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１１月に「はやぶさの故郷 
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　「はやぶさ・宇宙・銀河」をテーマに相模原の
魅力を市内外に発信するイベント「潤水都市さが
みはらフェスタ」を開催します。「銀河」をテー
マにダンスを競う「Ｇ－１ダンスグランプリ」、市
内のラーメン店が腕を競い合う「さがみはらぁ麺
グランプリ」等さまざまな企画を予定しています。 
日にち　１１月１９日（土）・２０日（日） 

時　間　午前１０時～午後５時 

会　場　相模総合補給廠（予定） 
※同フェスタについて詳しくは、本紙１１月１日号
　でお知らせします。 
お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－８２３６ 

しょう 

ふるさと  

 

「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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 �同フェスティバルの販売イベントとコンテストの一般審査員募集は１２㌻をご覧ください 。
 �イベントの内容や参加店舗について詳しくは、同フェスティバルの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　　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

 �応募方法など詳しくは、参加店舗や商業観光課、各公民館などで配布しているスタンプラ
リ ーマップをご覧になるか、お問い合わせください。

�出品スイーツは、売り切れになる場合があります。

柿沢安耶さんが、
今年も特別審査員に！
　「相模原の農家さん、お菓子を作る人、食べる人、
たくさんの人を結び付け、幸せにしてくれるのがこの
スイーツフェスティバル。未来につながる地域活性化
のためのイベントにしましょう。」

販売＆スタンプラリー
　　   １１月３０日（水）まで   　　

　参加店舗でフェスティバルの出品スイーツを購入す
ると、１店舗につき１つのスタンプが押されます。３
つ集めて応募すると、抽選ですてきなプレゼントが当
たります。

今年のテーマは「相模原産さつまいも」 

さがみはら さがみはら さがみはら 
スイーツフェスティバル２０１１ スイーツフェスティバル２０１１ スイーツフェスティバル２０１１ 

今年のテーマは「相模原産さつまいも」 

 柿  沢  安  耶 さん
かき さわ あ や

「パティスリー ポタジエ」オーナー
パティシエ、かながわ食の大使

　スイーツを通じて相模原の魅力を市内外の多くの人に知ってもらうため、

今秋もスイーツフェスティバルを開催します 。参加店舗がテーマの食材を

使ってオリジナルのスイーツを作り、各店で一斉に販売します 。期間中に、

スタンプラリーや販売イベント、コンテストなども行います 。相模原の秋

の味覚を、創意あふれるスイーツで堪能してみませんか。

出品スイーツ 
緑区 

●１ ●２ ●３ 

●４ ●５ ●６ ●７ 

中央区 

●８ 

●９ ●１０ ●１１ ●１２ ●１３ ●１４ 

●１５ ●１６ ●１７ ●１８ ●１９ ●２０ 

南区 

●２１ ●２２ ●２３ ●２４ ●２５ 

●２６ ●２７ ●２８ ●２９ ●３０ ●３１ 

�緑区�　●１ ダヤンカフェ　●２ men   a    ge      re          　●３ ら・ふらんす城山店　●４ 浜田製菓　●５ 
メナジエール

 cafe 
カフェ

   KAZU 
カズ

●６ アンファンネージュ　●７ 手作り菓子工房  プチ・ラパン　�中央区�　●８ カリメーラ　●９ ら・ふ
らんす横山台店　●１０ 菓子工房 くろさわ　●１１ 花みずき　●１２ セ・ラ・セゾン！　●１３ パティスリー  スー
リール　●１４ 珈琲屋  ぼんねっと　●１５ パティスリー  フレジェ　●１６  宝来堂 伊藤製菓舗　●１７ かわくぼ製菓
●１８  Petit   Sucre 　●１９ 西洋菓子 海援隊　●２０  kitchen   

プチ シュクル キッチン

 KAZU 　�南区�　●２１ 農場の家　●２２ 小川フェニ 
カズ

ックス　●２３ ケーキの店 光　●２４ ヒロセ洋菓子店　●２５ ニューオリオン洋菓子店　●２６ 丸十ムラタパン
●２７ ケーポッシュ　●２８ パテ ィスリー  パリシ　●２９  naruco   cafe 　●３０  backerei   W ＋ haus 　●３１ 紅照

ナルコ カフェ ベッカライ ダブル ハウス
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　設備等の改修のために休館していた市民健康文化センターが、１０月２３日
（日）にリニューアルオープンします。
　改修後の同センターは、「健康であることの喜び」、「学ぶ喜び・創る
喜び」、「ふれあう喜び」の３つの喜びを実感できる空間をコンセプトと
し、さまざまな世代の人が楽しめる施設に生まれ変わります。
　また、皆さんが楽しめるよう、子どもに人気のウオータースライダー、
開放感のあるオープンカフェ、カラオケやダンスなどができる
多目的会議室などを新たに設置します。
　１０月２３日（日）～３０日（日）はリニューアルイベント
を開催します。皆さんの来場をお待ちしています。

ウオータースライダー、オープンカフェも設置

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健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセ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タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ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

１階
備　考利用料金名　称

ウオータースライダーの設置
有料

プール
浴室

会議、講演会など多目的会議室１
集い、休憩、交流など無料ふれあい広場

２階
備　考利用料金名　称

カラオケ、ダンスなど

有料

多目的会議室２
囲碁、将棋、講習会など講習室１・２・３
茶道、華道など茶室
手工芸、木工芸、陶芸など工作室
休憩、交流など

無料
交流コーナー

工作室での完成品の展示など展示コーナー
子どもの遊び場など幼児・授乳コーナー

　平日や日中に、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、納税相談窓口を開設します。電話での相談もできます。

※利用時間や料金、申込方法など、詳しくは同センターの
ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

　相模大野駅西側地区の市街地再開発事業地内に整備した同駐車場がオー
プンしました。同駐車場は、ほとんどの自転車を機械で地下に収納する構
造になっており、定期利用は事前の車検と登録が必要です。
所在地　南区相模大野３－２
収容台数　２，９５０台〈うち機械式（地下）は２，３８５台。定期利用者のみ〉
駐車時間　２４時間
駐車料金　１日１回１００円〈原動機付自転車（１２５㏄以下）は２００円〉
※定期利用の申し込みは、月～土曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を除く）
の午前６時３０分～午後６時３０分に受け付けします。定期利用料金や申込
方法など、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ　都市整備課　1０４２－７６９－８２５８

相模大野駅西側自転車駐車場

　駐車場の適正利用の推進を図るために、市役所第１・第２駐車場と市体
育館前（市役所前）駐車場で、１０月１７日（月）～１２月１１日（日）に利用実
態の調査を行います。利用者の皆さんに駐車場入口でアンケート用紙を渡
しますので、回答へのご協力をお願いします。

お問い合わせ　管財課　1０４２－７６９－８３０５

市役所駐車場利用実態調査へご協力を

住宅用太陽光発電システム
設置補助の追加募集

電話番号会　場
日　時

夜　間休　日

０４２－７６９－８３００納税課　※
（市役所第２別館２階）１０月１３日（木）

　　１８日（火）
午後５時３０分

～７時

１０月２３日（日）
午前９時
～午後４時 ０４２－７４９－２１６３南市税事務所

（市南区合同庁舎３階）

０４２－７７５－８８０８

緑市税事務所
（シティ・プラザはしもと内５階）
緑市税事務所津久井税務班
（津久井総合事務所１階）

　太陽光のエネルギーを電気に変換して住宅内で利用する設備（共同住宅
は建物の共有部分への電力供給のみ）の設置補助を追加募集します。　市税（国民健康保険税を除く）の

休日・夜間納税相談窓口のご利用を

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

※対象など詳しくは、市ホームページの　暮らしの情報　→　環境　→　補助
制度　をご覧になるか、お問い合わせください。

申請受付会場　※土・日曜日、祝日を除く
　１０月３日（月）～１４日（金）＝市役所会議室棟第１０会議室
　１０月１７日（月）以降＝環境政策課
時　間　午前８時３０分～午後５時
申し込み　環境政策課にある申請書（市ホームページからもダウンロード

可）と必要書類を申請受付会場へ
※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

受付予定件数補助金額　※千円未満は切り捨て

４５０件（先着順）太陽電池出力１ｋＷ当たり３万５，０００円
（上限１２万２，０００円。県の補助を含む）個人住宅

５件（先着順）太陽電池出力１ｋＷ当たり２万円（上限２０万円）共同住宅

１０月１日（土）
オープン

１０月２３日（日）の主なイベント
○オープニングセレモニー　○幼稚園児による鼓笛演奏　○和太鼓・吹奏楽演奏
○参加型ダンスイベント　　○体験教室（プチオカリナの絵付け、万華鏡作りなど）
※１０月３０日（日）まで日替
りで、アロマテラピー活
用術やヨガなどの各種体
験教室、 二  胡 演奏、チア

に こ

リーディングなどのイベ
ントを開催します。

※各イベントの日程や内容
など、詳しくは同センタ
ーのホームページをご覧
になるか、お問い合わせ
ください。

リニューアルイベント 　楽しいイベントが盛りだくさん！

お問い合わせ　市民健康文化センター　1０４２－７４７－３７７６　南区麻溝台１８７２－１

新しく設置したウオータースライダー

１０月２ ３日（日）
リニューアルオープン

施設の概要 

　リニア中央新幹線に関する

　環境影響評価方法書の公告・縦覧
　リニア中央新幹線に関する環境影響評価方法書がＪＲ東海から神奈川県
知事に提出され、９月２７日に公告されました。同書は次の会場で閲覧でき
るほか、その内容について、ＪＲ東海へ意見を提出することができます。
閲覧日　１１月１０日（木）まで　※土・日曜日、祝日を除く
閲覧時間　午前８時３０分～午後５時
閲覧会場　環境政策課、各区役所・まちづくりセンターなど
※意見書の提出方法など詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ　ＪＲ東海 環境保全事務所（神奈川）　1０４２－７５６－７２６１

後期高齢者医療制度の
第２次広域計画（素案）にご意見を

　同制度を総合的・計画的に運営するため、平成２４年度～２７年度を計画期
間とする広域計画（素案）へのご意見をお待ちしています。
計画（素案）の配布場所
　地域医療課、緑・南区役所区民課、各保健福祉課・まちづくりセンター
意見の提出　直接か、郵送、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢を書

いて、１０月３日～３１日（必着）に県後期高齢者医療広域連合 総務
係（〒２２１－００５２　横浜市神奈川区栄町８－１ヨコハマポートサイド
ビル９階　1０４５－４４０－６７００　6０４５－４４１－１５００　Ｅメール koui 
kirengou@union.kanagawa.lg.jp）へ

※直接、地域医療課（1０４２－７６９－８２３１）へ提出することもできます。
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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。

募集要項の配布　１０月１５日から　　願書の受け付け　１１月１日から
　　＝認定こども園を併設する幼稚園　※詳しくは、各幼稚園にお問い合わせください。

電話番号住　所幼稚園名
０４２－６８５－０００５寸沢嵐９８０－４内郷

緑　

区

０４２－７６２－４３８９上九沢２６７大沢
０４２－７６１－３４６４大島１３０４－２大沢第二
０４２－７６２－３６３３大島２０２－１大島
０４２－７７２－２９１５二本松３－９－１２相模野
０４２－７７２－４６１０東橋本２－３２－２２相模原みどり
０４２－７８２－８１８５若葉台６－５－１４城山わかば
０４２－７７２－０９２６相原１－２０－５新町
０４２－７８２－６３３２原宿南３－６－１０太陽の子
０４２－７８４－５１３３長竹８３８－１津久井ヶ丘
０４２－７６２－３５９４下九沢４４１－１てるて
０４２－７７１－１４４８橋本６－１４－１橋本
０４２－７８４－０１８１中野１３６６ばらの花
０４２－７７３－０７３０下九沢９６４あかね

中
央
区

０４２－７６１－６８５６田名５２６６－１上田名
０４２－７７３－８２４１宮下本町３－４－１２小山白ゆり
０４２－７７８－３７０４上溝３８２－３けやきの子

電話番号住　所幼稚園名
０４２－７５２－８０４０矢部３－１１－１３相模栄光

中
央
区

０４２－７５２－２３２８矢部４－１－２０相模白ゆり
０４２－７５３－２１９６淵野辺２－２２－７相模つばさ
０４２－７５４－５２９０清新３－１４－１６清心
０４２－７５６－５９７８東淵野辺４－２３－２０たけのうち
０４２－７６１－１６０６水郷田名１－１６－３田名
０４２－７５５－０３９１光が丘２－２４－１中央
０４２－７５５－３２６３陽光台６－３－２虹ヶ丘
０４２－７６１－４３０６上溝３－１６－１５鳩川
０４２－７５５－０３９４淵野辺４－３１－７渕野辺ひばり
０４２－７５２－４８４２星が丘３－５－１０星が丘
０４２－７６２－２２８９上溝７－３１－４みずほ
０４２－７５５－４５７５富士見３－１２－１９弥生
０４２－７５５－５６０３横山台２－１０－８よこやま
０４２－７４３－３５９７鵜野森２－１１－１うのもり南　

区
０４２－７５６－１２１８大野台５－１－１１大野文化
０４２－７４２－１４４５文京２－１－１相模女子大学幼稚部

電話番号住　所幼稚園名
０４２－７４４－０５０３古淵３－２６－１９相模すぎのこ

南　

区

０４２－７７８－２８４６当麻８７０－６相模原高校
付属光明

０４２－７４２－３４７９麻溝台５－１１－６さがみひかり
０４２－７４４－０２２０東大沼２－７－６相模ひまわり
０４２－７４２－１５９３相南２－２５－６５相模翠ヶ丘
０４２－７４２－８２２７上鶴間４－２－１相模林間
０４６－２５４－５１９２磯部１６４８誠心相陽
０４２－７４８－８７３５西大沼５－１３－１７誠心第一
０４２－７４３－０４０３相模台６－３０－１２誠心第二
０４６－２５１－２０３０相武台団地２－３－６相武台中央
０４６－２５４－３６１４新磯野３－２２－１６つくしの
０４２－７４２－８５３０上鶴間本町８－５４－１０中和田
０４２－７４４－１５３９相模台２－９－４豊泉
０４２－７４２－８８２２上鶴間１－３－１南大野
０４２－７４２－９６６１上鶴間本町４－３３－４９谷口
０４２－７４２－３３９４東林間６－５－２林間のぞみ

高齢者インフルエンザ予防接種
　高齢者インフルエンザ予防接種を次のとおり実施します。希望者は、
協力医療機関へ予約してから接種してください。
実施期間　１０月１０日（祝）～１２月３１日（土）〈１人１回のみ〉
対象者　本市に住民登録か外国人登録があリ、接種日現在で次に該当する人 

①６５歳以上 
②６０～６４歳で心臓や、腎臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能に高度の障害がある

接種場所　高齢者インフルエンザ予防接種協力医療機関
※協力医療機関名簿は疾病対策課、各区役所区民課・まちづくりセンタ
ー・出張所・連絡所などにあります。

費　用　１，０００円

費用の免除　市民税非課税世帯か生活保護世帯の人、中国残留邦人等
への支援給付を受けている人は、そのことを証明する資料（免除
要件確認資料）を医療機関に提示すると費用が免除になります。

（免除要件確認資料）　※次のいずれかが必要
○介護保険料納入通知書（３枚目の保険料賦課の段階区分・根拠の
項目の「段階」の欄が「第１～第３段階」の人）

○介護保険負担限度額認定証
○後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
○国民健康保険限度額適用認定証（適用区分がＣ、Ⅰ、Ⅱの人）
○国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
○生活保護受給票　
○本人確認証（中国残留邦人等支援給付受給者）
○市民税課税証明書（住民票上の世帯員全員のものが必要で発行に
は１通３００円の手数料が必要）

持ち物　健康保険証など住所・年齢等が確認できるもの、筆記用具、体
温計、②に該当する人は身体障害者手帳１級の写し等、費用の免
除に該当する人はそのことを証明する資料

※新型インフルエンザ予防接種事業は、３月３１日に終了しました。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

安全・安心まちづくり市民大会
　安全・安心まちづくり功労表彰や、防犯教室を行います。
日　時　１０月２２日（土）午後２時～４時　　会　場　あじさい会館
防犯教室　寸劇やスライドで、窃盗、ひったくり、県内で急増する振り

込め詐欺などの予防・対策を学びます。
講　師　県央地域県政総合センター県民・安全防災課
定　員　３５０人（申込順）
申し込み　電話で１０月３日から生活安全課（1０４２－７６９－８２２９）へ

安全・安心な都市づくりフォーラム
日　時　１１月１１日（金）午後１時３０分～５時
会　場　 杜 のホールはしもと　　定　員　５３０人（申込順）

もり

基調講演会　テーマ「巨大地震・原子力事故と国家の危機管理」
　講　師　小川和久さん（国際変動研究所理事長）
パネルディスカッション
　パネリスト　山口　豊さん（日本技術士会防災支援委員会副委員長） 

稲場久二男さん（相模原法人会会長） 
田所昌訓さん（市自治会連合会会長）、加山俊夫市長

　コーディネーター　佐々木佳美さん（相模原法人会副会長）
申し込み　はがきかファクスに住所、氏名、電話番号を書いて、１０月２０

日（必着）までに相模原法人会（〒２５２－０２３６　中央区富士見６－
１３－１６　6０４２－７５３－３２７３）へ

お問い合わせ　相模原法人会　1０４２－７５５－３０２７

城山文化ホールの愛称が

「もみじホール城山」に決まりました
　愛称は、市内外の皆さんから応募のあった２０９件の中から、南　靖子さん
（緑区在住）の「もみじホール城山」に決定しました。もみじは、旧城山町
の町の木で、名称からホールの所在地をイメージすることができ、親しみや
すく覚えやすい名称であることから選ばれました。また、優秀賞には「アザ
レアホール」「春林ホール」が選ばれました。

お問い合わせ　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

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

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。

支給月支給額年　齢

２４年２月（１０月～２４年１月分）
２４年６月（２４年２月・３月分）

１万５，０００円２歳以下
１万円（第３子以降１万５，０００円）３歳～小学生
１万円中学生

私立幼稚園 平成２ ４年度新入園児を募集私立幼稚園 平成２ ４年度新入園児を募集

１０月から子ども手当が変わります
子ども手当の再申請を忘れずに

　すでに子ども手当を受給していた人も含め、中学生以下の子どもを養育し
ている全ての人が、申請する必要があります。今まで受給していた人には１０
月末ごろに申請書を発送しますので、郵送で申請してください。
※平成２４年３月３１日までに申請した場合は、１０月分までさかのぼって支給す
る経過措置があります。
※公務員は勤務先へ申請してください。

対象要件に一部変更があります
新たに対象になる人　こども青少年課へ連絡してください。申請書を郵送します。
○父母が海外に居住し、その子どもの面倒をみている祖父母などで、父母か
ら指定を受けている
○離婚協議中で、子どもと同居している父母（証明が必要）
○未成年後見人である
○児童養護施設など施設の設置者、里親など
対象ではなくなる人　１０月分以降の支給はありません。
○子どもが海外に住んでいる。ただし、子どもが教育を受けるために海外に
居住し、留学している人は受給できる場合があります。
○子どもが児童養護施設などに入所しているか、里親などに委託している
○離婚協議中で、子どもと別居している父母

支給額が次のとおり変わります ※平成２４年４月分以降は未定です。

※１０月１４日の定期支払いは、６月～９月分になります。支給額は子ども１人
につき１万３，０００円です。

１０月１日以降に転入・出生した人へ　子ども手当の対象になる人は、窓
口で申請してください。原則、申請した月の翌月分からの支給に
なりますので、早めに手続きをしてください。

申請窓口　各こども家庭相談課・保健福祉課・区役所区民課・まちづく
りセンター・出張所

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－８２３２
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会　場　総合学習センター
申し込み
　総合学習センターか各公民
館にある募集案内に付いてい
る申込専用はがきか申込書
（同センターホームページか
らもダウロード可）を、１０月
１４日（必着）までに同センタ
ーへ
※各講座の内容や持ち物など
詳しくは、募集案内か同セ
ンターのホームページをご
覧ください。

○フリーマーケット
○子どもたちがブースの運営などを体験するキッズミニ
シティ　など
日　時　１０月１６日（日）午前１０時～午後３時〈小雨決行〉
会　場　相模原麻溝公園

お楽しみ抽選会　※午前１１時３０分から抽選券を配布
景　品　生ごみ処理容器など
抽選時間　午後１時３０分
お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

リサイクルフェア2011
　リサイクルに関するアンケートに答える
と、リサイクルで作った箸をプレゼントし
ます。

※リサイクルフェア２０１１（左の記事をご覧
ください）の施設見学会でも実施します。

リサイクル活動推進キャンペーン

会　場　橋本台・新磯野リサイクルスクエア
対　象　市内在住の中学生以上の人（１人

１点限り）
申し込み　直接、１０月２０日までに各会場へ
抽選発表　１０月２１日（金）午後１時

おもちゃの病院
日　時　１０月２日（日）午前１０時～正午
※受け付けは午前１１時３０分まで
会　場　橋本台リサイクルスクエア
費　用　無料（１人２点まで部品代は有料）

リサイクルスクエア１０月の催し
リサイクル家具の展示・提供

発見しよう！
まちの中の小さな自然
　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。
日にち　１０月１１日（火）
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
会　場　環境情報センター周辺
※参加希望者は、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、直接同
センターへ

エコギャラリー企画展

化学物質を知ろう！化学物質にはどんな性質があるの？
　身の回りの化学物質が、人間や動植物に与える影響や、上手につき合
う方法などを展示します。
期　間　１１月３０日（水）まで　　時　間　午前９時～午後５時

実践エコ講座「住宅編」
～自然の光や熱を生かす快適な住まいと暮らし方～

　建築環境学に基づいた住まいと暮らし方を学びます。
日　時　１１月３日（祝）午後１時～４時３０分　　定　員　２５人（申込順）
申し込み　電話か、Ｅメールに氏名、電話番号、「実践エコ講座」と書

いて、環境情報センターへ

１０月は３Ｒ推進月間です

リサイクルを進めよう
　市では、ごみの排出抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用
（リサイクル）の３Ｒと、不要なものは断る（リフューズ）を加えた４Ｒを
推進しています。リサイクル関連イベントに参加してみませんか。

　グリーンカレッジつくい後期講座

会　場　津久井生涯学習センターほか
申し込み　電話か、はがきに住所、氏名、電話番号、講座名を書いて、１０月１５日（必着）までに津久井生涯学習センターへ

費用定員（抽選）時間日にち講座名
４，０００円

各２０人
午後２時～４時１１月９日、１２月７日、平成２４年１月１１日、２月１日、３月７日の水曜日源氏物語〈全５回〉

３，０００円午前１０時～正午１０月２９日（土）、１１月１３日（日）・２６日（土）
予備日　１２月１０日（土）

ノルディックウオーキング de津久井
散策〈全３回〉

１，５００円１５人午後１時３０分～３時３０分１１月１６日、１２月１４日、２４年１月１８日、２月８日、３月１４日の水曜日文学講座「書」〈全５回〉

環境情報センターの催し

定員（先着順）時　間施設見学会

各６０人午前１１時　　
午後１時１５分南清掃工場

各４０人午前１１時１５分
午後１時３０分最終処分場

会　場時　間日にち〈荒天中止〉

アリオ橋本午後３時
　～５時

１０月１９日（水）

相模大野駅　　２５日（火）

ライフ相模原
モール店

午後４時
　～６時　　２６日（水）

お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８２４５

費　用定員（抽選）対　象時　間日にち講　座　名
無料

各２０人
どなたでも

午前１０時～正午

１１月１日・８日の火曜日心豊かな社会を創る道徳〈全２回〉文
学
・
歴
史

５００円１１月４日（金）・１１日（金）楽しい俳句入門〈全２回〉
～俳句を作ってみませんか～

３００円１６歳以上の人１１月９日（水）・１１日（金）大人の元気がでる論語〈全２回〉

５００円２０人どなたでも午前１０時～正午１１月２日・９日の水曜日血糖値を知り、正常に保つために〈全２回〉
～経験に基づいた話～

健
康

各１，５００円各１１組未就学児と
その保護者

午前１０時３０分
　　　～正午１１月４日・１１日の金曜日

プロに学ぶ、はじめてのベビーヘアカット
　外部講師を招いて、手早くおしゃれに仕上げ
る技術を学びます。

２５０円２０人小・中学生の
保護者

午前１０時～正午
１１月８日（火）今、子どもに必要な食育

２，２００円１２人どなたでも１１月１０日（木）・１５日（火）ハーブでいきいき　免疫力アップ〈全２回〉
～かぜ・インフルエンザの予防に～

１，５００円

各１５人どなたでも午前１０時～正午

１１月１日～１５日の毎週火
曜日

ネームプレートを作ろう〈全３回〉
～トールペイントでナチュラルスタイル～

伝
統
文
化
・
ク
ラ
フ
ト

１，３００円
１１月２日・９日の水曜日

年賀状を作りましょう〈全２回〉～古代文字「龍」
を使ってスタンプアートで仕上げます～

７００円やさしい切り絵〈全２回〉～初歩から楽しく～
２，０００円１０人２０歳以上の人午後２時～４時１１月２日（水）・７日（月）基礎から学ぶ水墨画〈全２回〉
１，０００円１５人どなたでも午前１０時～正午１１月４日・１１日の金曜日和装の歴史と着付けのポイント〈全２回〉
２，０００円１０人２０歳以上の人午後２時～４時１１月９日（水）・１１日（金）顔彩で描く花の日本画〈全２回〉

お問い合わせ
総合学習センター
1０４２－７５６－３４４３

お問い合わせ　津久井生涯学習センター
1０４２－７８４－２４００　〒２５２－０１５９　緑区三ケ木４１４

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

市民講座 学びのらいぶ塾　～市民講師デビュー講座～
研修を受けた市民が講師になって企画・運営する講座

さがみはら
環境まつり
～ちょっとのＧＡＭＡＮ
みんなのために！～

○省エネや省資源に関するブース展示
○電気を使わない楽器のコンサート
○エコ工作コーナー
○ＬＥＤ電球が当たる抽選会　など
日にち　１０月２３日（日）
時　間　午前９時４５分～午後４時
会　場　環境情報センター 

　市体育館（市役所前）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
環境政策課　1０４２－７６９－８２４０
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対　象　０歳の孫がいるか、これからできる予定がある人
定　員　各１５組（申込順）
申し込み　電話で１０月３日から、こども青少年課（1０４２－７６９

－９８１１）へ

　助産師と、たんとサポーター
が、今と昔の子育ての違いなど、
孫育てのコツや、孫が喜ぶ絵本
やおもちゃの選び方などをお話
しします。
日にち　１０月１３日（木）
時　間　午後２時～３時３０分
会　場　伊勢丹相模原店本館

みんなで一緒に
孫育てセミナー

　離乳食の基本を、栄養士の
お話と、試食（保護者のみ）
を通して学びます。
日にち　１０月１５日（土）
時　間　午後２時～３時３０分
会　場　伊勢丹相模原店Ｂ館
費　用　３００円

イマドキ孫育て
離乳食セミナー

　絵本を使い、子育てに有用なコー
チングスキルを紹介します。
日にち　１０月２０日（木）
時　間　午前１０時～正午
会　場　小山公民館
対　象　子育て中の人か、子育て支

援者
定　員　５０人（申込順）
※保育あり〈要予約（申込順）、費
用３００円〉

申し込み　電話か、Ｅメールに住所、
氏名、電話番号、保育の有無、
「絵本講座申し込み」と書い
て、みらい子育てネットさが
みはら連絡協議会の塩野さん
（1０８０－５６４５－９７２１　Ｅメ
ール　hahato@nifty.com） 
へ

市地域子育て支援事業

絵本で発見！子育てのヒント 　児童の遊びや生活面を指導します。
①児童育成指導員　②児童館指導員
③児童育成補助員　④児童館補助員
勤　務
①週４日程度で１日５時間か６時間
②週３日程度で１日４時間
③④週２・３日程度
賃　金
①５時間勤務＝４，５５０円
　６時間勤務＝５，４６０円
②４時間勤務＝３，６４０円
③④時給８７０円
※募集施設など詳しくは、市ホームページ
をご覧になるか、お問い合わせください。

申し込み　こども施設課、各児童クラブ・
こどもセンター・公民館にある申込
書（市ホームページからもダウンロ
ード可）を１０月３日～１４日（必着）に
こども施設課（1０４２－７６９－９２２７）へ

児童育成指導員等を募集
子育て・孫育てを応援

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、
①１１月２日②１０月３０日③１１月５日④１０月１５日⑤１１月１６日までに同体育
館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

広報さがみはらの「テキスト版」「電子ブック版」を
市ホームページで掲載開始

　現在閲覧できる広報さがみはら「ＰＤＦ版」に加え、次の電子広報サービスを導入します。
テキスト版
　文字のみで構成され、音声読み上げソフトを活用した閲覧などにも便利です。
電子ブック版
　パソコンのほか、スマートフォンなど携帯端末でも、冊子に近い感覚で閲覧できます。
閲覧方法　市ホームページの　暮らしの情報　→　広報　からご覧になれます。

１ ０ 月
か ら

　障害者が作詞作曲した曲の発表演奏とコーラス、ハ
ーモニカ演奏、ミニＳＬ、模擬店などを行います。
日にち　１０月１５日（土）
時　間　午前１０時～午後４時
会　場　あじさい会館、ウェルネスさがみはら前広場

ほかほか
ふれあいフェスタ2011

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

けやき体育館の催し

　重症心身障害児・者とその家族への支援体制を強化・充実するため、重
症心身障害児・者を対象とする訪問看護に必要な知識やスキルを、講義や
実習で学びます。
日にち　１１月５日（土）～平成２４年１月２７日（金）
※詳しい日程については、お問い合わせください。
時　間　午前９時３０分～午後０時３０分（１月２７日は午後３時まで）
会　場　相模原療育園ほか
対　象　市内在住の重症心身障害児・者に訪問看護をしているか、訪問

看護をしたいと考えている看護師等の資格がある人＝１５人（選考）
申し込み　郵送かファクスに、住所、氏名、年齢、電話番号、「在宅重症

心身障害児・者看護研修」と書いて、資格証等の写しと一緒に、１０
月１４日（必着）までに、相模原療育園（〒２５２－０３３４　南区若松１－
２１－９　1０４２－７４９－６３１６　6０４２－７４９－６３５６）へ

看護師等の資格がある人の参加を待っています

在宅重症心身障害児・者看護研修〈全７回〉
　訪問看護は、病気や障害がある人など
を対象に、看護師等が居宅を訪問し、日
常生活の看護などを行う医療・介護のサ
ービスです。
　同事業は、在宅の重症心身障害児・者
のうち長時間の医療的ケアを必要とする
人を対象に、訪問看護体制の充実と家族
の負担を軽減するために実施しています。
　内容は、医療サービスの訪問看護に加
え、同内容のサービスを福祉サービスと
して無料で提供するものです。

新規事業 重症心身障害児・者
訪問看護支援事業 　市内在住の身体障害者が制作

した絵画・写真・手芸等を展示
します。
展示期間

会　場　あじさい会館

身体障害者作品展

時　間日にち
午後１時～４時１０月２１日（金）
午前９時
　　～午後４時　　２２日（土）

午前９時～正午　　２３日（日）

障害者のための事業、催し

お問い合わせ
障害福祉課

1０４２－７６９－８３５５

お問い合わせ
相模原ボランティア協会　1０４２－７５９－７９８２

子育て広場たんとの催し

　けやき体育館にピエロがやってきます！皆で一緒に楽しみましょう。
日　時　１１月１６日（水）午前１０時～１１時
対　象　市内在住か在勤・在学の障害児・者
定　員　５０人（申込順）

⑤けやき体育館にピエロがやってくる！2011

日　時　１１月１０日・２４日、１２月８日の木曜日午前１０時～正午
対　象　市内在住か在勤・在学の身体・精神障害児・者
定　員　２０人、ボランティア５人（申込順）

③障害者ふれあい文化講座 コーラス〈全３回〉

　細長い台の上に置いた柔らかいボールをバットで打つ野球に似たゲーム
です。
日　時　１１月５日・２６日、１２月３日の土曜日午前１０時～正午
対　象　市内在住か在勤・在学の知的障害児・者
定　員　３０人、ボランティア５人（申込順）

①障害者スポーツ講座 ティーボール〈全３回〉

日　時　１１月１２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・在学の小学生以上の障害児・者と２０歳以上の付

き添いの人＝４０組（抽選）
費　用　２，５２０円（昼食代）

④障害児・者バスレクリエーション りんご狩り（長野県佐久市）

日　時　１１月７日、１４日の月曜日午後２時～４時
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

②障害者ふれあい文化講座 手芸〈全２回〉

お問い合わせ
障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５



23 (2011) .10.1��� No.1226

検診にかかる時間は思っているより短い 
　各検診の検査自体は簡単にでき、時間もあ
まりかかりません。また、土曜日に検診が受
けられる医療機関や、休日に実施する集団検
診（検診車での検診）もあります。 

忙しくて時間がなくて… 

日本人の３人に１人ががんで死亡しています
　１９８１年以降、がんは日本人の死亡原因第１
位。日本人の２人に１人はがんになり、３人
に１人はがんで死亡しています。 

どこも悪くないし、 
まさか私ががんなんて… 

市が行うがん検診なら低負担で受けられます 
　各検診の費用は２００円～２,９００円と、自分で
受診するより低負担で受けられます。 

費用がかかりそうで… 

「がん」＝「死の病」ではありません 
　定期検診で見つかるがんのほとんどが早期
がんです。早期がんでは多くの場合、治療の
負担も軽く完治することができますが、がん
の進行とともに治癒率は下がります。 
　本当に怖いのは「がんが進行しているのに
気付いていない」状態です。 

もし、がんが 
見つかったら怖いし… 

がん検診 
受けていますか？ 

がんを防ぐための　12か条 
生活習慣を見直して、日々の生活からがんを予防しましょう。 

新 

あなたをがんから守るのはあなた自身です！ 
「生活習慣の改善＋がん検診」でがんを予防 

　がんは初期症状がほとんどなく、症状が現れたときには、命にかかわる
ほど進行しているということが少なくありません。
　しかし、がんは「早期発見・早期治療」で治せる病気です。たばこを吸
わず、酒も飲まず、食事のバランスに気を付け、運動を心掛けても、がん
になるリスクは減少しますが、ゼロにはなりません。

　そこで、早期に見つけるためのがん検診が必要なのです。
　市では国が勧める５つのがん検診（胃・子宮・乳・肺・大腸）を実施し
ています。定期的にがん検診を受けて、がんの早期発見、早期治療につな
げましょう。

１たばこは吸わない
２他人のたばこの煙をできる 
だけ避ける
３お酒はほどほどに
４バランスのとれた食生活を
５塩辛い食品は控えめに
６野菜や果物は豊富に
７適度に運動

８適切な体重維持
９ウイルスや細菌の感染予防と
治療

１０定期的ながん検診を
１１身体の異常に気が付いたら、
すぐに受診を

１２正しいがん情報でがんを知り
ましょう

出典　がん研究振興財団

がん検診を受けてみたい！と思ったら
まずは電話してください

コールセンター　1０４２－７７０－７７７７
　がん検診は「施設検診（医療機関で受診）」か「集団検診（検診車で受診）」
のいずれかを選択できます。
※電話受け付け後、受診に必要な「受診券」を送ります。

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－９２２０

ウイルスや細菌が原因となるがんもあります

　自覚症状もなく、再検査のときも
がんだとは思ってもみませんでした。
検診を受けていたおかげで早期発見
ができ、内視鏡の精密検査と同時の
簡単な手術で済みました。検診を受
けていて本当に良かったです。
（６７歳、男性）

　
　検診で医師
からマンモグ

ラフィの説明を受け、触診では発見
できなかった初期のがんを発見でき、
早期治療することができました。セ
ルフチェックで問題がないからとい
って安心はできません。自己判断せ
ず、何より自分のために検診を受け
た方がいいと思います。
（４７歳、女性）

　定期検診を
受けていたお
かげで早期発見ができました。痛み
が出たり、おかしいと思ったときに
は手遅れです。自分の身体を過信せ
ず、何もないときにこそ検診を受け
ることが大切だと思います。家族に
もがん検診を勧めています。
（７０歳、男性）

　３０歳代の頃から、がん検診の通知
をきっかけに当たり前のように毎年
がん検診を受けてきました。検診は
自分の体を知るきっかけにもなりま
す。体の小さな変化を見落とさず、気
付いたときは放置しないでください。

（４８歳、女性）
受けていて 
よかった！ 

がんを早期発見できた人の 

声 

大腸がん 子宮頸がん

乳がん胃がん

がんを恐れないで
　村上利枝さん（キャンサー・ネット・ジャパン

東京都・神奈川県がん体験者ピアサポーター）

　がんは検診で早期発見・早期治療につなげること
ができます。検査を受けて「もしがんだったら…」
という恐怖心があるかもしれませんが、早期発見・
早期治療で助かる命がたくさんあります。がん
は誰でもかかる可能性がある身近な病気です。人ご
とだと思わず定期的に検診を受け、自分の体を自分
で守ってあげてください。

がんを克服した経験を
生かし、がん患者をサ
ポートする村上さん

がん危険度チェック
　年々、患者数が増加している大腸がんに注目しました。
　当てはまる項目が多いほど注意が必要です。当てはまる項目がな
くても油断は禁物です。

 大腸がん 
　女性はがんの部位別死亡者数の第１位、男性では第３位です。
　食生活の欧米化により、男女ともに患者数が年々増加しています。

□４０歳以上である
□直系の親族に大腸がんに
なった人がいる
□肥満である

　　□お酒をよく飲む
　　□保存・加工肉をよく食べる
　　□たばこを吸う
　　□運動不足である

ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）

↓

子宮頸がん

ＨＰＶはほとんどの女性が
感染し、その１００分の１～
１０００分の１に子宮頸がんが
発生します。

↓
子宮頸がん検診の受診で前
がん病変を発見し、がんへ
の進行を防ぎます。

ピロリ菌

↓

胃がん

胃がん発生の主要な因子の一つと考
えられ、日本人の中高年の感染率が
非常に高いことがわかっています。

↓
ピロリ菌の感染の有無などにより判
定する胃がんハイリスク検診（ABC
検診）があります。
ABC検診について　お問い合わせ
市医師会　1０４２－７５６－１７００
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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。

を 楽しい祭りが目白押し 楽しい祭りが目白押し の の の さ み が は ら さ み が は ら さ み が は ら し 楽 も う し 楽 も う し 楽 も う を を 
お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７ 

さささささささささささがががががががががががみみみみみみみみみみみ風風風風風風風風風風風っっっっっっっっっっっ子子子子子子子子子子子文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭

　小・中学生や地元などで作ったね
ぶたや鼓笛、太鼓、よさこい踊りな
ど、光と音の大パレード
時　間　午後４時～８時３０分
　　　　〈雨天時は１０日（祝）〉
会 場 リバティ大通りなど

相模ねぶたカーニバル
参勤交代の大名行列など江戸時代の
甲州街道のにぎわいを再現

甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州州街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小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本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭

時 間 午前１０時３０分～午後３時３０分
（大名行列は午後０時４５分～
２時１５分）
〈雨天時、大名行列は中止〉

会 場 小原宿本陣、小原の郷

さがみはら菓子まつり
オータムフェア '１１

児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童工工工工工工工工工工作作作作作作作作作作展展展展展展展展展展児童工作展
　市内のこどもセンターや児童館で、子どもたちが作った作品を展示します。
日　時　１０月１４日（金）～１６日（日）午前１０時～午後６時
会　場　アリオ橋本アクアガーデン

お問い合わせ　こども施設課　1０４２－７６９－９２２７ お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

会　場時　間日にち内　容
女子美アート
ミュージアム

午前１０時
　　～午後４時３０分

１０月２７日（木）
　～３１日（月）造形

「さがみ風っ子展」 淵野辺公園午前９時～午後４時
（３１日は午後３時３０
分まで）

１０月２９日（土）
　～３１日（月） 銀河アリーナ学校給食展

市民会館ホール午前９時４５分
～午後３時

１０月１２日（水）
　～１４日（金）小学校連合音楽会

グリーンホール
相模大野

午前９時２５分
～午後４時１０月２８日（金）中学校音楽発表会

南市民ホール午前９時２０分
　　～午後４時３０分

１１月３日（祝）
　～５日（土）中学校演劇発表会

グリーンホール
相模大野

午前９時３０分
　　～午後４時３０分
（６日は午前１０時２０
分から）

１１月５日（土）
　　６日（日）器楽合奏大会

津久井中央
公民館

午前９時３０分
　　～午後０時３０分１１月１９日（土）合同学芸会

同時開催（市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会）

会　場時　間日にち内　容

淵野辺公園午前９時～午後３時１０月２９日（土）
　　３０日（日）

ふれあいコーナー
※親子工作など

国道１６号 

屋台村会場（青少年相談センター正面駐車場） 屋台村会場（青少年相談センター正面駐車場） 

消防署 市役所 消防署 市役所 
警察署 警察署 

至相模原駅 

ウェルネス 
さがみはら 
ウェルネス 
さがみはら 市民会館 市民会館 

リバティ大通り（パレード会場） リバティ大通り（パレード会場） 

清新三丁目 
交差点 
清新三丁目 
交差点 

交通規制区域 通行止め区間 
午後４時～８時３０分 

特産品 
コーナー 
特産品 
コーナー 

屋
台
村
会
場 

（
正
午
か
ら 

交
通
規
制
） 

１１１１１１１１１１１０００００００００００月月月月月月月月月月月９９９９９９９９９９９日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日））））））））））） １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１月月月月月月月月月月月３３３３３３３３３３３日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝祝）））））））））））

１１１１１１１１１１１０００００００００００月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（土土土土土土土土土土土））））））））））） １１１１１１１１１１１０００００００００００月月月月月月月月月月月９９９９９９９９９９９日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日）））））））））））・・・・・・・・・・・２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日）））））））））））

小原宿
本陣

中央自動車道 相模湖東出口 

相模湖駅 中央本線 
八王子方面 

大垂水峠 

千木良 

小原 

甲州街道 
（国道２０号線） 

与瀬 

相模湖大橋 

桂橋 

相模湖 

P1 P2

小原の郷 

交通規制
午後０時４５分～２時１５分

臨時駐車場
＝北相中学校 
＝小原ふれあい広場 

P1
P2

市市市市市市市市市市市立立立立立立立立立立立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ののののののののののの催催催催催催催催催催催ししししししししししし
星空観望会（１０月）
　プラネタリウムで星空解説後、４０㎝大型望遠鏡で観望します。
日　時　１０月８日（土）・２１日（金）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

プラネタリウム新番組「人類は火星をめざす～有人宇宙飛行５０周年～」
　これまでの宇宙開発の歴史を踏まえながら、今後の有人宇宙飛行計画
について解説します。
期　間　１１月３０日（水）まで　　時　間　午後２時４０分
定　員　２１０人（先着順）　※希望者は直接会場へ
費　用　５００円（４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円）

市立博物館　1０４２－７５０－８０３０　開館時間　午前９時３０分～午後５時
１０月の休館日　月曜日（１０日を除く）、１１日（火）

青空に広げよう
創造と友情の輪を

笑顔と元気になろう
秋の公園で！

　ステージ演奏やフリーマーケット、釣
りやミニＳＬ乗車等の体験イベントなど
時　間　午前９時４５分～午後３時３０分
会　場　県立相模湖公園
　　　　〈荒天時は中止〉

相模湖ふれあい広場１１１１１１１１１１１０００００００００００月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日）））））））））））

　ステージ演奏や模擬店、特産品
の販売など
時　間　午前１０時～午後３時
会　場　名倉グラウンド
　　　　〈荒天時は中止〉

１１１１１１１１１１１０００００００００００月月月月月月月月月月月２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日））））））））））） 藤野ふる里まつり

　ステージイベントや模擬店、フリ
ーマーケットなど
時　間　午前１０時～午後３時
会　場　中野中学校、津久井総合事

務所周辺〈荒天時は中止〉

１１１１１１１１１１１０００００００００００月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日））））））））））） 津久井やまびこ祭り
　小・中学生による楽器演奏や祭
りばやしの披露、展示販売など
時　間　午前９時３０分～
　　　　午後３時３０分
会　場　原宿公園〈荒天時は中止〉

１１１１１１１１１１１０００００００００００月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日））））））））））） 城山もみじまつり

市内で製造・販売されているお菓子の展示、
販売、ねりきりの実演など

※さがみはらスイーツフェスティバル２０１１
販売イベントと同時開催
時 間 午前１０時～午後６時
会 場 アリオ橋本グランドガーデン

市内で製造・販売されているお菓子の展示、
販売、ねりきりの実演など

※さがみはらスイーツフェスティバル２０１１
販売イベントと同時開催
時 間 午前１０時～午後６時
会 場 アリオ橋本グランドガーデン

時　間　午前１０時～午後３時　　会　場　１０月９日（日）相模原麻溝公園、２３日（日）相模原北公園
※イベントの内容など詳しくは、１０月１日発行の「さがみはらグリーン」をご覧ください。
１０月２３日（日）相模原北公園でのフリーマーケット出店者を募集
対　象　市内在住で、１０月１６日（日）午後１時３０分からの説明会に参加できる人＝２０組（抽選）
※１組１区画（３ｍ×２ｍ）。業者の出店、飲食物（缶詰等を含む）・生き物・電化製品・大型家具の販売不可
費　用　１，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号、販売品目、参加人数、「フリーマーケット出店希望」

と書いて、１０月７日（必着）までに市みどりの協会（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２３１７－１）へ
お問い合わせ　市みどりの協会　1０４２－７７７－２８６０

時　間　午前１０時～午後３時　　会　場　１０月９日（日）相模原麻溝公園、２３日（日）相模原北公園
※イベントの内容など詳しくは、１０月１日発行の「さがみはらグリーン」をご覧ください。
１０月２３日（日）相模原北公園でのフリーマーケット出店者を募集
対　象　市内在住で、１０月１６日（日）午後１時３０分からの説明会に参加できる人＝２０組（抽選）
※１組１区画（３ｍ×２ｍ）。業者の出店、飲食物（缶詰等を含む）・生き物・電化製品・大型家具の販売不可
費　用　１，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号、販売品目、参加人数、「フリーマーケット出店希望」

と書いて、１０月７日（必着）までに市みどりの協会（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２３１７－１）へ
お問い合わせ　市みどりの協会　1０４２－７７７－２８６０
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市民ポータルサイト活用講座
①団体ホームページ制作手順説明会 ②地域ＳＮＳ操作手順説明会

　地域ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）の利用の仕方を紹
介するほか、市内で活動する団体・サークル・自治会などのホームページ
をポータルサイトで制作し、情報発信の操作手順を学びます。

定　員
（申込順）会　場時　間日にち

②①

各２０人大野北公民館午後３時
～４時３０分

午後１時３０分
～２時５０分１０月１３日（木）

各３０人総合学習センター午後８時
～９時３０分

午後６時３０分
～７時５０分　　１５日（土）

各２０人

橋本公民館

午後３時
～４時３０分

午後１時３０分
～２時５０分

　　１７日（月）
中沢中学校　　２０日（木）

津久井中央公民館　　２５日（火）
東林公民館　　２７日（木）
大野南公民館　　２９日（土）
相模台公民館　　３１日（月）

対　象　市内で活動する団体・サークル・自治会など（②は個人も可）
申し込み　各公民館などにある申込書をファクスかＥメールで、開催２日前ま

でに市コミュニティサイト運営プロジェクト（6０４２－７７８－２５２０　Ｅメ
ール info@sagami-portal.com）へ。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ
市コミュニティサイト運営プロジェクト（鮎川）　1０９０－４６１３－７９３１

スポーツ大会出場奨励金
対　象　アマチュアスポーツ大会の全国大会等に出場する市内在住の個

人、団体（年度内１人１回）
※大会開催の１４日前までに申請が必要。申請方法や金額など詳しくは、お
問い合せください。

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

犬のしつけ教室
①小型犬（初心者）　②中・大型犬（初心者）　③全犬種（前回参加者）

日にち　１０月２２日（土）
時　間　①午前９時～１０時　②午前１０時１５分～１１時１５分
　　　　③午前１１時３０分～午後０時３０分
会　場　相模湖林間公園
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝各１０人（申込順）
費　用　各３００円
申し込み　直接か電話で同公園（1０４２－６８５－１３３０）へ
※狂犬病予防注射接種済みを証明できるもの（平成２３年度）が必要です。

下水道
ふれあいまつり

　下水処理場の見学、模擬店、ゲームな
どを行います。
日にち　１０月２２日（土）〈小雨決行〉
時　間　午前１０時～午後３時
会　場　四之宮ふれあい広場（平塚市四

之宮管理センター内）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
県下水道公社企画課　1０４６３－５５－７４３８

相模湖地区の文化財探訪
　俳句寺として知られる正覚寺や、奇岩怪石のある石老山の登山コースに
ある顕鏡寺などの文化財を巡ります。
日にち　１０月２２日（土）〈小雨決行、一部ルート変更の場合あり〉
集　合　午前９時３０分に相模湖駅改札口　※解散は午後３時３０分ごろ
定　員　５０人（先着順）
※希望者は歩きやすい服装で、弁当、雨具を持参し、直接集合場所へ

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

秋季ポニー教室〈全５回〉
　ポニー乗馬やエサあげ、参加者同士の仲間づくりなどをします。
日　時　１１月３日～２３日の祝日と日曜日 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）、性別、学年、電話番号、保護者
名、「秋季ポニー教室」と書いて、１０
月１７日（必着）までに同広場（〒２５２－
０３２８　南区麻溝台２３１７－１　1０４２－７７８－３９００）へ

※過去に参加した人は応募できません。

さがみはら
観光写真コンテスト

テーマ　市内の行事や祭り、自然景観、都市景観、文化財
など

※作品のサイズなど詳しくは、募集要項をご覧ください。
募集要項・応募票の配布場所　市観光協会、各公民館・地

域センターなど
※市観光協会ホームページからもダウンロード可
申し込み　応募票を作品の裏側に貼付し、１２月１５日（必着）

までに市観光協会（商業観光課内　1０４２－７６９－
８２３６）かフォトイメージング相模原組合加盟店へ

作品
募集

１６ミリ映写機操作
認定講習会

日にち　１１月６日（日）
時　間　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歳以上の

人（中学生は除く）
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

ふれあい美術展
　高齢者団体が出品する陶芸、水彩画、書道の作品を展示します。
日　時　１０月８日（土）・９日（日）午前９時～午後５時
会　場　新磯ふれあいセンター

お問い合わせ　　新磯ふれあいセンター　1０４６－２５５－１３１１

みんなの消費生活展
　クイズラリーなどのイベントを通じて生活に役立つ情報を紹介します。
日　時　１０月１４日（金）・１５日（土）午前１０時～午後４時
会　場　ミウィ橋本５階インナーガーデン　※希望者は直接会場へ
※クイズラリー参加者には相模原産野菜などをプレゼントします。

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

シルバーいきいきライフ講習会
費　用時　間日にち講習会名

各３００円
午前９時～午後４時

１１月１日（火）
毛筆で書く年賀状

　　２日（水）

各６００円
１１月７日（月）・８日（火）布ぞうり編み

〈全２回〉 １１月１０日（木）・１１日（金）

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＝各１０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、講習会名・希望日

を書いて、１０月１４日（必着）までに同所（〒２５２－０２３６　中央区富士
見４－３－１　1０４２－７５４－１１７７）へ

国民生活センター公開講座
～見て納得 よりよい消費生活をめざして～

　同センターの仕組みの講義と商品テストの施設を見学します。
日　時　１０月３１日（月）午後１時３０分～４時
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上の人＝３０人（申込順）
申し込み　直接か電話で、１０月２１日までに総合学習センター（1０４２－７５６

－３４４３）へ
※車で来場する場合は、申込時に車のナンバーを確認します。

ウオーキングツアー オープンガーデンめぐり
　緑区長竹地区を歩きます（約６㎞）。
日にち　１０月１３日（木）　　集　合　午前７時４５分にＪＲ橋本駅
定　員　２０人（申込順）　　費　用　９００円（バス代含む）
申し込み　電話で市みどりの協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

体験教室　黒曜石で矢じりを作ろう！
日　時　１０月１６日（日）午後２時～４時
会　場　旧石器ハテナ館
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）　　費　用　１００円（材料費）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ
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みんなの スポ・レク情報 
～スポーツ・レクリエーションを楽しもう～

初中級エアロビクス教室〈全８回〉
日　時　１１月１日～１２月２０日の毎週火曜日午前１０時～１１時３０分
会　場　サーティーフォー相模原球場体育室
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上（高校生を除く）の人
定　員　３０人（抽選）　　費　用　３，０００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、「エアロビクス教室」と書いて、１０月１１日（必着）までに同球
場（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６　1０４２－７５３－６９３０）へ

１０月１日～１６日は県民スポーツ週間

１０月１０日（祝）は体育施設を無料開放
電話番号時　間施設名

①０４２－７４８－１７８１
②０４２－７６３－７７１１午前９時～午後１０時

①総合体育館　
②北総合体育館
（体育室・柔道場・トレーニング室など）

③０４２－７５８－３１５１
④０４２－７７６－５３１１

午前９時
　　～午後９時３０分

③さがみはらグリーンプール　　
　（各プール・トレーニング室）
④銀河アリーナ（トレーニング室）

⑤０４２－７５８－０８８６
⑥０４２－７５３－６９３０

午前８時３０分
　　～午後９時３０分

⑤横山公園（陸上競技場）
⑥サーティーフォー相模原球場（体育室）

　０４２－６８７－５７００午前９時～午後５時ふじのマレットゴルフ場
※個人の利用に限ります。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

市体育協会からのお知らせ

スポーツフェスティバル２０１１ 
　乗馬、サッカー、ラグビー、ニュースポーツ
の体験やアスリートと交流、体力測定など
日　時　１０月１０日（祝）午前９時～午後２時
会　場　相模原麻溝公園競技場
※希望者は直接会場へ

みんな元気さがみはらウオーク２０１１＆
健康・体験イベント
日　時　１１月３日（祝）午前９時１５分
集合場所　淵野辺公園芝生広場
コース　①民話の里（でいらぼっち）を歩こう（４

㎞）、②相模原豊かな自然を歩こう（１４㎞）
費　用　各５００円（未就学児は無料）
申し込み　はがきかＥメールに、全員の住所・

氏名（代表者に○）・年齢・性別・電話
番号、コースを書いて、１０月２３日（必着）
までに市体育協会へ

いきいきボウリング教室〈全６回〉
日にち　１０月１８日～１１月２２日の毎週火曜日
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、相模原パークレーン

ズ（1０４２－７５５－１１１０）へ

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

そ せい

扱い、止血法を学びます。
日にち　１１月５日（土）　　会　場　産業会館
時　間　午前９時１５分～午後０時１５分
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　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、「１１
月５日普通救命講習」と書いて、１０月２１
日までに市体育協会へ

市民マスターズ水泳大会・ダイビングフ
ェスティバル
日　時　１１月１３日（日）午前９時～午後６時
会　場　さがみはらグリーンプール
※申込方法など詳しくは市水泳協会ホームペー
ジをご覧になるか、お問い合わせください。

親子ラグビー教室
日　時　１０月１６日（日）午前９時～正午
会　場　アイダエンジニアリンググラウンド

（緑区根小屋）
対　象　市内在住の３歳～中学生とその保護者

（保護者が市内在勤でも可）
費　用　１組５００円
※希望者は、運動のできる服装で直接会場へ

協会長杯争奪バレーボール大会
日　時　１１月２７日（日）午前９時
会　場　総合体育館　　費　用　５，０００円
※市バレーボール協会登録チームは３，０００円
申し込み　市体育協会にある申込用紙と参加料

を１０月２３日までに市バレーボール協会へ

市長杯争奪ターゲット・バードゴルフ
競技大会
日にち　１０月２３日（日）
時　間　午前９時～午後３時３０分
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・在学の１８歳以上の人
定　員　１３０人（申込順）　　費　用　８００円
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、「ターゲット・バードゴルフ
競技大会」と書いて、１０月１５日（消印有
効）までに市体育協会へ

ペタンク競技親善大会（トリプルス）
日　時　１１月３日（祝）午前８時～午後４時３０分
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
対　象　市内在住の人＝６４チーム（申込順）
費　用　１，０００円（高校生以下５００円）
申し込み　はがきかファクスに、代表者の住所・

氏名・電話番号、全員の氏名、チーム名、
「ペタンク大会」と書いて、１０月１６日（必
着）までに市体育協会へ

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

テニス教室〈全５回〉
日にち　１０月２２日（土）～１２月１８日（日）※

時　間曜　日会　場
午後０時３０分～２時３０分

土曜日
名倉グラウンド

午前１０時３０分
　　　　～午後０時３０分

小倉テニスコート
日曜日津久井又野公園、相模湖林間公園

コース　①初心・初級②ジュニア
対　象　①１５歳以上の人＝各２０人（申込順）
　　　　②小学校３年生～中学生＝１０人（申込順）
費　用　各４，０００円
申し込み　直接か電話、ファクスに氏名、年齢、電話番号、テニス経験

の有無、希望会場、コースを書いて、めいぷる（〒２５２－０１０５　緑
区久保沢１－１－５３　1０４２－７８２－０３０３　6０４２－７８２－１０５１）へ

※各会場・コースによって開催日程が異なります。詳しくは、お問い合
わせください。

キッズスポーツ教室〈全２０回〉
日　時　１１月２日～平成２４年３月２８日の毎週水曜日（１１月２３日・３０日を

除く）午後４時～５時
会　場　相模原麻溝公園競技場
対　象　小学校１・２年生＝２０人（抽選）　　費　用　６，０００円
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、「キッズスポーツ教室」と書いて、１０月２５
日までに同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメ
ール asamizo-stadium@dream.jp）へ

銀河アリーナアイススケート場オープン
期　間　１０月２０日（木）
　　　～平成２４年５月６日（日）
時　間　午前９時～午後８時１５分 

（火・木曜日は午後６時まで）
※手袋と、帽子かヘルメットを着用し
てください。

お問い合わせ　銀河アリーナ　1０４２－７７６－５３１１

料　金
貸靴代入場料区　分
２００円４００円４歳～中学生

４００円
６００円１８歳以下の人
８００円１９～６４歳の人
４００円６５歳以上の人

※障害者と介護者は入場無料

１０月１日以降のスポーツ施設は、屋外のナイターも含め、通常に開放します。

さがみはらグリーンプールの催し
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち教室・講座名

２００円３０人３０歳以上の人午前１１時
　～正午１０月２０日（木）健康栄養

各
１，０００円各２０人

小学生
以上の人

午前１０時
　～正午１０月２２日（土）はじめてのビー

ズアクセサリー
年長～

小学校３年生
午後３時
　～４時１０月２３日（日）英語で

あそぼう

１８歳以上の人午前１０時
　～正午１０月２７日（木）絵手紙体験

４００円５０人１５歳以上の人
（中学生除く）

午前９時
　～１０時１０月３１日（月）はじめての

水泳

２，０００円３０人
ビート板を使っ
て２５ｍ以上泳げ
る小・中学生

午後５時３０分
　～６時３０分※のとおりクロール集中

水泳〈全８回〉

※１０月３１日（月）、１１月１日（火）・７日（月）～１１日（金）・１５日（火）
申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）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。

都市計画案の縦覧

　生産緑地地区の変更案の縦覧と
意見書の提出
日１０月３日（月）～１７日（月）
※土・日曜日、祝日を除く
時午前８時３０分～午後５時１５分
会問都市計画課
※意見書の提出方法について詳し
くは、お問い合わせください。

建物の耐震巡回相談

日１０月１２日（水）
時午後１時３０分～４時３０分
会大野北公民館
※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

違反建築防止週間１０月１１日～１７日

　期間中、工事中の住宅を中心に
一斉パトロールを実施
問建築審査課

社会保険労務士無料相談会

　年金や健康保険、賃金、解雇など
日１０月１２日（水）
時午前１０時～午後４時
会市役所本館１階ロビー
※希望者は直接会場へ
問県社会保険労務士会相模原支部
（1０４２－７５３－３１４８）

マンション管理　無料相談会

日時１０月１６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

日商簿記検定試験

日１１月２０日（日）
会桜美林大学プラネット淵野辺キ
ャンパス、相模女子大学
費１級７，５００円、２級４，５００円
　３級２，５００円
申直接（１０月１７日～２１日）かイン
ターネット（１０月２０日まで）で、相
模原商工会議所（1０４２－７５３－８１３４
ＨＰ http://www.ssp２１.or.jp/）へ

公証人無料相談会

　相続、遺言等の公正証書作成など
日時１０月５日（水）午後１時～４時
会 問中央区役所市民相談室
※希望者は直接会場へ

戦没者合同慰霊祭

日時１０月７日（金）午前１０時３０分～正午
会市民会館ホール
対市内在住の人
※参列希望者は直接会場へ
問地域福祉課

赤い羽根共同募金運動

期間　１２月３１日（土）まで
問共同募金会相模原市支会（1０４２
－７３０－３８８８）

登記無料相談会

　相続や抵当権の抹消など
日１０月２２日（土）
時午前９時～午後４時
会緑区役所市民相談室
定１２人（申込順）
申電話で１０月３日から横浜地方法
務局相模原支局（1０４２－７５３－
２１１０）へ

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

　１２月まで平日に空きあり
申随時受け付け
平成２４年１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１０月１０日までに各施設へ。
抽選後の空き室の申し込みは１０月
２１日から電話で①7０１２０－９８８－
５４７②1０２６７－５５－６７７６へ
①１月の休館日　１０日（火）・１１日（水）
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

介護保険課の非常勤職員

　介護保険の認定調査点検
勤務　１１月７日～平成２４年１月６
日の月～金曜日（祝日を除く）で
午前９時～午後３時３０分
賃金　時給１，１５０円
対社会福祉士の資格がある人

定１人
申電話で１０月３日～１４日に同課
（1０４２－７６９－８３４２）へ

衛生試験所の非常勤職員

　食品等微生物検査業務
勤務　１１月１４日～平成２４年２月２９
日の月～金曜日で午前９時３０分～
午後４時
賃金　日額７，６４５円
対大学の薬学部・農学部等を卒業
したか、臨床検査技師で、食品微
生物検査の経験がある人＝１人
申電話で１０月３日～１４日に同所（1 

０４２－７６９－８３４８）へ

障害者支援センター

松が丘園の嘱託職員

勤務　週５日（土・日曜日、祝日
を含む）で午前８時３０分～午後５
時
報酬　月額１６万２，３００円
対給与・経理業務の実務経験が３
年以上あり、普通自動車運転免許
がある人＝１人
申履歴書（写真貼付）を直接か郵
送で１０月１１日（消印有効）までに同
所（〒２５２－０２２３　中央区松が丘１
－２３－１　1０４２－７５０－１９０５）へ

相模台地域包括 

支援センターの職員

勤務　月～金曜日は午前９時～午
後５時、土曜日は午前９時～正午
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（1０４２－７４１－６６６５）へ

日本語ボランティア

　日本語教室で外国人に日本語を
教えるボランティア
申電話でさがみはら国際交流ラウ
ンジ（1０４２－７５０－４１５０）へ

青年海外協力隊

シニア海外ボランティア

　体験談と説明会
日１０月１９日（水）
時シニア海外ボランティア＝午後
３時、青年海外協力隊＝午後７時
会グリーンホール相模大野
問ＪＩＣＡ横浜青年海外協力協会
（1０４５－６６３－３２１９）

非常勤保健師

　介護予防の保健指導など
勤務　月～金曜日の午前９時３０分
～午後４時（勤務日時は応相談）
賃金　時給１，７６０円
対保健師の資格がある人＝若干名
申電話で１０月３日から介護予防推
進課（1０４２－７６９－９２４９）へ

市都市整備公社の職員

　経理や事業の企画、施設管理等
勤務　平成２４年４月から週５日で
午前８時３０分～午後５時１５分（勤
務場所により土・日曜日、祝日の
勤務あり、週３８時間４５分）
対昭和４７年４月２日～平成２年４
月１日に生まれた人＝若干名
申必要書類を郵送で１０月１４日（消
印有効）までに同公社（〒２５２－
０２３６　中央区富士見６－６－２３ 
1０４２－７５１－６６２３）へ
※必要書類など詳しくは同公社ホ
ームページをご覧になるか、お問
い合わせください。

県立相模原公園の催し

①ネイチャーゲーム体験「君も名
探偵！！秋のヒミツさがし」
日１０月１５日（土）
時午前１０時３０分～正午
費２００円（小学生以下１００円。保険
代を含む）
②オータムフェア
　フリーマーケット、花苗販売など
日１０月１５日（土）・１６日（日）
時午前１０時～午後３時
③自然観察会「実のつく木を探そ
う、なぜ葉っぱは紅葉するの？」
日時１０月２２日（土）午後１時～３時
定４０人（申込順）
費３００円（小学生以下は無料）

◇　　　◇
申①③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
秋のラン展
日１０月４日（火）～１０日（祝）
時午前９時３０分～午後４時３０分
マリンバコンサート
日１０月９日（日）
時午後１時３０分～３時

お知らせ 

募　　集 

イベント 
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日時＝日時　　日＝日にち　　時＝時間　　会＝会場　　講＝講師　　　対＝対象　　費＝費用（記載のない場合は無料）　　定＝定員（指定のないものは選考）
申＝申し込み（期限で指定のないものは、必着）　　問＝お問い合わせ　　1＝電話　　5＝ファクス　　Ｅ＝Ｅメール　　HP＝ホームページ凡　例　

（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広告主へ。

「檀の会」シャドーボックス展
日１０月１２日（水）～２３日（日）
時午前９時３０分～午後４時３０分

◇　　　◇
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

銀河連邦サク共和国の特産物販売

　りんご（１袋５００円）、プルー
ン（１パック５００円）などを販売
日時１０月６日（木）正午～午後１時
会市役所正面玄関前
問農政課

さがみはら国際交流ラウンジの

お茶会－おしゃべり広場

　バングラデシュのお話
日１０月８日（土）
時午後４時～５時３０分
※希望者は直接会場へ
問同ラウンジ（1０４２－７５０－４１５０）

土曜コンサート「フルート＆ピアノ」

日時１０月１５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）

ソレイユさがみの催し

南区出前講座「介護を楽にするお
しゃべりサロン」
日１０月２７日（木）
時午後１時３０分～３時３０分
会介護サポート情報館たんとぽけ
っと（南区相模大野８－２－１２）
定６人（申込順）
じぶんの頭で考えるエコ工作教室
日１０月３０日（日）
時午前１０時３０分～正午
　午後１時３０分～３時
対小学生＝各２０人（申込順）
費各１００円（材料費・保険料）
エンディングノート～医師と考え
る自分らしい生き方のメッセージ
日１１月６日（日）
時午後１時３０分～４時
定５０人（申込順）
自分で出来るお疲れほぐし
～ホリスティックと栄養セミナー～
日１１月７日（月）
時午前１０時～午後１時
対女性＝２０人（申込順）
費５００円（昼食代）

◇　　　◇

※女性を対象にキャリアカウンセ
リングや健康相談を行っています。
日時など詳しくはお問い合わせく
ださい。
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）

家族セミナー「子どもの自立と

就職に向けて」〈全３回〉

日１０月１５日～２９日の毎週土曜日
時午後２時～４時
会サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
対ニートやひきこもり、フリータ
ーの子どもを持つ家族
定３０人（申込順）
申電話で１０月１４日までにさがみは
ら若者サポートステーション（1 

０４２－７０３－３８６１）へ

就職活動を支援！コンピュータ

実務教育講座〈全１５回〉

日１１月７日～２８日の月～金曜日
時午前９時～正午
会デジタルコンテンツ研究会（南
区南台３－１２－１２）
対市内在住でパソコンの入力操作
ができる求職活動中の人＝１５人
費１，６４４円
申直接か電話で１０月３日～１７日に
同会（1０４２－７４８－０４７１）へ
※１０月２０日・２１日に面接あり

田中 優さん講演会

「原発に頼らない社会へ」

　電力問題と温暖化の解決策につ
いて
日１０月１０日（祝）
時午後１時３０分～４時
会環境情報センター
定８５人（申込順）
申電話か、ファクス、Ｅメールに
住所、氏名、電話番号を書いて、
太陽光発電所ネットワークＰＶさ
がみはらの北村さん（16０４２－
７４５－８９５８　Ｅ pvsagamihara@ 
yahoo.co.jp）へ

養護教諭新採用研修市民公開講座

「感染症の予防と対応」

日１０月２７日（木）
時午後２時３０分～５時
会総合学習センター
対市内在住か在勤・在学の高校生
以上の人＝３０人（申込順）
申電話で１０月２４日までに同センタ
ー（1０４２－７５６－３４４３）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り（要予約）

コミュニティビジネスセミナー

「地域に暮らし、地域をつくる」

〈全３回〉

日１０月２１日（金）、１１月１０日（木）、
１２月２日（金）
時午後１時３０分～４時３０分（１１月
１０日は午前９時から）
会相模原商工会館ほか
定２０人（申込順）
費２，０００円（１１月の昼食代等）
申電話で１０月３日から市産業振興
財団（1０４２－７５９－５６００）へ

労務管理対策セミナー

テーマ　「働く人と組織を元気に
するメンタルヘルス対策」「労使
トラブル予防のための労務管理の
ポイント」
日１０月１７日（月）
時午後１時３０分～５時
会産業会館　　定７０人（申込順）
申電話で１０月３日～１２日にかなが
わ労働センター県央支所（1０４６－
２９６－７３１１）へ

初心者民謡講座〈全１０回〉

日時１０月１３日～１２月２２日の毎週木曜
日（１１月３日を除く）午後１時～３時
会総合学習センターほか
定３０人（申込順）　　費２，０００円
申電話で１０月１２日までに市民謡協
会の渡辺さん（1０４２－７７２－５８２８）へ

催 し

仲 間

　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。

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

講演・講座 

　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。
▼さがみはら母親大会　子育てと原
子力、貧困などをテーマにした講演
会など。１０月２日（日）午前１０時３０
分～午後４時、産業会館。費用３００円
（資料代）。保育あり（無料）　�問 
同大会実行委員会事務局（1０４２－
７６９－６５２５）
▼室内楽を楽しもう！２０１１ in 相模
大野　曲目はモーツァルト「アイネ・
クライネ・ナハト・ムジーク」ほか　
１０月９日（日）午後１時３０分～４時、
グリーンホール相模大野多目的ホー
ル。対象は５歳以上の人　�問 佐藤（1 

０４２－７１２－７０３５）
▼女声合唱団フレンドリー「２５周年
チャリティー（大船渡市）コンサー
ト」　曲目は「オペラ座の怪人」な
ど。１０月２２日（土）午後２時～４時、
グリーンホール相模大野多目的ホー
ル。費用５００円　�問 三川（1０４２－７４２
－８９０９）
▼中央地区シルバーダンスサークル
合同発表会　１０月３０日（日）午前１０
時３０分～午後４時、市体育館（市役所
前）。ダンスタイムあり、ダンスシュー
ズ持参　�問 松本（1０４２－７７４－０６３４）
　　　　　　会費などは個別にお問
　　　　　　い合わせください。
▼ヨガ　月３回木曜日午前１０時、橋本
公民館　�問 永嶋（1０４２－７７１－５３３６）
▼なぎなた　毎週水曜日午前１０時、
総合体育館。体験あり・見学歓迎　�問 
関口（1０４２－７５５－９４２５）
▼リズム体操　月４回木曜日午後１
時３０分、大野南公民館　�問 松岡（1０４２
－７６５－１４２５）
▼女声合唱　毎週火曜日午後３時、
大野南公民館。見学可　�問 西村（1０４２
－７４２－５４０７）
▼障害児リトミック　月１回火曜日
午後３時５０分、東林公民館　�問 菊地
（1０９０－６５０６－１６３５）
▼社交ダンス　毎週金曜日午後１時、
上溝公民館ほか。経験者歓迎　�問 山
崎（1０４２－７７２－３２３５）
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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。

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。

フォトシティさがみはら2011
記録！表現！記憶！「さがみはらの写真文化」を全国、世界に発信！

▲プロの部　さがみはら写真賞
「FENCES,OKINAWA」
石川真生さん（沖縄県）

▲アマチュアの部　金賞
　「茜の路、頬撫でる風」
　橋本光弘さん（兵庫県）

▲アマチュアの部　市民奨励賞
　「太陽」

　岡山信男さん（相模原市南区）

　同協会は職業写真家でつくる国内最大の団体で、フォトシティさがみはらは「写真文化の発展に
貢献し国内外で高く評価されている」として、同賞を受賞しました。

ペンギンのお散歩タイム
期　間　１０月８日（土）～１０日（祝）
時　間　午前１１時、午後１時・３時
　　　　（各１５分）

１０月３０日（日）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　クロホシイシモチなど

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
入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）

１０月の
休館日は月曜日（１０日を除く）と１１日（火）

ク
ロ
ホ
シ
イ
シ
モ
チ

相模川ふれあい科学館の催し
販売イベント 　参加店舗（カフェを除く）の作品が一堂に並ぶ！
日　時　１０月１５日（土）午前１０時から　（個数限定販売）
会　場　アリオ橋本グランドガーデン　
※さがみはら菓子まつりと同時開催
コンテストの一般審査員を募集
日　時　１１月５日（土）午後１時～３時
会　場　相模女子大学マーガレットホール
対　象　１６歳以上で参加店舗の関係者以外の人＝４０人程度（抽選）
申し込み　はがきかＥメール（１通３人まで）に全員の住所・氏名（ふ

りがな）・年齢・性別・勤務先か学校名・電話番号・メールア
ドレス、「一般審査員応募」と書いて、１０月１２日（必着）まで
に、同実行委員会事務局（商業観光課内　〒２５２－５２７７　中央区
中央２－１１－１５　Ｅメール info@e-sagamihara.com）へ
お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

　受賞作品を展示する写真展をはじめ、「私の
この１枚」写真展や「フォト・シンポジウム」
の開催など、写真の魅力を総合的に楽しめる祭
典です。ぜひ、この機会に、写真の持つ記録性、
芸術性などの素晴らしさを体感してください。

「私のこの１枚」写真展
　あなたのとっておきの写真を展示してみませんか。

申し込み　展示ボードに写真（１人１作品）を貼って、１２
月２０日までに受付場所へ

※展示ボードの配布・受付場所など詳しくは、各公民館な
どにある募集案内をご覧ください。

会　　場期　　間

伊勢丹相模原店６階平成２４年１月１１日（水）～１７日（火）

ミウィ橋本インナーガーデン　　２４年１月１８日（水）～２４日（火）

受賞作写真展
日　時　１０月１４日（金）～３１日（月）午前１０時～午後７時
会　場　相模原市民ギャラリー（水曜日は休館）

関連イベント　日にち　１０月２３日（日）
アマチュアの部写真講評会　時　間　午後１時～３時　
プロの部ギャラリートーク　時　間　午後３時～５時
※希望者は直接会場へ
※写真展終了後、受賞作品の巡回展を行います。日程など
詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ
文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

ぼくたちが
行進するよ

フォトシティさがみはら２０１１写真賞各部門受賞者一覧

国・都道府県等氏　名作　品　名賞

プ
ロ
の
部

沖縄県石川真生FENCES, OKINAWAさがみはら
写真賞

フィリピンヴィージェイ・
ヴィラフランカ

A Race Divided: Chin 
migrants search for 
identity and life of peace

さがみはら
写真アジア賞

埼玉県白汚　零地下水道さがみはら
写真新人奨励賞 東京都本山周平日本　２００１－２０１０

都道府県等氏　名作　品　名賞
ア
マ
チ
ュ
ア
の
部

兵庫県橋本光弘茜の路、頬撫でる風金賞
神奈川県畠堀ひと美春愁

銀賞
大阪府古木信一練習場
神奈川県内山　暁夏祭り

銅賞 愛媛県乘松賢二進水式
岡山県宮本康雄蜻蛉のメガネ

相模原市南区岡山信男太陽市民奨励賞

ニコンポートフォリオレビューin相模原
　参加者が持参した写真に、専門家がアドバイスします。
日　時　１０月２９日（土）午後２時から
※受け付けは午後１時３０分～３時３０分
会　場　相模原市民ギャラリー
対　象　写真家をめざす３５歳以下の人
※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　ニコンサロン事務局　1０３－３７６９－７９５３

フォト・シンポジウム
日　時　１０月１６日（日）午後２時３０分～４時３０分
会　場　杜   のホールはしもと　※希望者は直接会場へ

もり

パネルディスカッション　「現在の写真の状況をめぐって」
～受賞者は語る「ドキュメンタリーからアートまで」～
コーディネーター　河野和典さん（「写真年鑑」編集長）
パネリスト　野町和嘉さん（土門拳賞受賞）
　　　　　　ハービー・山口さん（日本写真協会賞作家賞受賞）
　　　　　　石川真生さん（さがみはら写真賞受賞）

※表彰式は１０月１６日（日）午後１時～２時に杜のホールはしもとで行います。

フォトシティさがみはら実行委員会が「日本写真家協会賞」を受賞

さがみはらスイーツフェスティバル２０１１ 
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別冊　保健・介護予防事業案内 （平成23年） 

主な実施会場
中央区富士見

６－１－１ウェルネスさがみはら○ウ
緑区橋本

６－２－１シティ・プラザはしもと○橋
南区相模大野

６－２２－１南保健福祉センター○南
緑区久保沢

２－２６－１城山保健福祉センター○城
緑区中野６１３－２津久井保健センター○津
緑区与瀬８９６相模湖総合事務所○湖
緑区小渕２０００藤野総合事務所○藤

申し込み・お問い合わせ

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

●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５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１１月２１日（月）
赤ちゃん
セミナー

○ウ１１月２８日（月）

○１０ 

　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＝１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○南１１月２日（水）
　　１６日（水）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２回〉

○１４ 

　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

○藤
１１月７日（月）
　　１４日（月）
　　２１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１０月１２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か月の乳児とその母親
定員　２０組（申込順）※保育なし

○ウ１１月１６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
※□印は、歯科衛生士によ
る歯科相談もあり
時間　午前１０時～１１時１５分
対象　乳幼児とその保護者
※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　○8 ○9 ○１０ 

△二本松○こ 、△陽光台○こ 
田名○こ １０月１８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 １０月１９日（水）
△城山○こ 、△大野北○こ 
上鶴間○こ １０月２０日（木）

富士見○こ 、
△鶴園中和田○こ １０月２５日（火）

並木○こ １０月２６日（水）

麻溝○こ 、□ ○湖 １０月２７日（木）

●高齢者のための事業案内●
申込内　容会場時　間日にち事業名

○3 
　専門医による認知症につい
ての相談
定員　各２人（申込順）

○ウ午後１時
　～３時

１０月１８日（火）
　　２４日（月）

高齢者
認知症相談 ○2 ○橋１０月１９日（水）

○4 ○南午前１０時
　～正午１０月２５日（火）

●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１１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

１０月１日～１１月３０日  麻薬・覚せい剤乱用防止運動
　リーフレットや啓発物品の配布を行います。
日　時　１１月１３日（日）午後１時３０分～３時
会　場　相模大野駅北口コリドー通り・ペデストリアンデッキ

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

●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

○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

１０月４日（火）

エイズ等の
検査・相談

１０月１１日（火）
１０月１８日（火）
１０月２５日（火）

○橋午後２時
　～４時

１０月１５日（土）
１０月２９日（土）

　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１０月３日から精

神保健福祉センター（1０４２－
７６９－９８１８）へ

○ウ午後２時
　～４時１０月１９日（水）ひきこもり

相談会

※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　　１０月２０日（木）くすりの

相談

○１０ 
　生活習慣病予防のための体
脂肪率の測定や個別相談
定員　各５人（申込順）

○南
午前９時
　　９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分

１１月８日（火）

生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士）

●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

　専門医が意見提供します。
対象　精神科治療中で、自身の治療方

針について、主治医以外からの
意見を求める人

※医療過誤や訴訟に関する内容などは
受けられない場合があります。
定員　２人（申込順。調整あり）
費用　２，０００円

午後２時
　～４時１０月１７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１０月１８日（火）

みんなの
アルコール
相談

　専門医などが助言・指導します。
対象　思春期相談　１３～１７歳のメンタル

な問題を抱える人とその家族等
　　　ひきこもり相談　１８歳以上でひき

こもりの状態にある人とその家族等
定員　２人（申込順。調整あり）

午後２時
　～４時１０月２０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１０月３日から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。

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

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。
日にち　１０月２６日（水）
時　間　午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住か在勤のアルコール・薬

物問題がある人の家族
定　員　１０組（申込順）
申し込み　電話で１０月３日から精神保健福

祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

働き盛りのタフなカラダづくり

生活習慣病予防教室（働く人編）〈全２回〉
　内臓脂肪や運動量の測定、食事バランスをチェックするほか、講話を聞
いて、タフなカラダづくりについて学びます。
日　時　１０月２９日、１１月１２日の土曜日午後１時３０分～３時３０分
会　場　南保健福祉センター　　対　象　市内在住の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で１０月３日から南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）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・カラダ年齢の測定、ライフコーダーを身に付けて運動量をチェッ
クします。
日　時　１１月８日（火）・１６日（水）午後１時３０分～３時３０分
会　場　城山保健福祉センター　　対　象　市内在住の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で１０月３日から城山保健福祉課（1０４２－７８３－８１２０）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

会　場時　間日にち

相模大野駅
前コリドー

午前１０時３０分
　　　～正午
午後１時３０分
　　　～４時

１０月２日（日）

統合失調症家族教室〈全４回〉
　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。
日にち　１０月２４日（月）、１１月１０日（木）・２４日（木）、１２月１日（木）
時　間　午後２時～４時
会　場　南保健福祉センター
対　象　統合失調症発病から１０年以内の人の家族＝１５人（申込順）
申し込み　電話で１０月３日～２０日に南障害福祉相談課（1０４２－７０１－７７１５）へ

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、タバコに関する検査を行います。
日　時　１１月１２日（土）午前１０時～正午
会　場　ウェルネスさがみはら　　定　員　５０人（申込順）
申し込み　直接か電話で１０月３日から中央保健センター（1０４２－７６９－

８２３３）へ

子育て世代向け　生活習慣病予防教室

こころふっくら カラダすっきり〈全２回〉
　血管・カラダ年齢の測定や、運動量をチェックします。
日　時　１１月１４日・２１日の月曜日午前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１０月３日から中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

測って気付く健康相談
　健康相談や、体脂肪率、内臓脂肪レベル、血管老化度などを測定します。
日　時　１１月７日（月）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　ウェルネスさがみはら　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　中央保健センター　1０４２－７６９－８２３３

●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

○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

に支障がない人
定員　２５人（申込順）

○城午前１０時
　～正午

１０月２１日
（金）

サーキット
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

１１月９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。

みんな元気！さがみはら  健康フェスタ２０１１
　体力測定、健康相談、体験コーナーなどを行います。
日　時　１０月１５日（土）午前１０時～午後３時
会　場　ウェルネスさがみはら

対象・定員時　間申し込みが必要な催し
１２０人（申込順）午前１０時～１１時２０分医療講演会「腎臓と生きる」

１４人（抽選）午前１１時２０分～午後０時３０分医療相談会
市内在住か在勤・在学
の人＝４０人（申込順）午後１時３０分～３時長野信一さんのボールを使

っての運動と体操

申し込み　電話で１０月１１日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

先天性代謝異常等検査の対象疾患が拡大
　新生児に対する先天性代謝異常等検査の対象疾患が、６種類から１９種類
に拡大されました。申し込み方法、採血方法、費用は今までどおりです。
対　象　県内医療機関で生まれ、１０月１日以降に検査を行う新生児
※対象疾患など詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 健康・衛生・
医療 → 親と子どもの教室、健康診査 → 親と子どもの診査 をご覧にな
るか、お問い合わせください。

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－８３４５

認知症高齢者への介護の在り方・支援のこれから
介護保険制度一部改正の動向をふまえて

　基調講演やシンポジウムなどを行います。
日　時　１０月２２日（土）午後１時３０分～４時３０分
会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）
定　員　１５０人（申込順）
申し込み　はがきかファクス、Eメールに住所、氏名、電話番号、「認知

症高齢者への介護の在り方・支援のこれから」と書いて、県社会福
祉士会事務局（〒２２１－０８４４　横浜市神奈川区沢渡４－２　1０４５－
３１７－２０４５　6０４５－３１７－２０４６　Ｅメール info@kacsw.or. jp）へ

ＮＨＫ認知症フォーラム『あきらめない』
～最新医療と社会の支え～

　認知症の正しい知識や最新医療情報、市内の取り組みなどを紹介します。
日　時　１１月７日（月）午後１時３０分～４時
会　場　市民会館ホール　　定　員　８００人（抽選）
申し込み　はがきかファクスに代表者の住所・氏名・電話番号、参加人数、

全員の氏名、「認知症フォーラム相模原」と書いて、１０月２７日（必
着）までにＮＨＫ厚生文化事業団（〒１５０－００４１　東京都渋谷区神南
１－４－１第七共同ビル　1０３－５７２８－６６３３　6０３－３４７６－５９５６）へ

※同事業団ホームページ（http://www.npwo.or.jp/）からも申し込めます。

日赤健康生活支援短期講習会
　高齢者の介護や健康管理、地域での高齢者支援などを学びます。
日　時　１１月５日（土）午前１０時～正午
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）
申し込み　電話で１０月１７日までに同病院健康管理センター（1０４２－７８４－

２４２９）へ
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