
会　場　産業会館
定　員　８０人（申込順）
費　用　無料（交流会５００円）
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメール

に住所、氏名、電話番号、交流会
への参加の有無を書いて、市産業
振興財団（1０４２－７５９－５６００　6 

０４２－７５９－５６５５　Ｅメール cb@ 
ssz.or.jp）へ

　東日本大震災の発生であらためて大切さを痛感した「地域の絆」。
　大規模災害が発生したとき、まずは「自分たちの身は自分たちで守
り、自分たちのまちは自分たちで守る」という意識を持ち、地域で行
動することが重要です。
　私たちのもっとも身近なコミュニティ組織である自治会は、地域の
絆を深め、力を高めるため、地域の特性に合わせた防犯・防災、交通
安全、環境美化、地域福祉などさまざまな活動を行っています。
　今回は、「いざ」というときに備える、自治会の防災活動を紹介し
ます。

若者が社会に出るための学びなおしを支援

学学学学学学学学学学学びびびびびびびびびびびなななななななななななおおおおおおおおおおおししししししししししし塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾いいいいいいいいいいいっっっっっっっっっっっぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽ
　個別学習や、就職のために必要な資格取得、コミ
ュニケーション能力向上などを支援します。
期　間　１０月３日～平成２４年２月２４日の原則毎週

月・水・金曜日〈全５０回〉
時　間　午前９時～正午
会　場　青少年学習センターほか
対　象　市内在住の１５～３５歳の人（中学生を除く）
定　員　１５人（選考）　　費　用　５，０００円
入塾説明会
日　時　①９月１３日（火）②１９日（祝）午前９時～正午
会　場　青少年学習センター
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、年齢、

性別、電話番号を書いて、①９月１２日②１８日
までにきょういく応援団（1０８０－６７１４－１９９０ 
Ｅメール ippo@e-ouendan.org）へ

職業能力開発総合大学校　創立５０周年記念

市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民公公公公公公公公公公公開開開開開開開開開開開講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座
日　時　９月１０日（土）午後２時３０分～４時１５分
会　場　市民会館　　定　員　６００人（先着順）
○市民公開講座「相模原の自然と技術」
　講　師　古川勇二さん（同校校長）
○記念講演
　　「７５歳エベレスト登頂の技能・技術・科学
そして健康　諦めない一歩ずつ　～オンリー・
ワンをめざせ～」

　講　師　三浦雄一郎さん（プロスキーヤー）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
職業能力開発総合大学校総務課

1０４２－７６３－９００５

　住んでいる地域の自治会役員に申し込んでください。
　連絡先が分からない場合は、市自治会連合会事務局（1０４２－７５３－
３４１９）へお問い合わせください。

市自治会連合会　会長　田所昌訓さん
　自治会では、東日本大震災の発生後、１日も早
い被災地の復興を願い義援金を募りました。
　５９２自治会、約１８万世帯という多くの会員の協力
で、６，５９３万３，６３５円を被災地へ送ることができま
した。
　このような大きな額が集まり、あらためて自治
会の力と絆の深さを実感しました。この力強い自

治会活動こそが、いざというときに、互いに助け合い、地域を守る最大
の防災力にもつながると考えています。この絆がさらに広がり深まるよ
う、地域を守る自治会へのより多くの皆さんの加入、活動への参加をお
願いします。

被災地のために… 自治会の力が結集！被災地のために… 自治会の力が結集！被災地のために… 自治会の力が結集！

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－８２２６

東日本大震災義援金

自治会へ加入するには自治会へ加入するには自治会へ加入するには

会長　村田充穂さん

集集集集集集集集集集集集集集集集集合合合合合合合合合合合合合合合合合住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅ににににににににににににににににに合合合合合合合合合合合合合合合合合わわわわわわわわわわわわわわわわわせせせせせせせせせせせせせせせせせたたたたたたたたたたたたたたたたた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
ウイルズスクエア・くじらの会（大野中地区）

　災害発生時、マンション住民の避難
状況がひと目で確認できるよう「避難
ステッカー」を作成し、会員に配布し
ています。避難が完了したら玄関ドア
に表示できるよう、マグネット式にな
っていますが、普段から玄関ドアの裏
など、見やすい場所に貼っておくこと
で、防災意識の啓発につなげています。
　くじらの会では、避難ルートの確認
や負傷者の救護体制など、集合住宅な
らではの防災対策に積極的に取り組ん
でいます。　

　災害発生時、円滑に素早く行動でき
るように、日頃から、訓練と防災意識
の向上を重点に活動しています。
　避難場所や、災害発生時の初期行動、
日頃からの心掛けを掲載した「防災の
しおり」を自治会加入世帯へ配布し、
家族や地域で話し合いができる環境整
備に努めています。
　また、初期消火訓練などの総合的な
防災訓練や、非常時の情報収集を素早
く行うために無線機を配備するなど、
災害に強い「原宿」をめざしています。

災災災災災災災災災災災災災災災災災害害害害害害害害害害害害害害害害害発発発発発発発発発発発発発発発発発生生生生生生生生生生生生生生生生生時時時時時時時時時時時時時時時時時ののののののののののののののののの心心心心心心心心心心心心心心心心心掛掛掛掛掛掛掛掛掛掛掛掛掛掛掛掛掛けけけけけけけけけけけけけけけけけととととととととととととととととと避避避避避避避避避避避避避避避避避難難難難難難難難難難難難難難難難難場場場場場場場場場場場場場場場場場所所所所所所所所所所所所所所所所所ををををををををををををををををを周周周周周周周周周周周周周周周周周知知知知知知知知知知知知知知知知知
原宿自治会（城山地区）

会長　矢島義明さん

戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸戸別別別別別別別別別別別別別別別別別訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪問問問問問問問問問問問問問問問問問ににににににににににににににににによよよよよよよよよよよよよよよよよるるるるるるるるるるるるるるるるる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意意意意意意意意意意意意意意意意意識識識識識識識識識識識識識識識識識ののののののののののののののののの普普普普普普普普普普普普普普普普普及及及及及及及及及及及及及及及及及啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓発発発発発発発発発発発発発発発発発
緑が丘二丁目自治会（光が丘地区）

　自治会加入世帯を戸別訪問し、住宅用
火災警報器や家具転倒防止金具の設置の
普及、啓発に努めています。
　訪問をきっかけに地域のつながりが深
まり、防災意識も高まりました。このよ
うな信頼関係がいざというときに助け合
うことができる、安全・安心な地域にな
るよう活動を続けています。

自治会自主防災隊長　堀口　眞さん
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さがみはら北の丘センターの教室〈全８回〉

１０月１０日（祝）

テニスコートを無料開放
　横山・淵野辺・鹿沼・相模台・津久井又野・
相模湖林間公園、大野台南、やまびこ（小倉）、
名倉グラウンド

※鹿沼・相模台公園、大野台南は、夜間照明がないため１～
５区分のみ利用できます。

対　象　市内在住か在勤・在学の４人以上のグループ
定　員　３２２組（抽選）
※１６歳未満のみのグループは、保護者の同伴が必要です。
申し込み　往復はがき（１グループ１枚限り）に代表者の住

所・氏名・電話番号、全員の氏名、希望コート名・区
分（第２希望まで）を書いて、９月１４日（必着）まで
にスポーツ課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５ 
1０４２－７６９－８２８８）へ

利用時間区分
午前８時３０分～１０時１
午前１０時～１１時３０分２
午前１１時３０分～午後１時３
午後１時～２時３０分４

利用時間区分
午後２時３０分～４時５
午後４時～５時３０分６
午後５時３０分～７時７
午後７時～８時３０分８

総合体育館の教室
費　用定　員

（抽選）対　象日　時教室名

１組
５００円３０組

１～３歳の
子どもとそ
の保護者

１０月１４日（金）
午前１０時
～１１時３０分

①親子
ムーブメント

１回３００円
（６５歳以上
の人１５０円）

４０人
１５歳以上の
人（中学生
を除く）

１０月１４日～１１月
２５日の毎週金曜
日午後６時３０分
～８時３０分

②ソフト
バレーボール
〈全７回〉

申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名（①は親子
の氏名・ふりがな）、年齢（①は子どものみ）、電話番
号、教室名を書いて、９月１５日（必着）までに同館（〒２５２
－０３２８　南区麻溝台２２８４－１　1０４２－７４８－１７８１）へ

開放する
テニスコート

エコフェスティバル２０１１
　ソーラーカー組み立て教室や、電気の大切さを学ぶ理科
教室、ネイチャーゲームでエコを学ぼう。
日　時　９月１１日（日）午前１０時～午後３時
※申し込みが必要な教室があります。詳しくは同競技場ホ
ームページをご覧になるか、お問い合わせください。

費　用定　員対　象時　間日にち教室名

１組
各５００円

各１０組
（申込順）

小学校１～３年
生とその保護者

午後２時
～３時３０分

９月１１日（日）①運動会 
かけっこ 小学校４～６年

生とその保護者
午後４時
～５時３０分

各
５，０００円

各２０人
（申込順）

１８歳以上の
初心者

午前９時１５分
　～１０時１５分

９月２２日～１２月１日の
毎週木曜日（１０月２０日・
２７日、１１月３日を除く）

②シェイプ 
アップヨガ 
〈全８回〉 １８歳以上の人

午前１１時
　～正午
午後０時４５分
　～１時４５分

１８歳以上の
初心者

午前９時１５分
　～１０時１５分９月３０日～１２月２日の

毎週金曜日（１０月２１日・
２８日を除く）

③お手軽ヨガ
〈全８回〉 午後０時４５分

　～１時４５分

各１００円各１５人
（申込順）中学生午前１０時

　～正午９月２５日（日）
④走り幅跳び
⑤走り高跳び

６，０００円２０人
（抽選）

サッカー未経験
の小学校１・２
年生

午後４時
　～５時

１０月４日～平成２４年３
月６日の毎週火曜日
（１０月１８日・２５日、２４
年１月３日を除く）

⑥はじめての
サッカー
〈全２０回〉

⑦育児ボランティアを募集
　同競技場の催しに参加する人の子どもを保育します。
日　時　１０月８日（土）か９日（日）午前９時３０分～１１時
対　象　１８歳以上の人（事前研修あり）
※研修は９月２２日（木）か２６日（月）午前１０時～正午に行います。

申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、
教室名、⑦は研修参加希望日を書いて、⑥は９月２７日までに同競技場（1０４２－ 
７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp）へ

日にち　９月１７日～１１月５日の毎週土曜日
費　用定　員対　象時　間教室名

６，４００円１５人
（抽選）

２５ｍ以上泳げる中学生
以上の人

午後６時３０分
　～７時３０分

ひと味違う
平泳ぎ

日にち　９月２１日～１１月１６日の毎週水曜日（１１月９日を除く）
費　用定　員対　象時　間教室名

各
５，６００円

各２０人
（抽選）

中学生以上の人

午前１１時２０分
～午後０時２０分

スイム＆
ウオーク

午後１時２０分
　～２時２０分

らくらく
クロール

各
６，４００円

初めてプールに入る
３歳～小学校２年生

午後４時２０分
　～５時２０分プール大好き１

１２ｍ程度泳げる小学生午後５時３０分
　～６時３０分

めざせ２５ｍ
クロール２

日にち　９月２６日～１１月２１日の毎週月曜日（１０月１０日を除く）
費　用定　員対　象時　間教室名

各
６，４００円

２０人
（抽選）

初めてプールに入る
５歳～小学校３年生

午後４時２０分
　～５時２０分プール大好き２

１５人
（抽選）２５ｍ以上泳げる小学生午後５時３０分

　～６時３０分のびーる平泳ぎ

３，６００円２０人
（抽選）

市内在住で日頃運動を
している人

午後６時３０分
　～７時３０分健康体操（中級）

日にち　９月３０日～１１月１８日の毎週金曜日
費　用定　員対　象時　間教室名

各
６，４００円各２０人

（抽選）

初めてプールに入る
５歳～小学校３年生

午後４時２０分
　～５時２０分プール大好き３

１２ｍ程度泳げる小学生午後５時３０分
　～６時３０分

めざせ２５ｍ
クロール１

３，６００円市内在住で日頃運動不
足の人午後１時～２時健康体操（初級）

申し込み　往復はがきに住所、氏名、学年か年齢、性別、電話番号、教
室名を書いて、９月１０日（必着）までに同センター（〒２５２－０１３４ 
緑区下九沢２０７１－１　1０４２－７７３－５５７０）へ

～スポーツ・レクリエーションを楽しもう～

教室

相模原麻溝公園競技場の催し

費　用定　員
（申込順）対　象時　間日にち教室名

４００円
各１５人

６０歳以上の人

午前１１時
　～正午

９月１５日（木）
　　１６日（金）

転倒予防
〈全２回〉

各２００円１５歳以上の人
（中学生を除く）

９月２８日（水）腰痛・
肩こり解消

３０人１０月４日（火）健康づくり

１，０００円

各２０人

１８歳以上の人午前１０時
　～正午９月２９日（木）絵手紙体験

５，０００円６０歳以上の人
午前９時３０
分～１０時３０
分

９月２７日～１１
月２９日の毎週
火曜日（１１月
１日・２２日を
除く）

らくらく水泳
〈全８回〉

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

さがみはらグリーンプールの教室

定　員　各４０人（抽選）
費　用　１回２００円（６５歳以上の人１００円）
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、教

室名を書いて、９月１５日（必着）までに同館（〒２５２－０１３４　緑区
下九沢２３６８－１　1０４２－７６３－７７１１）へ

対　象時　間日にち教室名

４０歳以上の人午前１０時～１１時３０分
１０月７日～１１月２５
日の毎週金曜日

健康体操
〈全８回〉

１５歳以上の人
（中学生を除く）午後１時３０分～３時骨盤シェイプ体操

〈全８回〉

２０歳以上の人午後１時３０分～３時
１０月１７日～１２月５
日の毎週月曜日（１１
月１４日を除く）

いきいきストレッチ
〈全７回〉

北総合体育館の教室
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甲州夢街道ウオーク２０１１
旧街道　相模湖～藤野を歩こう

　甲州街道の歴史に触れながら、秋のウオーキングを楽しんでみませんか。
日　時　１０月２３日（日）〈小雨決行〉午前９時～午後３時
定　員　３００人（申込順）　費　用　３００円（当日申し込みは５００円）
申し込み　郵便振替の通信欄に、全員の住所・氏名・年齢・性別、代表

者の電話番号、「甲州夢街道ウオーク２０１１」と書いて、１０月１４日
までに、口座名＝東京都ウオーキング協会、口座番号＝００１６０－７
－１８９０３９へ振り込んでください

※当日受付時に、振替払込受領証（控）を提示してください。

お問い合わせ　甲州夢街道事務局（八王子商工会議所内）
1０４２－６２３－６３１１　　　　

津久井湖駅伝競走大会
日　時　１０月２３日（日）午前７時３０分～午後１時３０分
※種別など詳しくは、お問い合わせください。
費　用　７００円（中学生３００円）
申し込み　生涯学習課城山教育班・津久井教育班にある申込用紙（市ホ

ームページの イベント・講座募集 からもダウンロード可）を１０
月５日（必着）までに同課城山教育班（1０４２－７８３－８１８４）か津
久井教育班（1０４２－７８０－１４１０）へ

小
原
宿
本
陣

 城山エコミュージアムツアー 

鎌倉みち起点から相模野台地を歩く
～村境に点在する謎のスポット～

　城山地区の自然、歴史・文化遺産などをガイドとともに歩きます。
日　時　１０月１５日（土）午前９時～午後４時
※小雨決行。荒天時は１０月２２日（土）
集合場所　城山総合事務所
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）　　費　用　３００円
申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、「城山エコミ

ュージアムツアー」と書いて、９月３０日までに生涯学習課城山教育
班（1０４２－７８３－８１８４　6０４２－７８２－１２９０）へ

シルバーいきいきライフ講習会

費　用定　員
（抽選）日　時教室名

６００円８人１０月４日（火）・５日（水）
午前９時～午後４時

①初心者コンパクトデジ
タルカメラ〈全２回〉

各
１，０００円

３２人１０月１７日（月）～１９日（水）
午前９時３０分～午後３時３０分

②健康マージャン
　〈全３回〉

１５人１０月２６日（水）・２８日（金）
午前９時～午後１時③男の料理〈全２回〉

会　場　シルバー人材センター中央事務所
対　象　市内在住の６０歳以上の人
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、教室名、②は経

験の有無を書いて、９月１５日（必着）までに同所（〒２５２－０２３６
中央区富士見４－３－１　1０４２－７５４－１１７７）へ

シニアのための地域デビュー講座

地域参加をはじめてみよう！
　団塊の世代や、これから退職する人など向けに、地域活動に参加するた
めのノウハウをお話しします。
日　時　９月１７日（土）午後２時～４時　
会　場　市民会館第２大会議室
対　象　市内在住のおおむね５０歳以上の人＝５０人（申込順）
申し込み　電話で９月１４日までに高齢者福祉課（1０４２－７６９－９２３１）へ

自然教室 陣馬山で秋の草花を楽しもう
日　時　９月２９日（木）午前８時４５分～午後２時３０分
集合・解散場所　県立陣馬自然公園センター
対　象　小学生以上の人＝２０人（抽選）　　費　用　１，０００円
申し込み　往復はがきに全員の住所・氏名・年齢・電話番号、「自然教室」

と書いて、９月１４日（必着）までに同センター（〒２５２－０１８１　緑
区佐野川６５９－３　1０４２－６８７－５２７０）へ

申し込み　直接か電話で①９月１０日②１５日までに同所（1０４２－７７６－５３１１）へ

銀河アリーナの教室
費　用定　員

（申込順）対　象日　時教室名

５００円２０人
１５歳以上のトレー
ニング未経験者か
初心者

９月２０日（火）
午前１０時
　～１１時３０分

①トレーニング器具の
使い方

１，５００円１０人小学生以上の人
９月２５日（日）
午後２時
　～４時

② 蜜  蝋 キャンドル作り
みつ ろう

市体育協会からのお知らせ
初心者ゲートボール教室
日　時　９月１３日（火）午前９時３０分～正午〈予備日９月１４日（水）〉
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
対　象　市内在住か在勤の人＝３０人（先着順）
※希望者は直接会場へ　　※用具は用意します。

会長杯シニア競技会兼市町村シニア年代別選考会（ボウリング）
日　時　９月１８日（日）午前９時　　会　場　相模原パークレーンズ
対　象　市内在住か在勤・在学の５０歳以上の人
種　別　５０歳代、６０歳代、７０歳以上（男女別）　　費　用　２，５００円
申し込み　市内ボウリング場にある申込書を９月１１日までに各場へ

さがみはらレクリエーションフェスティバル
　民踊やフォーク・レクダンス、ニュースポーツなど
日　時　９月２５日（日）午前９時３０分～午後２時３０分
会　場　市体育館（市役所前）　※希望者は直接会場へ
市民ペタンク選手権大会　平成２４年度ねんりんピック選考会を兼ねています
日　時　１０月８日（土）午前９時
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場　　種　目　ダブルス、トリプルス
申し込み　電話で９月２２日までに市体育協会へ

秋のハイキング「入笠山（長野県）」
日にち　１０月１６日（日）　　集　合　午前７時に相模原駅北口
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人＝４５人（抽選）
費　用　３，０００円
申し込み　往復はがき（１枚４人まで）に全員の住所・氏名・生年月日・性別・

電話番号、「入笠山」と書いて、９月１５日（必着）までに市体育協会へ
※登山靴など山の装備が必要です。

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/ t̃aikyo/

初心者スケートボード教室〈全３回〉
日　時　９月１８日、１０月２日・１６日の日曜日午前１０時～正午
会　場　小山公園ニュースポーツ広場
定　員　３０人（申込順）※小学生以下は保護者同伴
費　用　１，０００円
申し込み　直接か電話で同公園（1０４２－７００－０８０１）へ

甲州古道ハイキング
　案内人とともに甲州古道を歩きます。
日　時　９月２４日（土）午前１０時～午後２時
集合場所　藤野駅
対　象　市内在住の中学生以上の人＝３０人（申込順）
申し込み　はがきかファクスに住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、

９月１２日（必着）までに相模湖経済観光課（〒２５２－５１６２　緑区
与瀬８９６　1０４２－６８４－３２４０　6０４２－６８４－３６１８）へ

文化財探訪
　相原の歴史をさぐる会の案内で、相原八幡宮や正泉寺などを巡ります。
日にち　９月２４日（土）
集　合　午後１時にＪＲ相原駅　※解散は午後４時ごろ相原公民館
定　員　５０人（先着順）
※希望者は歩きやすい服装で、直接集合場所へ

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

四季にあわせた七宝焼き教室～初秋～
　もみじの葉を使い、ブローチを作ります。
日　時　９月１３日（火）午前９時～正午、午後１時～４時
会　場　老人福祉センター若竹園
対　象　６０歳以上の人＝各１５人（申込順）　　費　用　各１，０００円
申し込み　直接か電話で同園（1０４２－７４６－４６２２）へ
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

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９月２日
までに生まれた人で、２３年６月１
日までに市の住民基本台帳に記録
され、９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、９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９月３日（土）～７日（水）
会各区選挙管理委員会事務局（中
央区は３日、４日が市役所本館守
衛室）
※縦覧希望者は直接会場へ（電話
での登録確認はできません）
問各事務局〈緑区1０４２－７７５－
８８２０、中央区1０４２－７６９－９２５９（３
日・４日1０４２－７５４－１１１１○代 ） 、
南区1０４２－７４９－２１１７〉

道路に関する情報提供にご協力を

　補修が必要な道路や、カーブミ
ラー、ガードレールの破損などを
発見したときは連絡してください。

優良運転者の

①５年表彰②１０年表彰

対平成２０年７月３１日以前から交通
安全協会の会員で、過去５年間無
事故無違反で①５年以上の運転経
験がある人②１０年以上の運転経験
があり過去に５年表彰を受けた人
費６３０円（証明書代）
申本人が免許証と印鑑を持って、
９月３０日までに所管の同協会へ

重度障害者医療証（○障 医療証）の更新

　現在、重度障害者医療費助成の
対象者が、１０月から使用する同証
を９月下旬に送付します。なお、
精神障害者保健福祉手帳（１級・
２級）を持っている人は、手帳の
有効期限が過ぎると、医療費助成
の対象外になります。忘れずに手
帳の更新手続きをしてください。
問地域医療課

「高齢者・障害者の人権あんしん

　　　　　  電話相談」強化週間

　虐待や心配ごとなどの相談
電話　人権相談ナビダイヤル（1

０５７０－００３－１１０）
日９月５日（月）～１１日（日）
時午前８時３０分～午後７時
※土・日曜日は午前１０時～午後５時
問横浜地方法務局（1０４５－６４１－
７９２６）

弁護士、税理士などによる

不動産無料相談会

日時９月２５日（日）午前１０時～午後４時
会相模原市民ギャラリー
※希望者は直接会場へ
問全日本不動産協会相模原支部（1 

０４２－７７６－３０３６）

マンション管理　無料相談会

日時９月１１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
模原市支部の田中さん（1０４６－
２５６－２６８３）へ

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

　１１月まで平日に空きあり
申随時受け付け
１２月分の抽選申し込み　さがみは
らネットワークシステムからか、
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９月１０日までに各施設へ。抽選
後の空き室の申し込みは９月２１日
から電話で①7０１２０－９８８－５４７
②1０２６７－５５－６７７６へ
①１２月の休館日　１２日（月）・１３
日（火）
※７日（水）・８日（木）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

検定試験

販売士検定２級
日１０月５日（水）　費５，５００円
申直接（９月６日～１２日）かイン
ターネット（９月９日まで）で、相
模原商工会議所（ＨＰ http://www. 
ssp２１.or.jp/kentei/shiken）へ
珠算能力検定
日１０月２３日（日）
費１級＝２，０４０円、２級＝１，５３０円、
　３級＝１，３３０円
申直接９月１２日～１６日に相模原商
工会議所へ

◇　　　◇
会産業会館
問同所（1０４２－７５３－８１３４）

教育委員会の点検・評価

　教育行政事務の管理執行状況を
点検・評価した報告書を公表して
います。同報告書は、各行政資料
コーナー・公民館などで閲覧でき
るほか、市ホームページの 教育
委員会 → 教育施策の情報 からも
ご覧になれます。
問教育総務室

消費生活相談をご利用ください

９月１４日（水）～１６日（金）は高齢者
被害特別相談
　訪問販売や電話による勧誘販売
などの相談。電話での相談も可
時午前９時～正午、午後１時～４時
会各消費生活センター
毎週木曜日は多重債務相談の日
　弁護士による相談（祝日を除く）
時午後１時２０分～４時３０分
会北消費生活センター
申電話で前日までに北消費生活セ
ンターへ
※お急ぎの場合は各消費生活セン
ターへ

◇　　　◇

弁護士、税理士、司法書士、

社会保険労務士、行政書士

による無料合同相談会

　相続、税務、年金などの相談
日時９月８日（木）午後１時３０分～４時
会ソレイユさがみ（緑区橋本６－
２－１）
※希望者は直接会場へ
問相模原士業連絡協議会（1０４２－
７５１－０９５８）

相武台地域包括支援センターの職員

勤務　週５日で午前８時３０分～午
後５時
対看護師か保健師の資格がある人
定１人
申電話連絡のうえ、履歴書（写真
貼付）と資格証を持って同センタ
ー（1０４２－７４５－２６４４）へ

さがみはら環境まつりの

ボランティア

　１０月２３日（日）に環境情報センタ
ー等で行う同まつりのボランティア
対高校生以上の人
申電話で９月３０日までに環境政策
課（1０４２－７６９－８２４０）へ

市民レガッタ　相模湖カップの

参加者

日時１０月２日（日）午前８時３０分
会県立相模湖 漕  艇 場

そう てい

種目　競漕５００ｍ（一般の部＝男子・
女子、シニアの部＝男子）
対市内在住か在勤・在学の中学生
以上の人〈シニアの部は５０歳以上
（ 舵  手 を除く）〉＝４０チーム（抽選）

だ しゅ

※舵手の性別は問いません。
チーム編成　漕手４人・舵手１人・
補漕２人
※１０月１日（土）に講習会あり（初
参加のチームは必須）
費１チーム３，０００円（中学生のみの
チームは無料）
申スポーツ課、生涯学習課相模湖
教育班、各公民館、同漕艇場にある
申込用紙（市ホームページからダ
ウンロード可）を９月９日までに
同漕艇場（1０４２－６８４－２３３９）へ

自衛官

※受付期間、試験日時など詳しく
は、お問い合わせください。
問自衛隊相模原地域事務所（1０４２
－７５５－０６９４）

土曜コンサート「コーラス」

日時９月１７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）

お知らせ 

電話番号所　管
０４２－７５２－９２７３相模原
０４２－７４６－９２５５相模原南
０４２－７００－４８０１相模原北
０４２－７８４－５１５３津久井

募　　集 

電話番号連絡先区
０４２－７７５－８８１８緑土木事務所

緑
０４２－７８３－８１５１城山土木班
０４２－７８０－１４１５津久井土木班
０４２－６８４－３２５２相模湖土木班
０４２－６８７－５５１２藤野土木班
０４２－７６９－８２６６
（道路の補修）

道路補修課
中　

央
０４２－７６９－９２３５
（カーブミラー、
ガードレール、街
路樹等）

道路補修課

０４２－７４９－２２１３南土木事務所南

対　象種　目

高校卒業（見込み
含む）～２０歳の人

防衛大学校学生

防衛医科大学校
学生

看護師等の免許が
ある３６歳未満の人

陸上自衛官
（看護）

高校卒業（見込み
含む）～２３歳の人看護学生

施設のお休み

ウェルネスさがみはら
日９月１７日（土）
※救急医療情報センターの電話
案内と相模原メディカルセンタ
ーは通常どおり行います。
問地域保健課
さがみはら北の丘センター
日９月１３日（火）・１４日（水）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）
銀河アリーナ
日９月２０日（火）、１０月１７日（月）
※水泳プールは９月１６日（金）まで
問同所（1０４２－７７６－５３１１）　

イベント 

電話番号お問い合わせ
０４２－７７５－１７７０

消費生活
センター

北

０４２－７７６－２５１１相模原

０４２－７４９－２１７５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　

（敬称略）読者のひろば

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。

さがみ風っ子文化祭

中学校英語弁論大会

　市立中学校の代表生徒が自由な
テーマでスピーチ
日９月１３日（火）
時午前９時３０分～午後４時
会 杜 のホールはしもと

もり

※観覧希望者は直接会場へ
問学校教育課

ソレイユさがみの催し

パネル展「男女共同参画川柳〈イ
ラスト付き〉」
日９月１６日（金）～１０月８日（土）
時午前９時～午後１０時
介護を楽にするおしゃべりサロン
日９月２２日（木）
時午後１時３０分～３時３０分
定６人（申込順）
女性のための心とからだの健康相
談
日９月２４日（土）
時午後１時３０分・２時３０分
定各１人（申込順）
女性のための個別キャリアカウン
セリング
日９月３０日（金）
時午前９時・１０時３０分、
　午後１時・２時３０分
定各１人（申込順）
講演「今『女性の学び』を一緒に
考えましょう！」
日時９月３０日（金）午後１時～４時
定３０人（申込順）
市民企画講座「ストレスとうまく
つきあう方法」〈全３回〉
日１０月１日～１５日の毎週土曜日
時午前１０時～正午
定２４人（申込順）
市民企画講座「初めてから始める
洋裁時間～秋冬ブランケット作り」
日１０月３日（月）
時午前９時～正午、
　午後１時３０分～４時３０分
定各６人（申込順）
費各２，５００円（材料費・お茶菓子代）
癒しのレシピ「元気を応援！秋の
楽ちん、おいしいごはん」
　中華丼、野菜スープ、きのこの
マリネ、りんごパフェ
日時１０月８日（土）午前１０時～午後１時
定３０人（申込順）
費５５０円（材料費・保険料）

◇　　　◇

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）

リサイクルスクエア　９月の催し

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、９月２０日までに、各会場へ
※抽選発表は９月２１日（水）午後１時
おもちゃの病院
日時９月４日（日）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

県立相模原公園の催し

みどりの講座「園芸の文化史」
日９月９日（金）
時午後１時３０分～３時
講川島一平さん（樹木医）
定１００人（申込順）
園芸教室「冬の花を楽しむ準備」
日９月１８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
納涼・ハワイアンコンサート　
日時９月４日（日）午後３時～４時
「丹沢檜洞丸ボランティア」写真展　
日９月１１日（日）まで
時午前９時３０分～午後４時
「秋彩会」水彩画展
日９月１３日（火）～２５日（日）
時午前９時３０分～午後４時

◇　　　◇
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

チャリティーダンスパーティー

　収益金は市社会福祉基金に寄付
します。
日９月１８日（日）
時午前１０時～午後３時
会総合体育館　　費１，０００円
申電話で市ダンス協会の松村さん
（1０４２－７５４－７４０４）へ

みずきフェスタ

　水道施設（相模大ぜき）、ビオ
トープなどの見学、野鳥観察ほか
日９月１７日（土）〈雨天決行〉
時午前１０時～午後３時３０分
会県内広域水道企業団社家取水管
理事務所（海老名市社家４５８７）
※希望者は直接会場へ
※小学生以下は保護者同伴
問同企業団総務課（1０４５－３６３－
６４３５）

津久井の①森林巡り

②森林ボランティア体験

　津久井湖近くの三井の水源林で
①散策、②枝打ちや間伐体験

時午前１０時～午後３時
集合場所　三井地域センター
定各１０人（申込順）
申電話か、ファクス、Ｅメールに
住所、氏名、電話番号、希望日、
催し名を書いて、各申込期限まで
に自遊クラブ（16０４２－７８４－９２２６　
Ｅ  kanda@carrot.ocn.ne.jp）へ

あじさい大学公開講座

　テーマは「環境問題は文明の盛
衰を左右する～世界の歴史から分
かること」
日９月３０日（金）
時午後２時～４時
会市民会館第１大会議室
講原　範子さん（県立神奈川工業
高校教諭）
対市内在住の６０歳以上の人
定１３０人（申込順）
申電話で９月２５日までにコールセ
ンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

森づくりボランティア講座

　青根小学校林の下草刈り、整備
日９月３日（土）
時午前９時～午後２時
集合場所　青根小学校
定１５人（申込順）
費２００円
申電話で市みどりの協会（1０４２
－７７７－２８６０）へ

催 し　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。
▼ヴォーカルアンサンブルでＪＡＺ
ＺＹに歌おう　９月１日～１５日の毎
週木曜日午前１０時～１１時４５分、橋本
公民館。定員各９０人（申込順）　�申 
直接か電話で橋本公民館（1０４２－７７１
－１０５１）へ
▼剣道スポーツ教室　風船割りなど
で楽しく剣道を体験　９月３日（土）
午前１０時～正午、大沼小学校体育館　
�問 佐藤（1０４２－７０１－８３８５）
▼アンディムジーク室内合奏団定期
演奏会　９月４日（日）午後２時～
４時、杜   のホールはしもと。入場料

もり

７００円　�問 同団事務局（1０９０－７５９６
－８５４３）
▼自力整体体験教室　９月８日（木）
・１５日（木）午前１０時～１１時４５分、
けやき体育館。費用各８００円　�問 高橋
（1０８０－５４０１－４０２２）
▼町田女声合唱団公開練習　９月１５
日（木）午前１０時～正午、まちだ中
央公民館（町田市原町田６－８－１）　
�問 石井（1０４２－７４８－２５６２）
▼北丹沢山岳写真展　９月２３日（祝）
～１０月２日（日）午前１０時～午後７
時、シティ・プラザはしもと　�問 白
井（1０４２－７８４－５４２１）
　　　　　　会費などは個別にお問
　　　　　　い合わせください。
▼ダンス　毎週火曜日午後７時３０分、
田名公民館。初心者歓迎　�問 猫塚（1 

０８０－５４１４－０８９２）
▼中国体操・練功十八法　月２～３
回月曜日午前１０時、総合体育館　�問 
吉原（1０４２－７４７－１３６３）
▼テコンドー　毎週日・水曜日午後
７時、サン・エールさがみはら。初
心者歓迎　�問 佐藤（1０９０－９１０５－
１１２８）
　　　　　▼横浜弁護士会人権賞の　
　　　　　候補者　人権擁護のため
の活動をした個人か団体　�申 同会（横
浜市中区日本大通９）にある推薦書
（同会ホームページからダウンロー
ド可）と必要書類を９月３０日（必着）
までに同会（1０４５－２１１－７７１１）へ

仲 間

募 集

　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。
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講演・講座 

申込期限日にち〈雨天中止〉
９月９日９月１０日（土）
２３日２５日（日）
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大名行列参加者募集
　江戸時代の参勤交代を再現。当時を模した衣装で甲州街道を歩きます。
対　象　１６歳以上の人＝２５人（選考）
配　役　姫＝１人（２５歳以下の人）、茶坊主＝

１人、供侍＝４人、近習＝４人、ご典医
＝１人、かごかき＝６人、腰元＝８人（３５
歳以下の人）　※衣装は用意します。

申し込み　直接か郵送で、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話
番号、配役名、「大名行列」と書いて、自分が写っている写真を
添付し、９月１６日（必着）までに小原宿本陣祭実行委員会（〒２５２－
５１６２　緑区与瀬８９６　相模湖経済観光課内　1０４２－６８４－３２４０）へ

甲州街道
小原宿本陣祭

ＲＡＮＢＵ!

頑張れ東北。ガンバロー日本！

相模原よさこい

イオン 

国道１６号 

イトー 
ヨーカドー 

西公園 

コミュニティー 
ストリート 
（模擬店） 

古淵駅 
至
橋
本 

至
町
田 

屋台村 

いきいき 
ステージ 

パーク 
ステージ 

スター 
ステージ 

案　内　図 

歩行者天国 

午前１０時３０分 
　～午後４時３０分 

　１,４００人を超える踊り手が、エネルギ
ッシュでダイナミックな踊りを繰り広
げます。

お問い合わせ
相模原よさこいRANBU！実行委員会
（青史堂印刷内）1０４２－７４８－３９２１

９月１８日（日）午前１１時～午後４時

１１月３日（祝）
午後０時４５分～２時１５分

相模原芸術家協会展
～トロント市美術交流展～

　同協会創立２０周年を記念し、同協会の会員とカナダのトロント市から
招待した作家たちの作品を展示します。
期　間　９月９日（金）～２０日（火）　※水曜日は休館
時　間　午前１０時～午後６時（９月２０日は午後３時まで）
作品ガイド　※希望者は直接会場へ
日　時　９月１１日（日）・１７日（土）午後１時３０分～２時３０分

お問い合わせ　相模原市民ギャラリー　1０４２－７７６－１２６２

道志川合唱祭
　緑豊かな道志川のほとりで、県内外２１団体による美しい歌声が響きま
す。特別ゲストのボニージャックスのステージもあります。
時　間　午前１０時３０分～午後３時３０分
会　場　緑の休暇村センター周辺特設ス

テージ（緑区青根）
※観覧希望者は直接会場へ
※当日、雨天時のお問い合わせは、午前
７時～８時は津久井総合事務所（1０４２
－７８４－１１４１）、午前８時以降はコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

前夜祭　和太鼓演奏や打ち上げ花火など青根の皆さんが盛り上げます。
日　時　９月２４日（土）午後６時～８時３０分
会　場　緑の休暇村センター周辺

お問い合わせ　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

磯部俶記念
『遙かな友に』

９月２５日（日）
〈小雨決行〉

街かどコンサート
　弦楽四重奏曲 第１２番「アメリカ」（ドヴォルザーク作曲）ほかを演奏
します。
会　場　市役所本館１階ロビー　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市民文化財団　1０４２－７４９－２２０５

９月８日（木）
午後０時２０分～０時４５分

会　場
相模原市民ギャラリー

　ｙフェスティバル’１１
汗、夢、仲間、街のみんなは大家族   

　太鼓やバンド演奏、ダンス、ストラックアウト、模擬店などが楽しめます。
会　場　青少年学習センター　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　青少年学習センター　1０４２－７５１－００９１

９月４日（日）
午前１０時～午後４時

たてしな自然の村バスツアー
　たてしな自然の村に宿泊し、初秋の上高地で
豊かな自然を満喫するほか、キノコ狩りやブドウ狩りなどを楽しみます。
集　合　午前７時１５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　１万４，８００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、９
月１２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　6 

０２６７－５５－７１８８）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

９月２７日（火）～２８日（水）
〈１泊２日〉

ＪＲ相模線沿線スタンプらりー
　駅や公共施設にある５つのスタンプ全てを集めた応募者の中から抽選で
９０人に、同線沿線市町の特産品、JR東日本グッズ等をプレゼントします。

期　間　９月２８日（水）～１１月３０日（水）
スタンプ設置場所　ＪＲ橋本駅、座間市公民館、ＪＲ海老名

駅、寒川文書館（寒川町総合図書館内）、茅ケ崎駅
応募用紙配布場所　市内の相模線・横浜線各駅、都市鉄道・

交通政策課、各まちづくりセンター　など
※応募方法など詳しくは、応募用紙か市ホームページの　市政情報 → 交
通 → 鉄道 をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　都市鉄道・交通政策課　1０４２－７６９－８２４９

相模線開業９０周年
全線開通８０周年記念事業

相模川ふれあい科学館の催し
９月３０日（金）まで 
マンスリー水槽　『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　キャメルシュリンプなど

フィールドミュージアム企画   相模川探検隊
　相模川流域の施設見学と生物観察会で相模川の魅力を再発見しよう。
日　時　９月２５日（日）午前９時３０分～午後４時３０分
コース　相模川ビレッジ若あゆ（集合）～うどん打ち体験（昼食）～小

石のクラフト作り～生物観察会
定　員　３０人（申込順）　※小学校２年生以下は保護者同伴
費　用　７００円　　申し込み　電話で同館へ

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
入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）

９月の
休館日は月曜日（１９日を除く）と２ ０日（火）

キ
ャ
メ
ル
シ
ュ
リ
ン
プ



●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

（相談員）

○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

９月３日（土）

エイズ等の
検査・相談

９月２４日（土）

○ウ午前９時
　～１１時

９月６日（火）

９月２０日（火）

９月２７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９月１３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　　９月１５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９月２１日（水）ひきこもり

相談会

［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 

●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 

　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

※午前１０時４５分は子ども連れの人
が対象

定員　各３０人（申込順）
費用　各７００円

○南

午前９時４５分
　　１０時１５分
　　１０時４５分
午後１時３０分
２時

１０月７日（金）

骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー

○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１０月１２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。

●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４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１０月１７日（月）

赤ちゃん
セミナー

○ウ１０月２４日（月）

○9 
　子どもの食事の情報交換と簡単な調理実
習
時間　午前９時３０分～正午
対象　１歳６か月～３歳未満の子どもの保

護者＝各１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○ウ１０月５日（水）
　　１９日（水）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２回〉 ○8 藤野中央

公民館
１０月６日（木）
　　２０日（木）

○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９月１４日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

○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１０月５日（水）産後ママの
エクササイズ

内容・時間・対象会　場日にち教室名

　保健師、保育士等による健康・育
児相談、身体測定、親子遊びの紹介
など
※△印は、栄養士による栄養相談も
あり

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

二本松○こ 、陽光台○こ 、
田名○こ ９月２０日（火）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

横山○こ 、相武台○こ ９月２１日（水）

△○湖 、麻溝○こ ９月２２日（木）

△富士見○こ 、
鶴園中和田○こ ９月２７日（火）

△並木○こ ９月２８日（水）

城山○こ ９月２９日（木） ●特定相談●
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９月１５日（木）

思春期・
ひきこもり
特定相談

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

●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

○2 　専門医による認知症
についての相談
定員　各２人（申込順）

○橋午後１時
　～３時９月１４日（水）

高齢者
認知症相談

○4 ○南午前１０時
　～正午９月２７日（火）

アルコール・薬物家族教室
　アルコール・薬物問題を理解し、その対応を学びます。
日　時　９月２８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
定　員　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
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

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

●健康診査・検診● ７０歳以上の人は無料

歯科健康診査（お口の健康診査）
対象・費用検査項目会　場日にち

対象　平成２３年４月２日～２４年４月１日に
４０～７０歳の誕生日を迎える人

費用　５００円

 口  腔 内診査
こう くう

（むし歯や歯
周病の有無な
ど）

市内協力
医療機関随　時

肝炎（Ｂ型・Ｃ型）ウイルス検査
申し込み会　場日にち費　用対　象

コール 
センター 
（1０４２－
７７０－７７７７）

市内協力
医療機関随時

無料

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

１，２００円４０歳以上で過去に肝炎ウイルス検査
を受けたことがない人

結核検診
対象・費用・受付時間日にち・会場・締切日

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

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

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

市内協力
医療機関随時

１，０００円国民健康保険加入の４０～７４歳の人

無料後期高齢者医療制度加入の人

１，０００円医療保険未加入で生活保護を受給
している人など

※社会保険などに加入している人は、各医療保険者にお問い合わせください。

市内協力医療機関などで、健康診査やがん検診などを随時実施しています。

※健診には受診券が必要です。

※国民健康保険に加入している４０～７４歳の人、過去３年間にがん検診・お
口の健康診査・健康診査（７５歳以上）を受診した人などには、４月（一部
の人は６月）に受診券を送付しています。

申し込み 受診券がない人は、コールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

日赤幼児安全法養成講習会〈全２回〉
　幼児のけがや病気の応急手当てなどの知識や技術を学びます。
日　時　１０月１日・１５日の土曜日　午前９時～午後５時
会　場　津久井赤十字病院
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上の人＝２５人（申込順）
費　用　１，５００円
申し込み　電話で同病院健康管理センター（1０４２－７８４－２４２９）へ

～はじめての出産を応援します～　ハピくる３５
　先輩ママの体験談や地域の育児支援情報をお話しするほか、妊娠・出産・
育児の情報交換ができます。
日　時　９月３０日（金）午前１０時～正午
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住の３５歳以上で妊娠２０週以降の初妊婦＝１５人（申込順）
申し込み　電話で健康企画課（1０４２－７６９－８３４５）へ

日　時　１０月２５日（火）午後２時～４時３０分
会　場　ウェルネスさがみはら
講　師　大石　智さん（北里大学東病院精神科医師）
定　員　１５０人（申込順）
申し込み　電話で１０月２０日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

ここが聞きたい認知症
～認知症の基礎と最新情報～

認知症講演会

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学びます。
日　時　９月１５日（木）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・在学の人（介護サービス従事者は除く）
定　員　１００人（申込順）
申し込み　電話で９月１２日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

きらきら更年期 ～大人の女性の輝き方～

　更年期障害の症状とその対処方法について医師がお話しします。
日　時　１０月５日（水）午後１時１５分～３時　会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住の人＝５０人（申込順）
申し込み　電話で中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

腎移植懇談会
　講演とグループワークで腎移植について
考えてみませんか。
日　時　１０月２日（日）午前１０時～午後１時
会　場　北里大学相模原キャンパス
講　師　芦刈淳太郎さん（日本臓器移植ネ

ットワーク医療本部長）
　　　　山本賢司さん（北里大学医学部精

神科学准教授）
定　員　１５０人（申込順）
申し込み　ファクスに住所、氏名、電話番

号、参加人数を書いて、９月１０日ま
でに北里大学病院泌尿器科（1０４２
－７７８－９０９１　6０４２－７７８－９３７４）へ

愛の献血

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

９月は健康増進普及月間です～健康寿命を延ばしましょう～

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。

時　間　午後２時～４時
対　象　うつ病で療養中の人の家族
定　員　１５人（申込順）
申し込み　電話で南障害福祉相談課（1０４２

－７０１－７７１５）へ

会　場日にち
市南区合同庁舎１０月２日（日）
南保健福祉
センター

２３日（日）
３０日（日）

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

会　場時　間日にち

相模原消防署前午前９時３０分
　～１１時３０分９月５日（月）

市役所前

午後１時３０分
　～３時３０分
午前１０時～正午

１５日（木） 午後１時３０分
　～３時３０分

がん検診
検診種目・費用・受付時間など会　場日にち

胃２，９００円、大腸５００円
子宮（ 頸 部のみ）１，７００円

けい

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

かく たん

※子宮（頸部＋体部）は、医師の判断
により実施します。

市内協力
医療機関随　時

施　

設

胃９００円、大腸５００円
子宮（頸部のみ）６００円
乳（視触診のみ）４００円
　（視触診＋マンモグラフィ）２，０００円
肺（Ｘ線のみ）２００円
　（Ｘ線＋喀痰）７００円
受付時間　　※胃は午前のみ
　男性＝午前８時３０分～９時３０分
　女性＝午前９時３０分～１１時
　男女とも＝午後１時３０分～２時３０分
締切日　検診日の７日前
〈金・土・日曜日の場合は木曜日、１０月
１日（土）は９月２１日、１０月１７日（月）は
１０月６日、１１月１３日（日）は１１月２日〉
※申込多数の場合は締切日前に受け付
けを終了する場合があります。

 乳（視触診＋マンモグラフィ）
時間　指定した時間
定員　午前・午後各２５人（抽選）
締切日　検診日の１４日前
〈土・日曜日の場合は金曜日、１０月
７日（金）は９月２２日、１０月２４日（月）
は１０月７日〉

城山総合事務所１０月１日（土）

検
診
車

ウェルネスさがみはら１０月７日（金）

サン・エールさがみはら１０月１２日（水）

津久井保健センター１０月１５日（土）

藤野中央公民館１０月１６日（日）

南保健福祉センター１０月１７日（月）

銀河アリーナ１０月２４日（月）

ウェルネスさがみはら１０月２９日（土）

北総合体育館１１月２日（水）

新磯小学校１１月３日（祝）

ウェルネスさがみはら１１月５日（土）

南保健福祉センター１１月６日（日）

銀河アリーナ１１月９日（水）

南保健福祉センター１１月１３日（日）

サン・エールさがみはら１１月１６日（水）

南保健福祉センター１１月２２日（火）

サン・エールさがみはら１１月２３日（祝）

ウェルネスさがみはら１１月２６日（土）
乳（視触診のみ）７００円
　（視触診＋マンモグラフィ）２，０００円
受付時間　午後１時～２時
申し込み　電話で健康企画課（1０４２－

７６９－９２２０）へ

メディカル
センター日程はお問い

合わせくださ
い

メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

南メディカル
センター

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