
保育所の入所申し込みが始まります 3
市営住宅入居者募集 4

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

潤水都市さがみはらフェスタ２０１１ 
はやぶさの故郷 

　１０月１５日～１８日、６０歳以上の人を中心に、ス
ポーツや文化などを通して、ふれあいと活力ある
長寿社会をめざす「第２４回全国健康福祉祭（ねん
りんピック）くまもと大会」が開催されました。 
　同大会には都道府県と政令指定都市の選手が出
場し、政令指定都市として初参加した本市からは、
１０種目に７９人が参加しました。 
　参加した選手は、全国の人とふれあい、競技を
楽しみました。 

お問い合わせ　高齢者福祉課　1０４２－７６９－９２３１

ねんりんピックに初参加

■ トピックス ■ T O P I C S
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 今号の主な内容 L I N E U P

「潤水都市 さがみはら」は、政令指定都市・ 
相模原の、未来へ向かう合言葉です。 

じゅん すい と し 

発　行／相模原市
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１０月1日現在（　）は前月との増減

人 口  719,429　（308増）

世 帯  306,220　（266増）

市の人口・世帯
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カナダ トロント市・トレイル市 

友好都市提携 ２０ 周年 

　本市とカナダのトロント市・トレイル市が平成３年に友好都市として交流を始め
てから、今年で２０年になります。これまで、中学生による両市の学校の授業体験や
ホームステイを通した交流をはじめ、スポーツ、芸術、経済活動などさまざまな分
野で２，０００人以上の人が交流を行ってきました。これからも、より活発な交流を続け
ていきます。
　２０周年を記念して物産展なども行いますので、皆さんもこの機会にカナダの文化
に触れてみませんか。

▲トロント市　 
高さ約５５３ｍを誇るＣＮタワー（写真中央）

 トロント市 
　経済・金融の中心地として発展
し、約２５０万人が住むカナダ最大
の都市。郊外には、ナイアガラの
滝やメープル街道など、カナダの
雄大な自然が点在しています。

 トレイル市 
　ロッキー山脈の麓にある、人口
約７，０００人の自然豊かな市。「ス
ポーツの町」を掲げ、アイスホッ
ケーではプロリーグの有名選手も
輩出しています。

　　　　　　　お問い合わせ　渉外課　1０４２－７６９－８２０７　　　　　　　

平成３年
○スカボロー市と相模原市
が友好都市を提携

○トレイル市と津久井町が
友好都市を提携

平成９年
○スカボロー市がトロント
市と合併

平成１８年
○相模原市と津久井町が合併
平成２３年　
○友好都市提携２０周年

▼トレイル市 
街の中心を流れるコロンビア川 
世界最大級の鉛・亜鉛の精錬工場（写真左）

どんなところ？ ２０年のあゆみ

トロント

トレイル
バンクーバー

ニューヨーク

 Canada 
カ　ナ　ダ

U S A
アメリカ合衆国

２ ０th Anniversary Event s ２０周年記念事業
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ラウンジ、 大  野  北  公  民  館 、
おお の きた こう みん かん

 神  奈  川  国  際  学  生  会  館 ・ 淵  野  辺 （
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 中 
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 央  区  鹿  沼  台 １－１０－２２）
おう く か ぬま だい

お 問 い 合 わせ　 同 ラウンジ　1０４２－７５０－４１５０
と あ どう
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カナダ物産展・紹介展

　メープルシロップや民芸品の販
売、パネルによる友好都市の紹介
日にち　１１月１９日（土）・２０日（日）
時　間　午前１０時～午後５時
会　場　在日米陸軍相模総合補給 廠 

しょう

※詳しくは６・７㌻をご覧ください。

希望者は
直接会場へ

　アイスホッケーやスキー、
野球などの競技を通して交流
を行いました。
　交流試合などでカナダのス
ポーツ文化を肌で感じるとと
もに、国境を越えた絆を深め
ることができました。

スポーツ交流

アイスホッケー交流試合

中学生交流
　毎年、両市に中学生を派遣
し、現地中学生との交流や授
業・課外活動等への参加、ホー
ムステイによる生活習慣や文
化の体験を行っています。参
加した生徒は「世界が広がっ
た」「新しいことに挑戦した
い」など国際交流を通じて、
さまざまなことを感じ、学ん
でいます。

経済・文化交流
　相模原市・首都圏産業活性
化協会トロント市産業交流
ミッションを派遣し、ＩＴ、
バイオテクノロジー、メカト
ロニクスを中心として現地企
業と日系企業が意見交換や商
談を行いました。
　また、２０周年記念イベント
としてトロント市で相模原市
紹介展を行いました。

ト
ロ
ン
ト
市
役
所
で
の
紹
介
展
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不法投棄撲滅キャンペーン
1０４２－７７５－８８１２緑班

介護予防
推進課 1０４２－７６９－８３４９中央班

1０４２－７０１－７７０４南班

1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課
1０４２－７８０－１４０８津久井保健福祉課
1０４２－６８４－３２１５相模湖保健福祉課
1０４２－６８７－２１５９藤野保健福祉課

お近くの地域包括支援センター

　市内在住のひとり親家庭に対して、子育てと仕事の両立がしやすい在宅
就業の環境整備を図るとともに、経済的な自立を支援することを目的に、
平成２４年２月から、ひとり親家庭在宅就業支援事業を実施します。そこで、
当該事業を委託する事業者をプロポーザル方式により選定するため、事業
者を募集します。
※プロポーザル方式とは、企画提案書類を総合的に評価し、最も適した事
業者を選定するものです。

申し込み　直接か郵送で、参加表明書（市ホームページの 暮らしの情報 
→ 子育て からダウンロード）を１１月７日（必着）までにこども青
少年課へ。その後、応募書類を１１月１１日（必着）までに同課へ

※業務内容や応募書類など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お
問い合わせください。

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－８２３２

ひとり親家庭在宅就業支援事業　委託事業者を募集

市立児童クラブ
対　象　就労等により昼間保護者が家庭にいない小学校１～３年生
　　　　（障害等により特別に支援が必要な児童は６年生まで）
設置場所　小学校やこどもセンター（一部を除き小学校の学区ごとに設置）
開設時間　月～金曜日＝授業終了時～午後６時
　　　　　土曜日、学校の休業日＝午前８時～午後６時
　　　　　延長開設時間＝午後６時～７時
休会日　日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日ほか
保護者負担　育成料＝１か月５，３００円、延長育成料＝１回２００円、おやつ代＝１か月２，０００円
利用案内（入会申請書付き）配布場所　各市立児童クラブ・こどもセンター、こども施

設課、南区役所情報提供コーナー、緑区役所行政資料コーナー、津久井・相模湖・
藤野まちづくりセンター

※市ホームページの　暮らしの情報　→　子育て　からダウンロードできます。
申し込み　入会申請書と添付書類を、直接、受付期間に各市立児童クラブへ

受付時間　月～金曜日＝午後１時３０分～６時　土曜日＝午前９時～午後５時
※利用案内など詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 子育て → 児童クラブ を
ご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　こども施設課　1０４２－７６９－９２２７

民間児童クラブ
　入会方法など詳しくは、各クラブへお問い合わせください。

※学童保育センターひまわりは、新園舎建設中のため「中央区
淵野辺４－３０」に開設しています。

電話番号所在地名　称
０４２－７１４－４１５０緑区東橋本３－１６－８－１０２カナン学童保育室

０９０－３４３５－８９６６緑区名倉８３７－１放課後クラブ
かわせみ

０４２－７５２－２１２３中央区淵野辺１－１６－５　学童保育センター
ひまわり※

０４２－７５５－０３９４中央区淵野辺４－３１－７ひばりっ子クラブ
０４２－７５４－０６８３中央区並木１－８－１６学童センターみらい
０４２－７５７－６４７７中央区相模原３－８－８えぽかる学童くらぶ
０４２－７７６－０９６６中央区相模原４－７－１０－４０１豆の木児童クラブ
０４２－８１０－７７００中央区矢部３－２５－３学童クラブきぼう
０４２－７５２－７７７２中央区富士見３－８－７学童クラブぐるんぱ
０４２－７６１－８７１６中央区上溝７－１２－２８学童ひまわりクラブ
０５０－７５７３－４２７４中央区南橋本１－８－８－１０３大樹児童クラブ
０４２－７４６－５２５５南区上鶴間７－２０－１０学童クラブどらむかん

０４２－７０１－３２２０南区相模大野４－５－５ Ｄ－
２０３

放課後教室
ウキウキファイブ

０４２－７４２－６４７２南区上鶴間本町４－５１－４８どんぐりクラブ
０４６－２５７－９０８２南区相武台２－２－４３学童保育ハートフル

０４２－７７６－８５８３南区大野台３－２２－１３学童保育わんぱく
クラブ

０４２－７４７－８６９１南区若松２－１２－４　１－Ｄわかばクラブ
０４２－７７７－０７１６南区当麻８６２－１３なないろキッズルーム

　神奈川労働局と県、県内３つの政令指定都市では、仕事と生活の調和に
ついて考える同シンポジウムを開催します。また、本市仕事と家庭両立支
援推進企業表彰式を同時開催します。
日　時　１１月１７日（木）午後１時３０分～４時３０分
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本５－４－２０）
内　容　○基調講演
　　　　　テーマ　時間、エネルギー、そして人を大切にする働き方へ
　　　　　講　師　渥美由喜さん（内閣府男女共同参画会議専門委員）
　　　　○取り組み事例発表
定　員　２００人（申込順）
申し込み　参加申込書（市ホームページの イベント・講座募集 からダウ

ンロード）をファクスで１１月１５日までに産業・雇用政策課へ。市ホ
ームページの 電子申請 からも申し込めます。

※保育あり。１１月１０日までに要予約。
お問い合わせ　産業・雇用政策課　1０４２－７６９－８２３８　6０４２－７５４－１０６４

　神奈川ワーク・ライフ・バランスシンポジウム

かながわ働き方改革～３．１１を越えて

対　象　市内在住の要介護４・５に認定
された６５歳以上の高齢者を１年以
上介護保険サービスを利用しない
で自宅で介護してきた人

※支給決定された基準日から１年間は申
請できません。

支給額　市民税非課税世帯＝１０万円／年
　　　その他の世帯＝６万円／年

基準日　１１月１日　　支給月　３月
申請受付期間　１１月３０日まで

　日中に、市税（国民健康保険税を除く）の納付相談ができない人のため
に、窓口を開設します。また、電話での相談も受け付けます。
日　時　１１月１４日（月）・２８日（月）午後５時３０分～７時

電話番号会　場
０４２－７６９－８３００納税課※（市役所第２別館２階）

０４２－７７５－８８０８緑市税事務所（シティ・プラザはしもと内５階）

０４２－７４９－２１６３南市税事務所（市南区合同庁舎３階）

夜間納税相談窓口のご利用を

　津久井地域不法投棄防止協議会では、不法投棄防止の普及啓発と地域環
境の保全のため、同キャンペーンを実施します。参加をお待ちしています。
日　時　１１月１３日（日）午前９時～１１時〈小雨決行〉
会　場　相模湖林間公園駐車場
※希望者は動きやすい服装で直接会場へ。軍手とごみ袋は用意します。

お問い合わせ　津久井クリーンセンター　1０４２－７８４－２７１１

家族介護慰労金の支給
お問い合わせ・申し込み

受付期間要件など受け付け

１１月１４日（月）～１２月１７日（土）

入会開始希望日が２４年４月１日～１０日で、次に
該当しない人
○求職活動中　　○欠席予定日数が週４日以上
○就労か就学日数が週２日（日曜日を除く）以下

１次

１２月１９日（月）～２４年１月３１日（火）入会開始希望日が２４年４月１日～１０日の人２次

入会開始希望日の２か月前～２週間前入会開始希望日に応じて申請を受け付けます。随時

　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。
※１２月定例会のための議会運
営委員会は１１月１５日（火）
に開催します。なお、１２月
２２日（木）の議会運営委員
会は、本会議終了後に開催
します。
※会議の日程、時間などは変
更になることがあります。

お問い合わせ
議事課　1０４２－７６９－８２７８

内　容日にち
本会議（提案説明）１１月２１日（月）
本会議（代表質問・個人質疑）　　３０日（水）
本会議予備日１２月１日（木）
総務委員会　　５日（月）
環境経済委員会　　６日（火）
民生委員会　　７日（水）
建設委員会　　８日（木）
文教委員会　　９日（金）

本会議（一般質問）
　　１９日（月）
　　２０日（火）
　　２１日（水）

本会議（委員長報告、採決）、議会運営委員会　　２２日（木）

市議会１２月定例会を開催

現　在

市役所本館４階

１１月１４日（月）から

消防指令センター３階

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８

　防災体制の強化を図ります

危機管理室（危機対応班）の事務室が移転

平成２４年４月からの市立児童クラブの入会申し込みが１１月１４日から始まります平成２４年４月からの市立児童クラブの入会申し込みが　１１月１４日から　始まります

※午後６時以降に市役所へ来庁する場合は、本館裏玄関の守衛室に申し出
てください。
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

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

保育所の入所申し込みが始まります

※次の保育所は平成２４年４月１日に新設開所します（名称は仮称）。
①ひまわり第２保育園（緑区橋本４－１８）　②こどもきらきら園（緑区下九沢１５２１）
③ＹＭＣＡ桜美林保育園（中央区淵野辺３－５）
④千代田保育園分園（中央区千代田４－２）　⑤若松保育園（南区若松２－３）
⑥大野村いつきの保育園（南区大野台３－１５）
⑦保育園アリス（南区上鶴間本町７－９）　⑧立正第２保育園（南区相模大野４－５）
※次の保育所は２４年４月１日に名称変更します（名称は仮称）。
⑨立正保育園分園ポピーは立正第２保育園分園ポピーへ名称変更します。

　　　　　　　保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ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ククククククククククククククククククククククククククククク
　人形劇や手づくりあそびコーナー、保育体験、子育て相談など
日にち　１１月７日（月）～１２日（土）
会　場　市内各保育園（７５園）、陽光園
※日程、内容など詳しくは、各保育園・公民館・こどもセンター、陽光園など
にあるチラシか、市ホームページの イベント・講座募集 をご覧ください。

お問い合わせ　保育課　1０４２－７６９－８３４１

電話番号受付場所保育所名受付面接日管
轄区

０４２－７７３－２３４１相原４－２１－６相原保育園１１月１４日（月）

緑

緑　

区

０４２－７７３－２５１５二本松２－３０－４１二本松保育園１１月１５日（火）
０４２－７６２－６６８０下九沢４５４むくどり保育園１１月１６日（水）

０４２－７００－２００７星の子保育園
相原２－１４－７

星の子保育園
１１月１８日（金）

星の子第２保育園

０４２－７７５－５３０１橋本３－１３－１
パークスクエア１階レイモンド橋本保育園１１月２１日（月）

０４２－７６０－１１２２下九沢１５５８－１４むくどり風の丘保育園１１月２２日（火）

０４２－７６２－８３２８むくどり第２保育園
大島１１－１４７

むくどり第２保育園
１１月２４日（木）

分園
０４２－７７３－３２３５東橋本３－１６－９高見保育園１１月２５日（金）
０４２－７６１－０３８０上九沢３８３－３大沢保育園１１月２８日（月）
０４２－７００－６６８８西橋本２－２０－１２西橋本みたけ保育園１１月３０日（水）

０４２－７７０－１５０９橋本りんご保育園
橋本１－１２－２５

橋本りんご保育園１２月５日（月）
６日（火） 分園

０４２－７７３－２０１６東橋本４－１４－３６東橋本ひまわり保育園１２月８日（木）

０４２－７７３－２０１６東橋本ひまわり保育園
東橋本４－１４－３６ひまわり第２保育園①１２月９日（金）

０４２－７５２－８１８４すこやか保育園
中央区横山４－１２－１４こどもきらきら園②１２月１２日（月）

０４２－７８２－５１３５久保沢１－５－４７城山中央保育園１２月５日（月）
城

０４２－７８２－８０１１谷ヶ原１－１８－１城山西部保育園１２月６日（火）
０４２－７８４－０２８９三ケ木９３２津久井中央保育園１２月５日（月）

津
０４２－７８４－２９０７根小屋１５７９－１串川東部保育園１２月６日（火）
０４２－７８４－１３７８青山９７５串川保育園１２月７日（水）
０４２－７８７－０１３１青野原１９７５－２青野原保育園１２月９日（金）
０４２－７８４－４４００太井１５２－１中野保育園１２月１４日（水）
０４２－６８５－０００２寸沢嵐８３３内郷保育園１２月２日（金）

湖 ０４２－６８４－３３５５千木良９８３－１千木良保育園１２月６日（火）
０４２－６８４－２７５９与瀬７９５与瀬保育園１２月８日（木）
０４２－６８７－４７３９日連１０６３－１日連保育園１２月９日（金）藤
横浜ＹＭＣＡ福祉会
０４５－６６２－３７２１

淵野辺３－５－４１
桜美林大学国際寮２階

ＹＭＣＡ桜美林保育園
③１１月１１日（金）

中
中
央
区

０４２－７７８－２２１１上溝３５０ふじ第二保育園１１月１４日（月）
０４２－７５２－２０４５矢部２－７－２６相模保育園１１月１５日（火）
０４２－７７３－９１１３小山２－５－９たけの子保育園１１月１６日（水）
０４２－７５４－７３７４光が丘３－２－１上溝保育園１１月１７日（木）
０４２－７５６－２１０２横山台２－２４－１６横山台保育園１１月１８日（金）

０４２－７５８－７７１１千代田保育園
千代田４－５－１２

千代田保育園
１１月２１日（月）

分園④
０４２－７６２－１８７１田名２１６６－２清水保育園１１月２２日（火）
０４２－７５５－３２９７矢部新町３－１上矢部保育園１１月２４日（木）
０４２－７５６－３０４４青葉２－５－３０和泉保育園

１１月２５日（金）
０４２－７６２－０３４９水郷田名２－１４－６８友愛保育園
０４２－７５２－３０４４すすきの町２－６すすきの保育園１１月２８日（月）
０４２－７６２－１０１５上溝７－５－３ひよこ保育園

１１月２９日（火）
０４２－７５２－５５４８星が丘１－４－８ふじ乳児保育園
０４２－７３０－６３３６東淵野辺４－２５－３たけのうち保育園１１月３０日（水）
０４２－７６１－０９０５田名６２２９－２田名保育園１２月２日（金）
０４２－７７９－３３３０小山２－７－２４たけの子第２保育園１２月５日（月）
０４２－７７６－０９０６相模原４－７－１４エンゼル保育園

１２月６日（火）
０４２－７５６－５３００陽光台３－１９－１陽光台保育園
０４２－７５２－２１２３渕野辺保育園分園・

まほろば
淵野辺１－１２－１６

渕野辺保育園
１２月７日（水） ０４２－７３０－６００１分園・まほろば

０４２－７６８－２２６５夜間保育所ドリーム

０４２－７５７－３４１３星ヶ丘二葉園
星が丘１－１６－１５

星ヶ丘二葉園
１２月８日（木） 分園

０４２－７５０－０６８０上溝１８８７－１ひよこ第２保育園
０４２－７５６－３１４０上溝１９６１－１南上溝保育園１２月９日（金）
０４２－７００－８００８南橋本３－４－２１南橋本みたけ保育園１２月１２日（月）
０４２－７５２－８１８４横山４－１２－１４すこやか保育園１２月１３日（火）
０４２－７５３－２２８８相模原８－７－５相模原保育園１２月１４日（水）
０４２－７８６－０６７０鹿沼台２－１２－１５ひかり保育園１２月１５日（木）

来来来来来来来来来来来年年年年年年年年年年年４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月
かかかかかかかかかかからららららららららららののののののののののの

申し込み　入所申込書と必要書類を持って、子ど
もと一緒に（面接します）、直接、第１希望
の保育所（受付面接日は表１のとおり）へ

※表１の受付面接日に都合が悪い場合は、表２の
予備日の会場へ。大変混雑が見込まれますので、
できるだけ各保育所で申し込んでください。

※平成２３年度に入所を申し込み、入所が決まって
いない人で、来年４月の入所を希望する場合は、
改めて申し込みが必要です。

市外の保育所の申し込み
　受付面接日は表３のとおりです。希望する保育所
を管轄する市区町村の申込締切日が、１２月１日より前
の場合は、その締切日前に、住んでいる区の管轄の課へ

保育所を管轄している課
緑＝緑こども家庭相談課　城＝城山保健福祉課
中＝中央こども家庭相談課　津＝津久井保健福祉課
南＝南こども家庭相談課　湖＝相模湖保健福祉課
　　　　　　　　　　　藤＝藤野保健福祉課

お問い合わせ
コールセンター

1０４２－７７０－７７７７保育所の入所申し込みが始まります

電話番号受付場所保育所名受付面接日管
轄区

県央福祉会　　
０４６－２５９－６３６１

南保健福祉センター
若松保育園⑤１１月７日（月）

南
南　

区

勇能福祉会　　
０４６－２７４－２１２３

大野村いつきの保育園
⑥１１月８日（火）

アリス設立準備委員会
０４２－７１１－７１６７上鶴間公民館保育園アリス⑦１１月９日（水）

０４２－７４４－１３１３立正保育園
南台５－１０－２６

立正保育園
１１月１０日（木）立正第２保育園⑧

分園ポピー⑨
０４２－７６７－３２１５豊町１０－５南大野太陽保育園１１月１１日（金）
０４２－７０７－１４２５古淵３－１－８古淵保育園１１月１４日（月）
０４２－７６７－５５６５豊町１－２９ひよこ第３保育園１１月１５日（火）
０４２－７４２－６９１５上鶴間本町４－４７－１０谷口保育園１１月１６日（水）
０４２－７０５－３３５５文京１－６－５ののはな文京保育園１１月１７日（木）
０４２－７４７－８０００相模大野９－１５－３６さいわい保育園１１月１８日（金）

０４２－７５０－００６５保育園モモ
鵜野森１－２１－４保育園ピノ１１月２１日（月）

０４２－７４２－２７６３相南１－１３－１７東林保育園１１月２２日（火）
０４６－２５５－１１４９新磯野２－３９－１１相武台保育園１１月２４日（木）
０４２－７７８－３７５２当麻１３５７－１麻溝保育園１１月２５日（金）
０４２－７４２－６６５３麻溝台６－２５－３５麻溝台保育園１１月２８日（月）
０４２－８５１－５８２８南台１－４－２０ナーサリースクールＴ＆Ｙ１１月２９日（火）
０４２－７６７－８４７０鵜野森１－２１－４保育園モモ１１月３０日（水）

０４６－２５３－０７９５新磯野保育園
新磯野３－２２－１５

新磯野保育園
１２月２日（金）

分園
０４６－２５１－１３４６新戸２０７８－２せんだん保育園１２月５日（月）
０４２－７５５－００３０大野台４－３－２０大野台保育園１２月６日（火）
０４２－７４５－２１４０東大沼３－１８－２０大沼保育園１２月７日（水）

０４２－７４６－１６７７上鶴間６－６－２３保育園東林間
ジュニアクラブ１２月８日（木）

０４２－７４５－１６０１相模台２－２６－４マシュマロ保育園１２月９日（金）
０４６－２５５－６１２４磯部１１７６－１３新磯保育園１２月１２日（月）

０４２－７４５－１１５２くぬぎ台保育園
上鶴間３－２３－１８

くぬぎ台保育園
１２月１３日（火）

分園
０４６－２５１－３２１５相武台団地１－４－３相武台新日本保育園１２月１４日（水）
０４２－７４７－７１００松が枝町１０－１４松が枝保育園１２月１５日（木）

会　場管轄受付面接日時
シティ・プラザはし
もと６階会議室２

緑
１２月１６日（金）
午前９時
　　　～正午
午後１時
　　　～７時

城山保健福祉課城
津久井保健福祉課津
相模湖保健福祉課湖
藤野保健福祉課藤
あじさい会館中
南こども家庭相談課南
シティ・プラザはし
もと６階会議室１

緑
１２月１８日（日）
午前９時３０分
　　　～正午
午後１時～５時

あじさい会館中
南こども家庭相談課南

会　場管轄受付面接日時
緑こども家庭相談課緑

１２月１日（木）
午前９時
　　　～正午
午後１時
　　　～６時

城山保健福祉課城
津久井保健福祉課津
相模湖保健福祉課湖
藤野保健福祉課藤
中央こども家庭相談課中
南こども家庭相談課南

表２　予備日 表３　市外の保育所

表１　受付面接日　〈受付時間〉午前１０時～正午、午後１時～６時（湖の各保育園は午前１０時～正午）

対　象　次の理由などで、家庭で子どもを保育できない人
○働いている　　○働く予定がある
○傷病、障害がある　　○家族の介護をしている
○出産予定月の前後２か月（合計５か月）以内である
○災害にあった　　など

入所申し込みのご案内（入所申込書付き）の配布場所
　各保育所・こども家庭相談課・まちづくりセ
ンター・保健福祉課など
※市ホームページの 暮らしの情報 → 子育て
からもダウンロードできます。

来て！見て！遊ぼう
！
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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。

申し込み資格 
次の全てに該当する人 
○成人である 
○夫婦か親子を主体とした家族である 
　（単身者向けを除く） 
○市内に住民登録をして１年以上住んでいる 
○収入基準に当てはまる 
○住宅などを所有していない 
○申込者と同居の親族が暴力団員でない 
○家賃や市税などの滞納がない 
※募集する各住宅には、人数制限などがあります。

一般単身者向け
所在地募集戸数間取り住宅名

緑区上九沢４２

１ＤＫ

上九沢団地
緑区若柳１２３７－１４内郷住宅
中央区清新５－３－１１清新住宅
中央区上溝７－３６－１８１田中第２住宅

高齢者世帯向け（申込者が６５歳以上）
所在地募集戸数間取り住宅名

緑区上九沢４

各１２ＤＫ

上九沢団地

中央区上溝３１６６－５あじさい住宅
上溝東

南区古淵４－１１－１０あじさい住宅
古淵

高齢者単身者向け（申込者が６５歳以上）
所在地募集戸数間取り住宅名

緑区上九沢４２

１ＤＫ

上九沢団地
中央区田名塩田３－３１田名塩田団地
緑区大島９４５－１１大島

あ
じ
さ
い
住
宅

緑区二本松２－４－５１二本松
中央区上溝６－２５－４３２上溝
南区相模台５－８－５１相模台
南区古淵４－１１－１０１古淵

南区相南１－２４－５２コンフォー
ルさがみ南

南区下溝２１０３－２８１下溝
南区相武台２－１１－１０１相武台

 特定公共賃貸住宅 
〈月額所得が１５万８，００１円～４８万７，０００円の世帯〉

所在地募集戸数間取り住宅名
緑区上九沢４１２ＬＤＫ上九沢団地

募集のしおり配布場所（１１月２５日まで）　住宅課、緑・中央区役所区民課窓口サービスコーナー、市南区合同
庁舎１階ロビー、各まちづくりセンター・出張所・連絡所、指定管理者〈ウイッツコミュニティ（中央
区相模原４－７－１０）、相模ダイワ（中央区矢部１－１４－１）、�橋石材店（緑区三ケ木４２７－３）〉

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

老人世帯向け（申込者が６０歳以上）
所在地募集戸数間取り住宅名

中央区上溝３８７６
各１２ＤＫ

石橋団地
中央区上溝７－３６－１８田中第２住宅

障害者世帯向け（車いすの人がいる）
所在地募集戸数間取り住宅名

中央区星が丘４－９－１４１２ＬＤＫ星が丘住宅

申し込み対象・定員（選考）報酬・賃金勤務条件など職　種
電話で１１月８日までに同課（1０４２－７８３
－８１２９）へ

社会福祉主事任用資格があり、障害児支援
（発達・心理検査等）の経験がある人＝１人時給

１，１５０円

１２月１日～２８日の月～金曜日で、午前
８時３０分～午後５時１５分のうち６時間

緑こども家庭相談課
社会福祉職（心理担当）

電話で１１月８日までに同課（1０４２－７０１
－７７２７）へ

社会福祉主事任用資格があり、障害児支援
の経験がある人＝１人

１２月１日～２８日の月～金曜日で、午前
１０時～午後５時

南こども家庭相談課　
社会福祉職（心理担当）

履歴書・自己ＰＲ（８００字以内）を郵送で
１１月３０日（必着）までに、青少年相談セン
ター（〒２５２－０２３９　中央区中央３－
１３－１３　1０４２－７６９－８２８５）へ
※詳しくは同センターのホームページを
ご覧ください。

次のいずれかに該当する人＝各若干名
○臨床心理士等の資格がある　
○大学か大学院で心理学を専攻していた
○相談業務の経験がある
○教育職員免許状がある（②のみ）
○「いのちの電話」相談員として認定され
た（③のみ）

月額
２６万円平成２４年４月～２５年３月の

①週４日で、午前８時３０分～午後５時
②週３日（年間１３５日以内）で、午前９
時３０分～午後４時３０分

③週３日で、午前８時３０分～午後９時
のうち６時間（交代制）

①青少年教育カウンセラー

日額
１万２，０６０円②相談指導教室相談員

月額
１５万１，５００円③ヤングテレホン相談員

電話で１１月１０日までに同園（1０４２－７５６
－８４１０）へ

言語聴覚士の資格があり、障害児支援の経
験がある人＝１人

時給
２，５２０円

月～金曜日で週２回程度、日中５時間
（期間・時間は応相談）陽光園　言語聴覚士

文化振興課、相模原市民ギャラリーなど
にある必要書類（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）を、
直接か郵送で１１月１１日（必着）までに同
課（1０４２－７６９－８２０２）へ

次の全てに該当する人＝１人
○美術を専門に学び、学芸員の資格がある
○普通自動車運転免許がある
○パソコン操作の経験がある
○市の美術振興に理解と熱意がある
○市に関する知識がある

月額
２０万５，４００円

２４年１月～３月の水曜日を除く週５日
で、１日７時間（交代制、週３５時間）
※勤務条件や業務内容など詳しくは、
市ホームページの 作品・スタッフ
募集 をご覧になるか、文化振興課へ
お問い合わせください。

市民ギャラリー美術専門員

電話で１１月２１日までに同センター（1０４２
－７４２－２２２６）へ
※後日面接あり

２人時給
８６０円

２４年３月１日～６月２９日の月～金曜日
で週３・４日程度、午前８時３０分～午
後５時のうち５時間３０分

大野中まちづくりセンター
窓口事務補助

非常勤職員等を募集

申し込み　募集のしおりに付いている申込書を、郵送で
１１月２５日（消印有効）までか、相談日に直接会場へ

相談日時・会場

会　場時　間日にち

市役所会議室棟午前９時　　
　～午後４時

１１月７日（月）・８日（火）・
　　２１日（月）・２４日（木）・
　　２５日（金）　　　　　

市南区合同庁舎１１月１８日（金）

津久井総合事務所午後１時
　～４時１１月２２日（火）

障害者単身者向け（車いすの人）
所在地募集戸数間取り住宅名

中央区田名塩田３－３
各１１ＬＤＫ

田名塩田団地
南区大野台６－１９－１大野台住宅

募集する住宅
 公営住宅 〈月額所得が１５万８，０００円（高齢者世帯等は

２１万４，０００円）以下の世帯〉
一般世帯向け

所在地募集戸数間取り住宅名
緑区青根１１１０１２ＬＤＫ青根第２団地
緑区大島１１２３ＤＫ大島団地
緑区二本松４－１６２２ＤＫ二本松団地

緑区上九沢４
２２ＤＫ

上九沢団地 ４２ＬＤＫ
２３ＤＫ

緑区若柳１２３７－１２３ＤＫ内郷住宅
緑区澤井１３７４－２１２ＤＫ沢井住宅
緑区佐野川２４８０－３１２ＤＫ佐野川住宅
中央区富士見５－６３３ＤＫ富士見団地
中央区相生２－８・９２２ＤＫ東団地
中央区上溝３８７６１３ＤＫ石橋団地
中央区すすきの町１９１２ＬＤＫすすきの住宅

中央区田名塩田３－３
１２ＤＫ

田名塩田団地 ２２ＬＤＫ
４３ＤＫ

南区文京２－１５１２ＤＫ文京団地

入居者募集
※家賃など詳しくは、募集のし

　　おりをご覧ください。
お問い合わせ　コールセンター

　1０４２－７７０－７７７７

市営
住宅

１１月１１日～１７日は税を考える週間

税について考えよう
 ぜいきん展 　ポスターの展示など
日にち　１１月１３日（日）
時　間　午前１０時～１１時３０分
会　場　銀河アリーナ

お問い合わせ　相模原税務署
1０４２－７５６－８２１１

 税の無料相談会 
日にち　１１月１７日（木）
時　間　午前１０時３０分～午後３時
会　場　イオン相模原店（南区古淵）、

アリオ橋本
※相談は１人約３０分
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
東京地方税理士会相模原支部

1０４２－７５９－００４６

年末調整等説明会
　年末調整が必要な企業や個人事業者を
対象に行います。税務署から関係書類が
送られている場合は、会場に持参してく
ださい。

対象区・地区会　場日にち
城山、津久井、
相模湖、藤野

津久井中央
公民館１１月１６日（水）

橋本・大沢、
中央区市民会館　　１７日（木）

南区南市民ホール　　１８日（金）
時　間　午後２時～４時
※用紙配布は午後１時３０分から
※希望者は直接会場へ　　　　　　

お問い合わせ
説明会・用紙請求（税務署関係）について
源泉所得税関係・法定調書について
相模原税務署　1０４２－７５６－８２１１

住民税・用紙請求（市役所関係）について
市民税課　1０４２－７６９－８２２１

消費者と事業者の
暮らしの問題交流会

今考える「自分らしい葬儀」
　葬儀・お墓の契約時のポイントなどに
ついて、講演と意見交換を行います。
日にち　１１月２５日（金）
時　間　午後２時～４時
会　場　けやき会館
対　象　市内在住の人
定　員　７０人（申込順）
申し込み　電話で生活安全課（1０４２－７６９

－８２２９）へ
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会　場　①津久井中央公民館　②～⑤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、催し名を書い

て、①１１月２０日②３０日③④１２月３日⑤７日までにけやき体育館（1 

０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

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てててててててててててててててててをををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを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！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 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害害害害害害害害害害害害害害害害児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ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しししししししししししししししししししし

もっと使える！お母さんのための「デジタルカメラ教室（初心者）」
　カメラの基礎知識や撮影術の講義後に、お子さんを撮影します。
日　時　１１月２６日（土）午前９時３０分～正午
会　場　総合学習センター　　費　用　５００円
対　象　市内在住か在勤の母親とその子ども＝１０組（申込順）　　　
申し込み　直接か電話で１１月１４日までに同センター（1０４２－７５６－３４４３）へ

図書館活用講座「イクメンのすすめ～お父さんの出番です！～」
　外遊びについてのお話と、お父さんと楽しめる絵本を紹介します。
日　時　１１月１３日（日）午前１０時～１１時１０分　　会　場　相模大野図書館
対　象　未就学児とその父親（家族一緒の参加も可）＝１５組（申込順）
申し込み　直接か電話で同館（1０４２－７４９－２２４４）へ

子育て支援講座 「子育てにおけるしつけと虐待」
～こども支援、親支援、地域で支える仕組みとは～

　子育てを楽しみながら、親子が共に育っていくために大切なことなど
をお話しします。
日　時　１１月２８日（月）午後２時～４時３０分
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本５－４－２０）
講　師　川�二三彦さん（子どもの虹情報研修センター研究部長）　
定　員　２００人（申込順）
※未就学児（１歳以上）の保育あり（申込時に要予約）
申し込み　電話で１１月１６日までに中央こども家庭相談課（1０４２－７６９－９２２１）へ

①音楽イベント「世界のタイコで遊
ぼう in 津久井」

日にち　１１月３０日（水）
時　間　午前１０時３０分～１１時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の障

害児・者＝３０人、ボランティ
ア５人程度（申込順）

③お飾り作り～リース～
日　時　１２月１０日（土）午前１０時～正午
対　象　市内在住か在勤・在学の知

的障害児・者＝１５人、ボラン
ティア５人（申込順）

費　用　１，５００円

⑤お飾り作り～新年を彩るフラワーアレンジメント～
日　時　１２月１５日（木）午前１０時～正午　　費　用　５００円
対　象　市内在住か在勤・在学の精神障害者＝１８人、ボランティア５人（申

込順）

②バドミントン〈全３回〉
日にち　１２月４日～１８日の毎週日曜日
時　間　午後２時～４時
対　象　市内在住か在勤・在学の障害

児・者＝２０人、ボランティア５
人程度（申込順）

④お飾り作り～相模の大凧ミニチュア版～
日　時　１２月１０日（土）午後２時～４時
対　象　市内在住か在勤・在学の身体

障害児・者＝１８人、ボランティ
ア５人（申込順）

費　用　５００円

おはなし地球儀～絵本は世界のパスポート～
　スイスの本の読み聞かせと、子どもたちの様子や文化を紹介します。
日　時　１１月２３日（祝）午後２時～３時
会　場　相模大野図書館　　　対　象　小学生＝３０人（先着順）
※保護者同伴可、希望者は直接会場へ

お問い合わせ　相模大野図書館　1０４２－７４９－２２４４

オンラインデータベース講習会「身近な生活情報を集める」
　「聞蔵Ⅱビジュアル」やインターネットを使った情報の集め方を学びます。
日　時　１１月２４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１１月２２日までに橋本図書館（1０４２－７７０－６６００）へ

図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館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でででででででで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学学学学学学学学学学学学ぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼうううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう

　ウオーキング指導者として活躍中の起業家による講演と交流会を行います。
日　時　１２月３日（土）午後２時～５時　　　会　場　産業会館
対　象　個人や少人数で事業をしている人か、起業をめざす人
定　員　５０人（申込順）　　　費　用　５００円
申し込み　電話か、Ｅメールに氏名、電話番号、「良い姿勢と正しい歩き

方」と書いて、１１月２９日までに市産業振興財団（1０４２－７５９－５６００
Ｅメール soho@ssz.or.jp）へ

良い姿勢と正しい歩き方実践！ビジネスチャンスをつかむ

　陶芸や染め物、小石のクラフトなどを体験します。
日　時　１２月１７日（土）午前１０時１０分～午後３時３０分
会　場　相模川ビレッジ若あゆ
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）
費　用　５００円（昼食代）　※別途活動費が必要
申し込み　電話で１１月１１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」

　不登校の子どもに農作業などの支援活動を行っている講師が、「農業と
子育て」をテーマにお話しします。
日　時　１１月２４日（木）午後２時～４時
会　場　城山総合事務所第２別館
対　象　不登校や登校しぶりのある子どもの保護者＝３０人（申込順）
申し込み　電話で１１月２２日までに青少年相談センター（1０４２－７６９－８２８５）へ

保護者向け　不登校対応セミナー

　製造業の人材育成のポイントについてお話しします。
日　時　１１月１６日（水）午後１時３０分～４時４５分
会　場　産業会館　　　定　員　６０人（申込順）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、「ものづくり事業

セミナー」と書いて、１１月１４日までに市産業振興財団（1０４２－７５９
－５６００　Ｅメールmonodukuri@ssz.or.jp）へ

次代を担う“ものづくり人材”の育て方ものづくり事業セミナー

詩と絵画のコラボレーション展
　精神障害者が書いた詩を題材に、あじさい大学ＯＢが描いた絵を展示し
ます。
日　時　１１月１０日（木）～１４日（月）午前１０時～午後６時
　　　　（１０日は午後１時から、１４日は午後３時まで）
会　場　相模原市民ギャラリー

お問い合わせ　同実行委員会の岡村さん　1０４２－７６１－１４４０

論文書き方講座
～わかりやすく説得力のある論文を書くには～

日　時　１１月２０日（日）午後１時３０分～４時３０分
会　場　総合学習センター
対　象　市内在住か在勤・在学の高校生以上の人＝６０人（申込順）
費　用　５００円　　※未就学児（２歳以上）の保育あり（要予約）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、「論文書き方講座」

と書いて、１１月１５日までに同センター（1０４２－７５６－３４４３　Ｅメ
ール centerkk@sagamihara-kng.ed.jp）へ

成年後見制度市民公開講座
　社会福祉士による講座と、講座終了後に専門家団体などによる無料相談
会を行います。
日　時　１１月１２日（土）午後１時３０分～３時　
会　場　ウェルネスさがみはら　　講　師　小泉　昇さん（社会福祉士）
定　員　１００人（先着順）　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７０７－７０４２

相模川ふれあい科学館の催し
七五三水槽
　子どもの成長を願い、魚の赤ち
ゃんなど１０種類を展示します。
期　間　１１月２７日（日）まで

マンスリー水槽
めざせ！おさかな博士！

展示生物　カエルアンコウなど
期　間　１１月３０日（水）まで

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　　１１月の休館日　月曜日

入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）

孤愁の詩人・画家 蕗谷虹児展

　童謡「花嫁人形」の作詞者として知られる 蕗  谷  虹  児 
ふき や こう じ

の詩画集や町田市玉川学園で過ごしたころの作品から、
詩によって描き出される美の世界、絵によって語られ
る詩的世界を紹介します。
期　間　１２月１８日（日）まで
時　間　午前１０時～午後５時
　　　　※第１・第３金曜日は午後８時まで
会　場　町田市民文学館ことばらんど（町田市原町田４－１６－１７）
観覧料　４００円（大学生・６５歳以上の人２００円、高校生以下の人無料）
※１１月３日（祝）、１２月１８日（日）は入場無料

お問い合わせ　町田市民文学館ことばらんど　1０４２－７３９－３４２０
休館日　月曜日、１１月１０日（木）、１２月８日（木）

開館５周年
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　相模原市が持つさまざまな魅力（人・モノ・文化）を結びつけ、その魅力を市内外へ広く発
信するイベント「潤水都市さがみはらフェスタ」を今年も開催します。　
　今年は「はやぶさの故郷」をテーマに、はやぶさの実物大模型等の展示や、松竹３Ｄ映画
「おかえり、はやぶさ」の出演者等がステージに登壇（予定）します。ほかにも、ラーメン激
戦区・相模原市でしのぎを削る各店が腕を競う「復興支援さがみはらぁ麺グランプリ」や、さ
まざまなステージなど、「さがみはらの魅力」が盛りだくさん。
　皆さんも会場で、新しい「さがみはらの魅力」を発見してください。

　多くの人々に夢や希望を与えた小惑星探査機「はやぶさ」
は、市内のＪＡＸＡ相模原キャンパスで開発・運用の管制が
行われました。
　そんな「はやぶさの故郷」で行う同フェスタでは、ＪＡＸ
Ａや映画「おかえり、はやぶさ」を配給する松竹株式会社と
連携して、さまざまな展示等を行います。

● はやぶさの故郷さがみはら

提供：池下章裕

● 「おかえり、はやぶさ」関連コーナー３月１０日公開
松竹３Ｄ映画 ○同映画の撮影で使用したはやぶさ、イオンエンジンの実物大模型などを展示

○市内での撮影風景写真と、実際に撮影で使われたグッズを展示
○市民特別価格映画チケット（１枚１，０００円）を販売

○ｃ ２０１２「おかえり、はやぶさ」
　製作委員会　配給：松竹

主演の藤原竜也さん、本木克英監督、まえだ
まえだ（弟の前田旺志郎さんが出演）が

ステージに登壇！
　ＪＡＸＡ開発員の細田聡史さんとともに、撮影の秘話や、
はやぶさへの思いなどを語ります。

※登壇者は変更になる可能性があります。ご了承ください。

●ＪＡＸＡ展示コーナー
○はやぶさの打ち上げに使用したＭ－Ｖロケットの模型（２０分の１）
を展示

○宇宙飛行士訓練服を着て記念撮影

ＪＡＸＡ相模原キャンパスにある
Ｍ－Ｖロケット実物大模型

● 潤水都市さがみはらコーナー
　在日米陸軍相模総合補給廠の一部返還予定
地のまちづくり計画、３区のＰＲコーナー、
観光マイスターの各種体験コーナーなど、さ
まざまなさがみはらの魅力を紹介します。

●横浜ベイスターズと
　　　一緒に野球をしよう！
　元横浜ベイスターズ選手の鈴木尚典さん
と小山田保裕さんが、ストラックアウト、
ティーバッティングなど、ゲーム感覚で優
しく指導します。

● 片山右京チャレンジ
スクールを開校

野球教室での鈴木さん（左）と小山田さん（右）

　今年のテーマは「復興支援」。出品ラーメ
ンには、東日本大震災の被災３県（岩手県・
宮城県・福島県）産の食材が使用されていま
す。投票券はラーメン１杯に１膳付いてくる
「箸袋」です。ラーメンを食べて一番良かっ
たラーメン店に投票してください。
　また、投票した人の中から、抽選で東北地
方の物産品が当たります。
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総合受付 

さがみはら 
パワーゾーン 
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スケジュール（予定）
２０日（日）１９日（土）

●東林間サマーわぁ！ニバル実行委員会（阿波踊り）
●緑区イメージキャラクター候補作品発表
●与瀬権現太鼓

●開会式
●さがみはらスイーツフェス
　ティバル２０１１表彰式
●光明学園相模原高校和太鼓部

午前の部

●小田急多摩線延伸促進協議会
　（小田急線延伸音頭）
●相模原よさこいRANBU！実行
　委員会（よさこい）
●コスプレ・アニソン歌合戦
●青山学院大学チアリーディング
　部「REESES」
●市名誉観光親善大使 片山右京さん
●復興支援さがみはらぁ麺グラン
　プリ表彰式
●松竹３Ｄ映画「おかえり、はや
　ぶさ」特別企画

●横浜ベイスターズ専属チア
　チーム「diana」
●市少年鼓笛バンド連盟
●Ｇ－１ダンスグランプリ
●相陽中学校吹奏楽部
●節電キャンペーン表彰式
●復興支援オカリナコンサート

午後の部

●復興支援！物産コーナー
　東日本大震災の被災地の岩手県、宮城県、福島県、
茨城県、千葉県の物産品を販売します。多彩なご当地
の味を楽しんで、復興を支援しましょう。
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八王子 八王子 横浜 横浜 

向陽小学校入口 

向陽小学校東 

向陽小学校 向陽小学校 

市営自動車駐車場 市営自動車駐車場 

相模原 
住宅公園 

臨時駐輪場 

在日米陸軍 
相模総合補給廠 

潤水都市さがみはら 
フェスタ会場　

相模原駅 

入口 

北口 北口 

氷川神社前 

相模原駅前 

相模原駅入口 清新 

お問い合わせ
商業観光課　1０４２－７６９－８２３６

　 ※当日、雨天時のお問い合わせは午前８時以降に
　　     コールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

公式ホームページ　http://www.sagamihara-festa.com/

●星空体験！プラネタリウム
　直径５ｍのエアドームに映し出される星空をご覧
ください。両日とも６回の上映を予定（１回約３０分）
定　員　各３０人（先着順）　※当日整理券を配布

　 敦煌酒楼 
汁なし坦々麺　５００円 

　 一平家 
 野 菜モリモリラーメン　４００円 

　 汐見軒 
塩とんこつ（細）　５００円 

　 一国堂 
磯の正油ラーメン　４５０円 

　 ラーメン　かるあ 
豚骨クリーミーカレーラーメン　４００円 

　 鈴木ラーメン店 
大船渡発 潮香る秋刀魚そば　５００円 

　 中国料理　昌龍飯店 
ベジタブル揚げわんたん麺　５００円 

　 麺屋　匠 
塩ラーメン　４５０円 

　 ラーメンたんぽぽ 
こく塩 海老　５００円 

　 ラーメン学 
Ｆ,O（淵野辺オリジナル）　５００円 

　 潮中華　ＫＡＺＥ 
幸・かき潮らーめん　５００円 

　 がんや 
しょうゆトンコツラーメン　４５０円 

⑬ 麺屋　鼎 
鼎ラーメン　５００円 

⑭ 来々軒 
坦々麺　４００円 

　 ラーメン家 いたばし 
横山ラーメン　５００円 

　 本気うま亭本店 
てるてラーメン　４００円 

あなたの１票がグランプリを決める 

投票券 

結 果 発 表  

１ ２ 

３ ４ ５ ６ 

７ ８ ９ １０ 

１１ １２ 

１５ １６ 

１３ １４ 

１９日（土）午後３時ごろまで

● ほかにもスポーツ体験
　　　　　　　　盛りだくさん

ＳＣ相模原
サッカー体験、ダンス体験、シクロクロ
ス（自転車）実演

三菱重工相模原ダイナボアーズ
ラインアウトなどラグビー体験

会　場　在日米陸軍相模総合補給 廠 
しょう

参加店

２０日（日）午後３時３０分ごろ
ステージにて

※会場へは「徒歩のみ」の入場となります。
※駐車場はありません。
公共交通機関を利用してください。
※ペットを連れての入場はできません。
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１９日（土）午後８時５５分～９時５０分

ｔｖｋ　あっぱれ！
ＫＡＮＡＧＡＷＡ大行進
　１９日に収録される同フェスタの
様子が、その日に放映されます。

　元Ｆ１ドライバーの片山さん
が「サーキットトライアル」を
実施。富士スピードウェイの縮
尺版が会場内に登場し、その上
を走ることで、子どもたちの可
能性を引き出します。

放映決定！

２０日（日）午後４時ごろ

ＪＲ横浜線「相模原駅」
北口から徒歩１０分

デビット伊東さんと三　幸恵さん

「「「「「「「「「「「「「「「「宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙宙」」」」」」」」」」」」」」」」「「「「「「「「「「「「「「「「銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀河河河河河河河河河河河河河河河河」」」」」」」」」」」」」」」」「「「「「「「「「「「「「「「「ははははははははははははははははややややややややややややややややぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶささささささささささささささささ」」」」」」」」」」」」」」」」ににににににににににににににににちちちちちちちちちちちちちちちちななななななななななななななななんんんんんんんんんんんんんんんんだだだだだだだだだだだだだだだだ「宇宙」「銀河」「はやぶさ」にちなんだ
ダダダダダダダダダダダダダダダダンンンンンンンンンンンンンンンンススススススススススススススススやややややややややややややややや　　　　　　　　ダンスやココココココココココココココココススススススススススススススススププププププププププププププププレレレレレレレレレレレレレレレレ・・・・・・・・・・・・・・・・アアアアアアアアアアアアアアアアニニニニニニニニニニニニニニニニソソソソソソソソソソソソソソソソンンンンンンンンンンンンンンンンがががががががががががががががが登登登登登登登登登登登登登登登登場場場場場場場場場場場場場場場場コスプレ・アニソンが登場

被災地に届け！

復興支援オカリナ
コンサート

　「ハミングバード」をは
じめ、オカリナ奏者が大集
合。コンサートの最後に、
会場の皆さんで「ふるさと」
を合奏・合唱しましょう。

１９日（土）午後３時ごろ銀河連邦サガミハラ

● Ｇ－１ダンスグランプリ
　ダンスのジャンル、年齢の垣根を超えた「銀
河一（Ｇ－１）」の称号は誰の手に！？「電撃
チョモランマ隊」のリーダー「Q－TARO」さ
んが司会と審査員で参加します。

● コスプレ・アニソン歌合戦
in 銀河連邦サガミハラ共和国

　コスプレした出場者がアニソン（アニメソン
グ）を熱唱。ゲスト審査員でアニメ「ケロロ軍
曹」の「西澤桃華」役でおなじみの声優 池澤
春菜さんによるミニライブもあります。

１９日（土）午後１時ごろ

２０日（日）午後１時ごろ

青山学院大学チアリー
ディング部「REESES」

日　時　１１月１９日（土）・２０日（日）午前１０時～午後５時

２０日（日）

２０日（日）

●銀河連邦＆物産コーナー
　ＪＡＸＡの研究施設が縁で６市町が交流している銀
河連邦のほか、今年友好都市締結２０周年を迎えるカナ
ダ トロント市や、立科町、町田市、市内の地元商店街
などが出展します。

オリジナルシリコンバンド
を販売
　収益は支援
金になります。

オ
リ
ジ
ナ
ル

シ
リ
コ
ン
バ
ン
ド
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市体育協会からのお知らせ
市体育協会　1０４２－７５１－５５５２　6０４２－７５１－５５４５
〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　けやき会館内
Eメール taikyo@jade.dti.ne.jp　HP http://www.jade.dti.ne.jp/̃taikyo/

居合道・杖道体験講習会
日　時　１１月２０日（日）午前９時～正午
会　場　市体育館（市役所前）
※希望者は直接会場へ

市民登山教室 ( 大倉～丹沢山～宮ヶ瀬）
日にち　１２月１７日（土）～１８日（日）〈１泊２日〉
集　合　午前７時２０分に小田急線渋沢駅
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上で１日５時

間以上の登山ができる人＝２０人（抽選）
費　用　１万４，５００円（交通費は各自負担）
申し込み　往復はがきに全員の住所・氏名（ふ

りがな）・年齢・性別・電話番号、「登
山教室」と書いて、１１月１８日（必着）ま
でに市体育協会へ

市柔道体重別選手権大会
日　時　１１月２３日（祝）午前９時～午後３時
会　場　総合体育館　　費　用　５００円
対　象　市内在住か在勤・在学の高校生以上の人
申し込み　市体育協会にある申込用紙を１１月１１

日（必着）までに同協会へ

市民サッカー選手権大会（一般女子）
日　時　１２月４日・１１日の日曜日午前９時
会　場　相模原麻溝公園競技場ほか
申し込み　市体育協会にある申込用紙を１１月１５

日（必着）までに同協会へ

親子ラグビー教室
日　時　１１月２０日（日）午前９時～正午
会　場　内郷グラウンド

対　象　市内在住の３歳～中学生とその保護者
（保護者が在勤の場合も可）

費　用　１組５００円　※希望者は直接会場へ

市民ロードレース大会
日にち　１１月２７日（日）　　費　用　５００円
会　場　相模原麻溝公園競技場・周辺道路

申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、年
齢、電話番号、種別を書いて、１１月１７日
までに市体育協会へ

基準タイム距離種　別
４０分１０㎞高校生、２９歳以下、３０歳以上男子 ２０分５㎞４０歳以上
男子１３分
女子１５分３㎞男子中学生

女子（中学生、高校生・一般）

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

さがみはら 国  際  交  流 フェスティバル
こく さい こう りゅう

「 外  国  人  市  民  無 
がい こく じん し みん む

 料 
りょう

なんでも 相  談 」
そう だん

　 弁  護  士 、
べん ご し

 行 政
ぎょう

   
せい

 書  士 、ボランティアが 相  談 に 応 じます。
しょ し そう だん おう

日   　時
にち

   　１１月
じ

   １３ 日 （ 日 ）
がつ にち にち

 午  後 １ 時 ～４時   
ご ご じ じ

 対 　象
たい

   
しょう

　 市  内  在 
し ない ざい

 住 
じゅう

か 在  勤 ・ 在  学 の 外  国  人 　　
ざい きん ざい がく がい こく じん

※ 希  望 
き ぼう

 者 は
しゃ

 直 
ちょく

 接  会 
せつ かい

 場 へ
じょう

 通  訳 ボランティア 研 
つう やく けん

 修 
しゅう

 会 「 通  訳 の 理  論 と 実  践 」
かい つう やく り ろん じっ せん

日   　時
にち

   　１１月
じ

   ２６ 日 （ 土 ） 午  後 ２ 時 ～４ 時 　　
がつ にち ど ご ご じ じ

 定 　員   　５０
てい いん

 人 （
にん

 申 込
もうし こみ

    順 ）
じゅん

 申 し 込 み
もう こ

　 電  話 で１１月
でん わ

   ２０
がつ はつ

     日 までに
か

 同 ラウンジへ
どう

お 問 い 合 わせ　さがみはら 国  際  交 
と あ こく さい こう

 流 ラウンジ　1０４２－７５０－４１５０
りゅう

災害救援ボランティア
コーディネーター養成講座〈全２回〉

　大災害発生時に設置する「ボランティアセンター」での活動に必要な知
識を学びます。
日　時　１２月３日・１０日の土曜日午前９時３０分～午後５時
会　場　あじさい会館
対　象　市内在住の人＝４０人（申込順）　　費　用　５００円（資料代）
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号を書いて、

１２月２日までに市社会福祉協議会ボランティアセンター（1０４２－
７８６－６１８１　6０４２－７８６－６１８２　Ｅメール svc@sagamiharashi 
shakyo.or.jp）へ

おもちゃのドクター養成講座
　ハンダやテスターの使い方など、おもちゃのドクターとして必要なスキ
ルを学びます。
日　時　１１月２６日（土）午前１０時～午後４時
会　場　ボランティアセンター室（藤野総合事務所内）
対　象　市内在住の高校生以上の人＝１０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、１１月１８日（必

着）までに中山英夫さん（〒２５２－０２０３　中央区東淵野辺２－１９－６）へ
お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８２４５

もっと…知りたい！太陽光発電 in相模原

　住宅用太陽光パネル導入についての説明と相談会を行います。
日　時　１１月１９日（土）午後１時～４時
会　場　産業会館　　定　員　１００人（抽選）
申し込み　はがきかファクスに住所、氏名、年齢、職業、電話番号、質問

（ある人のみ）、「太陽光パネル導入説明会」と書いて、１１月１１日
（必着）までに神奈川新聞社営業局（〒２３１－８４４５　横浜市中区太田
町２－２３　1０４５－２２７－０７４２　6０４５－２２７－０７６５）へ

※同新聞社ホームページ（http://www.kanaloco.jp/）からも申し込めます。

多摩・三浦丘陵ウオーキングラリー
　古都鎌倉をめざして円海山、天園を歩きます。
日　時　１１月１９日（土）午前９時～午後３時
コース　港南台中央公園～瀬上市民の森～金沢市民の森・横浜自然観察の

森～鎌倉天園ハイキングコース～ 永  福  寺 跡〈約９㎞〉
よう ふく じ

定　員　３００人（申込順）
申し込み　多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広域連携会議のホームペー

ジ（http://www.tama-miurahills.com/）からか、水みどり環境
課にある申込用紙を１１月１６日までに同事務局（1０３－６２１４－５７４０）へ

ふじの里山くらぶ

里山ウオーキング〈８㎞〉・芋煮会
日にち　１１月２０日（日）〈小雨決行〉　　集　合　午前８時３０分に藤野小学校
定　員　１００人（申込順）　　費　用　５００円（中学生以下の人は無料）
申し込み　電話か、ファクスに住所、氏名、年齢、「里山ウオーキング」

と書いて、１１月１１日までに同くらぶ（16０４２－６８６－６７５０）へ

市立博物館の催し
星空観望会〈１１月〉
　プラネタリウムで天体について解説後、星空を観望します。
日　時　１１月１１日（金）・２６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

学習資料展 「ちょっと昔のくらしⅧ～くらしと道具のうつりかわり～」
　身近な場所で使われていた道具の種類や変化、使い方などを展示します。
期　間　平成２４年２月２６日（日）まで

Enjoy！地球の旅人 ～ミャンマーに在勤して～

日　時　１２月１日（木）午後１時４５分～３時３０分
会　場　外務省研修所（南区相模大野４－２－１）
講　師　野川保晶さん（外務省研修所長）
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上の人＝１６０人（申込順）
申し込み　直接か電話で１１月１８日までに総合学習センター（1０４２－７５６－

３４４３）へ

市みどりの協会の催し
みどりの講習会
①花いっぱいのハンギングバスケットを作ろう！
　冬の花でハンギングバスケットを作ります。
日　時　１１月１７日（木）午前１０時～正午
会　場　相模原麻溝公園
定　員　２０人（申込順）　　費　用　３，０００円

森づくりボランティア中級講座
②県民参加の森林づくり
　健全な樹木を育てるために欠かせない間伐作業を体験します。
日　時　１１月２６日（土）午前８時～午後３時
会　場　緑区鳥屋周辺　　定　員　１００人（申込順）

③Myバウムクーヘン作り＆枝打ち体験
日　時　１１月２７日（日）午前８時３０分～午後４時
会　場　フォレスト２１さがみの森（緑区青山 仙洞寺山国有林内）
定　員　２０人（申込順）　　費　用　２００円

④冬芽をとおして森をみよう
日　時　１２月１７日（土）午後２時～４時
会　場　市立博物館　　定　員　６０人（申込順）

市立博物館　1０４２－７５０－８０３０　開館時間　午前９時３０分～午後５時
１１月の休館日　月曜日、４日（金）、２４日（木）

申し込み　電話で①③④市みどりの協会（1０４２－７７７－２８６０）、②か
ながわトラストみどり財団（1０４５－４１２－２２５５）へ

講演
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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～

総合体育館杯卓球大会
日　時　１２月１１日（日）午前９時～午後５時
種　目　男子＝シングルス初級者の部、中級者の部
　　　　女子＝シングルス初級者の部、中級者の部
対　象　市内在住の人＝各２００人（申込順）　　費　用　各７００円
申し込み　総合体育館か北総合体育館にある申込用紙に費用を添えて、

１１月３０日までに各館へ
お問い合わせ　総合体育館　1０４２－７４８－１７８１

市民健康文化センターの催し
教室

芸能のつどい
　市民によるオカリナやコーラス、民謡などが披露されます。
日　時　１１月１２日（土） 午前１０時３０分～午後３時３０分
※観覧希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市民健康文化センター
〒２５２－０３２８　南区麻溝台１８７２－１　1０４２－７４７－３７７６

費　用定　員
（抽選）対　象時　間日にち教室名

各
３，０００円

１２人１８歳以上
の人

午前１０時
　～正午１１月２６日（土）アロマコスメ・ハ

ンドクリーム作り

３０人

小学生以上
の人

午後１時
　～３時１２月４日（日）プリザーブド

フラワー

各６００円各２０人

午前１０時３０分
～正午　１１月３０日（水）ミニクリスマス

リース作り 午後２時　　
　～３時３０分

５，０００円１２人１８歳以上
の人

午前１０時
　～正午

１２月４日・１１日の
日曜日〈全２回〉

アロマトリート
メントマッサージ

各
３，０００円

各３０人

６０歳以上
の人

午前１１時
　～正午１１月２４日～１２月

２２日の毎週木曜
日〈全５回〉

水泳 ４歳以上の
未就学児

午後３時３０分
～４時３０分

小学生午後４時３０分
～５時３０分

各
２，５００円

１８歳以上
の人

午前９時３０分
～１０時３０分１１月２５日～１２月

２３日の毎週金曜
日〈全５回〉

初級
エアロビクス

午前１１時
　～正午フラダンス

申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号、教室名、希望時間を書
いて、１１月１０日（必着）までに同センターへ

さがみはら北の丘センターの教室〈全８回〉
日にち　１１月１９日～平成２４年１月１４日の毎週土曜日（１２月３１日を除く）

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
バタフライ

日にち　１１月３０日～２４年１月２５日の毎週水曜日（１２月２８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　１１月２８日～２４年１月３０日の毎週月曜日（１月２日・９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２

３，６００円２０人
（抽選）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　１１月２５日～２４年１月２７日の毎週金曜日（１２月２３日・３０日を除く）
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、年齢、性別、電話番号、教室名を
書いて、１１月１１日（必着）までに同センター（〒２５２－０１３４　緑区
下九沢２０７１－１　1０４２－７７３－５５７０）へ

費　用定　員
（申込順）対　象時　間日にち教室名

各１００円各１５人中学生午後２時
　～４時１１月２０日（日）

①ワンポイント陸
上（短距離、ハー
ドル、砲丸投げ）

各３００円
各２０人小学校

３・４年生

午後４時
　～５時

１１月７日～１２月２６
日の毎週月曜日

②サッカー 
教室

午後４時３０分
　～５時３０分

１１月１０日～１２月２９
日の毎週木曜日

③キッズ 
スポーツ

各３０人４歳以上
の人

午後２時
～３時３０分１１月１２日～１２月２４

日の毎週土曜日
※１２月３日を除く

④スポーツ 
チャンバラ

３，０００円２０人小学校
１～３年生

午後３時３０分
～４時３０分

⑤バレエ 
〈全６回〉

５００円４０人小・中学生午前１０時
　～１１時１１月１９日（土）⑥チアリーデ

ィング体験
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメール（⑥はＥメールのみ）に住所、

氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、教室名、①は競技名
を書いて、同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅ
メール asamizo-stadium@dream.jp）へ

相模原麻溝公園競技場の教室

銀河アリーナのカーリング教室

さがみはらグリーンプールの冬季水泳教室

申し込み　①②は往復はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、教
室名を書いて、１１月７日（必着）までに同プール（〒２５２－０２４２　中
央区横山５－１１－１　1０４２－７５８－３１５１）へ。③～⑥は、受講証
（持っている人）か、縦３㎝×横２.５㎝の写真（初めて同プールの
教室に参加する人）を持って、直接同プールへ

費　用対　象
（申込順）時　間

日にち
 ［１２月２３日・２７日～平成
 ２４年１月５日を除く］

教室名
〈全８回〉

各
２，０００円

３～６歳の子
ども＝各若干
名

午後４時
　～５時

１１月２２日～２４年１
月２４日の火曜日

①幼児 １１月２３日～２４年１
月２５日の水曜日
１１月２５日～２４年１
月２７日の金曜日

小学生＝各若
干名

○A 午後５時　
　～５時５０分
○Ｂ 午後６時　
　～６時５０分

１１月２２日～２４年１
月２４日の火曜日

○A ②小学生
○Ａ 水慣れ～
　クロール
○Ｂ 背泳ぎ、平
泳ぎ、バタ
フライ

○Ｂ 

１１月２３日～２４年１
月２５日の水曜日

○A 
○Ｂ 

１１月２４日～２４年１
月２６日の木曜日

○A 
○Ｂ 

中学・高校生
＝２０人

午後６時
　～７時

１１月２５日～２４年１
月２７日の金曜日③中高生

各
５，０００円

おむつが取れて
いる２歳以上の
子どもとその保
護者＝２０組

午前１１時
　～正午

１１月２４日～２４年１
月２６日の木曜日④親子

１８歳以上の人
＝各３０人

午後１時
　～２時

１１月２２日～２４年１
月２４日の火曜日

クロール

⑤
成
人
プ
ロ
グ
ラ
ム

背泳ぎ
マスターズ

１１月２３日～２４年１
月２５日の水曜日

平泳ぎ
バタフライ
個人メドレーに挑戦
ストレッチ＆
ウオーキング

午後６時
　～７時

１１月２５日～２４年１
月２７日の金曜日

クロール
バタフライ
平泳ぎ

各
７，０００円
（中学生
以下は
３，５００円）

小学生以上で
２５ｍ以上泳げ
る人＝○C ３０人
○D ２５人

午後６時　　
　～７時３０分

１１月１９日・２６日、
１２月２４日、２４年１
月７日～２８日の土
曜日

初心者・
初級○C ⑥飛び込み

〈全７回〉 午後７時３０分
～９時　

中・上級
○D 

申込期間時　間日にち〈全２回〉コース
１１月１６日まで午後８時３０分

　～１０時４５分
１７日（木）・１８日（金）１１月

１２月１日～１４日１５日（木）・１６日（金）１２月
対　象　中学生以上の人＝各５０人（申込順）　　費　用　各２，０００円
※１８歳未満の人は、保護者の同伴か送迎、または参加同意書が必要
申し込み　直接か電話で、各申込期間に同所（1０４２－７７６－５３１１）へ
※トレーニング器具使い方教室（１１月２１日）、てん刻作り教室（１１月２７
日）も実施します。詳しくはお問い合わせください。

リニューア
ル

オープンし
ました
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは広聴広報課（1０４２－７６９－８２００）へ。掲載した広告のお問い合わせは各広告主へ。

都市再生整備計画

事後評価原案の公表

　相模台周辺・津久井地区の同案
の公表と意見書の受け付け
日１１月１４日（月）まで
※意見書の提出方法など詳しくは
お問い合わせください。
問都市建設総務室

国民年金保険料控除証明書の発送

　年末調整等の添付書類に使用可
対平成２３年１月～９月に国民年金
保険料を納めた人
※２３年１０月～１２月に、その年初め
て同保険料を納めた人には、２４年
２月上旬に発送
※紛失等で再交付を希望する場合
は同控除証明書専用ダイヤル（1 

０５７０－０７０－１１７、ＩＰ電話・PHS
からは1０３－６７００－１１３０）へ

相模原年金事務所の出張年金相談

　年金受給にかかる各種届け出書
の受理と相談

時午前１０時～午後３時
※希望者は年金手帳（基礎年金番
号がわかる通知でも可）と身分証
明書を持って直接会場へ（代理人の
場合は、本人の年金手帳か年金証書、
本人の認め印、代理人への委任状、
代理人の顔写真付き証明書が必要）
※５０歳以上で受給見込額の算定を
希望する人は、事前に電話で同年
金事務所へ
問同年金事務所（1０４２－７４７－３１９５）

弁護士による特設無料法律相談会

　離婚、相続、成年後見など
日時１１月２４日（木）午後１時～４時
会藤野まちづくりセンター
定６人（申込順）
申電話で同センター（1０４２－６８７－
５５１４）へ

協働事業提案制度

公開中間ヒアリング

　協働事業の実施状況等について
日時１１月６日（日）午後１時３０分～３時１５分
会けやき会館
※傍聴希望者は直接会場へ
問市民協働推進課

住宅用火災警報器の設置推進ＰＲ

　平成２４年３月まで、消防職員が
設置推進ＰＲのため市内の一戸建
て住宅を訪問します（２３年３月ま
でに設置確認した住宅を除く）。
問最寄りの消防署

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

１月までの状況　平日に空きあり
申随時受け付け
２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１１月
１０日までに各施設へ。抽選後の空
き室の申し込みは１１月２１日から電
話で①7０１２０－９８８－５４７②1０２６７
－５５－６７７６へ
①２月の休館日　１３日（月）・１４日（火）
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

建物の耐震巡回相談

日時１１月９日（水）午後１時３０分～４時３０分
会東林公民館
※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

不動産鑑定士・税理士・司法書士の

不動産全般無料相談（税金、相続等）

日時１１月１０日（木）午後２時３０分～６時
会小田急ホテルセンチュリー相模
大野（南区相模大野３－８－１）
※希望者は直接会場へ
問県不動産鑑定士協会（1０４５－
６６１－０２８０）

都市計画審議会

　①相模原都市計画生産緑地地区の
変更②相模原都市計画市場（第２号
大芳青果食品市場）の変更③建築基
準法第５１条ただし書の規定に基づく
卸売市場の敷地の位置について
日時１１月１７日（木）午前９時３０分
会市役所第２別館第３委員会室
定１０人（抽選）
※傍聴希望者は午前９時１５分まで
に直接会場へ
問都市計画課

県内の最低賃金が改定

　１０月１日から県内の最低賃金が
時給８３６円になり、県内の事業所
で働く全ての労働者とその使用者
に適用されます。
問神奈川労働局賃金課（1０４５－
２１１－７３５４）

女性の人権ホットライン強化週間

　ＤＶ、セクハラなどの相談
電話番号　０５７０－０７０－８１０
日１１月１４日（月）～２０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）
※強化週間以外は月～金曜日の午
前８時３０分～午後５時１５分
問横浜地方法務局（1０４５－２１２－
４３６４）

マンション管理　無料相談会

日時１１月１３日（日）午後１時～５時
会市民会館
対市内のマンション管理組合役員
と居住者＝１０組（申込順）
申電話で県マンション管理士会相
模原市支部（1０４６－２５６－２６８３）へ

市薬剤師会の任期付職員

　薬剤師業務全般
任期　平成２４年３月から１～５年
勤務　月～金曜日（祝日を除く）
の午前８時３０分～午後５時１５分
対薬剤師免許がある人（取得見込
みも含む）＝１～２人
※賃金はお問い合わせください。
申同会にある必要書類（同会ホーム
ページからダウンロード可）を、１１
月２５日までに同会（ウェルネスさ

がみはら内　1０４２－７５６－１５０２）へ

自衛隊の高等工科学校生徒

受付期間　推薦＝１２月１６日まで、
一般＝平成２４年１月６日まで
対中学校卒業（見込みを含む）～
１７歳未満の人
※試験日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）

リサイクルスクエア　１１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、１１月２０日までに、各会場へ
※抽選発表は１１月２１日（月）午後１時
おもちゃの病院
日時１１月６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

あそびの学校

「みんなでやきいもを作ろう！」

日時１１月２７日（日）午後２時～４時
会青少年学習センター
対市内在住か在学の小学生
定３０人（申込順）
申直接か電話で同センター（1０４２
－７５１－００９１）へ

ドリル大会

　小学生～高校生の鼓笛隊演奏
日時１１月２０日（日）午前１１時～午後３時
会総合体育館
※観覧希望者は直接会場へ
問青少年学習センター（1０４２－
７５１－００９１）

ＥＤＯ　ＫＩＭＯＮＯ　ＡＲＴ展

　着物の魅力と可能性を紹介
日１１月９日（水）～３０日（水）
時午前１０時～午後５時
会女子美アートミュージアム
※火曜日休館。費用など詳しくは
お問い合わせください。
問同所（1０４２－７７８－６８０１）

お知らせ 

募　　集 

イベント 

会　場日にち
津久井総合事務所１１月１７日（木）
大沢公民館　　２２日（火）

施設のお休み

さがみはら北の丘センター
日１１月８日（火）・９日（水）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）
大沢公民館　エレベーター改修
のため。図書の返却も不可
日１１月１３日（日）
※午後６時以降は利用可
問 同館（1０４２―７６２―０８１１）
市民健康文化センター
日１１月１４日（月）
問同所（1０４２－７４７－３７７６）
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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。

街かどコンサート

相模大野ステーションスクエア
　ジャズビッグバンド。曲目は「枯
葉」ほか
日時１１月３日（祝）午後５時２０分（約３０分）
市役所本館１階ロビー
　フルートアンサンブル。曲目は
「白鳥の湖」ほか
日１１月１７日（木）
時午後０時２０分～０時４５分

◇　　　◇
※希望者は直接会場へ
問文化振興課

旧石器ハテナ館の体験教室

「河原石で遊ぼう！」

　相模川の河原石に絵を描きます。
日時１１月２０日（日）午後２時～４時
定３０人（申込順）
申電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

土曜コンサート

「ビートルズ　カバーバンド」

日時１１月１９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）

道志川なごやか写生大会と

道志川クリーンキャンペーン

日１１月２０日（日）
時午前８時３０分～午後２時３０分
会道志川弁天橋下流周辺
※希望者は直接会場へ
問津久井中央連絡所（1０４２－７８４
－２４００）

県立相模原公園の催し

園芸教室「球根ベゴニアを楽しもう」
日時１１月１３日（日）午後１時３０分～３時３０分
タネのおもしろ実験とネイチャー
ゲーム
日時１１月２０日（日）午前１０時～午後２時

◇　　　◇
定各４０人（申込順）
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
「丸山英子」貼り絵展
日１１月８日（火）～２０日（日）
時午前９時３０分～午後４時３０分
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

ソレイユさがみの催し

わくわく楽しく健康体操
日時１１月２３日（祝）午前１０時３０分～正午
定３５人（申込順）
介護を楽にするおしゃべりサロン
日１１月２４日（木）
時午後１時３０分～３時３０分
定６人（申込順）
柔道整復師から学ぶ肩こり・腰痛
予防講座
日時１２月２日（金）午後６時３０分～８時
定４０人（申込順）
おはなしお楽しみ会
　手遊び・絵本の読み聞かせなど
日時１２月３日（土）午前１０時～正午
対１歳～小学生とその保護者
定３０組（申込順）
臨床心理士から学ぶ　窓口業務の
ストレスを軽くするヒント
日時１２月３日（土）午前１０時～正午
対女性＝３０人（申込順）
男性のくらしナビ「プロから学ぶ！
はじめての手づくり 餃子 教室」

ぎょうざ

日１２月３日（土）
時午前１１時～午後１時３０分
対男性＝２４人（申込順）
費５００円（材料費）
クリスマスプレゼントにマフラー
を織ろう
日１２月１０日（土）・１１日（日）
時午前１０時～午後４時
定各５人（申込順）
費各３，０００円（材料費）

◇　　　◇
※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）

子育て支援者フォーラム・交流会

日時１１月２４日（木）午後１時１５分～４時
会大野南公民館　定９０人（申込順）
申ファクスかＥメールに住所、氏名、
電話番号、「フォーラム」と書いて、

１１月１４日までにみらい子育てネッ
トさがみはら連絡協議会（1０９０－
３８１６－１９４６　6０４２－７４６－５９９８ 
Ｅ info@miraikko-sagami.org）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り〈定員６人（申込順）１人３００円〉

相模の大凧センターの教室

押し花　クリスマスカード作り
日時１１月２０日（日）午後２時～４時
対市内在住か在勤・在学の人
定２０人（申込順）　費１，０００円
親子で作ろう角凧作り
日時１１月２６日（土）午後１時３０分～４時
定２０人（申込順）　費５００円
※小学生以上は１人での参加も可

◇　　　◇
申直接か電話で同センター（1０４６
－２５５－１３１１）へ

あじさい大学公開講座

「無理なく、楽しく、踊りましょ

う！元気に福前健康体操」

日時１２月１日（木）午後２時～４時
会市体育館（市役所前）
講福前幸子さん（同体操発案者）
対市内在住の６０歳以上の人
定１００人（申込順）
申電話で１１月２７日までにコールセ
ンター（1０４２－７７０－７７７７）へ　

はじめてのバードウオッチング

日１２月４日（日）〈雨天時１０日（土）〉
時午前９時３０分～正午
会県立津久井湖城山公園
対小学生以上の人＝３０人（申込順）
※小学生は保護者同伴
申電話か、Ｅメールに氏名、学年、
電話番号を書いて、環境情報セン
ター（1０４２－７６９－９２４８　Ｅ kan 
kyo@eic-sagamihara.jp）へ
※双眼鏡の貸し出しあり（要予約）

救急法講習会

日１１月２７日（日）
時午前９時３０分～午後１時３０分
会新磯ふれあいセンター
対県内在住か在勤・在学の１５歳以
上の人＝１５人（抽選）
費１，５００円
申往復はがきに住所、氏名（ふり
がな）、年齢、電話番号を書いて
１１月１５日までに同センター（〒２５２
－０３２６　南区新戸２２６８－１　1０４６
－２５５－１３１１）へ

催 し
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講演・講座 

　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。
▼小学生バレーボール体験教室　１１
月５日（土）午後１時～３時、田名
小学校体育館。希望者は運動ができ
る服装で、体育館履きとタオルを持
って直接会場へ　�問 石井（1０４２－
７６１－０７４９）
▼すこやかバザーまつり　１１月６日
（日）午前１０時～午後２時、すこや
か保育園（中央区横山４－１２－１４）
�問 同園（1０４２－７５２－８１８４）
▼家事家計講習会「心の整理は家計
簿で」　家計簿のつけ方や活用方法
など　１１月１７日（木）おださがプラ
ザ、２２日（火）サン・エールさがみ
はら、午前１０時～１１時４５分、午後１
時～２時４５分（午後はおださがプラ
ザのみ）。費用各４００円。１歳以上の
保育あり（２００円、要予約）　�問 長尾
（1０４２－７４５－４７４４）
▼草芸展（秋の山野草）　１１月１３日
（日）午前１１時～午後５時、１４日（月）
午前１０時～午後４時、あじさい会館
�問 濱本（1０４２－７５４－８５２６）
　　　　　　会費などは個別にお問
　　　　　　い合わせください。
▼社交ダンス　毎週火曜日午後７時
３０分、田名公民館。初心者歓迎　�問 
白岩（1０４２－７６１－０６４９）
▼親子エアロビクス　月１回月曜日
午前１０時３０分、麻溝公民館。対象は
未就学児とその親。初心者歓迎　�問  
黒木（1０８０－５５２３－１９７７）
▼障害児スイミング　毎週土曜日午
前９時３０分、さがみはら北の丘セン
ターほか。体験・見学可　�問 小山（1 

０９０－５２０３－６５６７）
▼詩吟　月３回土曜日午前９時３０分、
大沼公民館。初心者歓迎、見学可
�問 市川（1０４２－７４３－６２８８）
▼ペン字・書道　毎月第１・第３金
曜日午前９時、上鶴間公民館　�問 伊
藤（1０４２－７４２－４８９０）
▼陶芸　月２・３回土曜日午前９時、
あじさい会館。初心者歓迎　�問 渡井
（1０４２－７６１－２１２９）

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。
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広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは広聴広報課（1０４２－７６９－８２００）へ。掲載した広告のお問い合わせは各広告主へ。

尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾尾崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂））））））））））））））））））））））杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯杯演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

さがみはら秋の風物詩！ 菊花競技会
　丹精こめて栽培された色とりどりの菊
の大輪が咲き誇り、会場を彩ります。開
催期間中は相談窓口も開設しますので、
気軽に利用してください。
期　間　１１月１８日（金）まで
時　間　午前９時～午後４時
会　場　相模原麻溝公園

※市民の皆さんの作品（鉢植え・プランターなど）を展示する「市民の部
特設コーナー」を設けます。展示希望者は１１月３日（祝）までの午前９
時～午後３時に直接会場へ
お問い合わせ　市観光協会（商業観光課内）　1０４２－７６９－８２３６

 手をつなぐ　想いをつなぐ　市民力 

さがみはら市民活動フェスタ '1１
内　容会　場日　時

市民活動団体のセミナーや福嶋
消費者庁長官による講演会など

けやき会館
相模原教育会館

１１月１２日（土）
午前１０時～午後４時３０分

創作和太鼓やチアリーディング
などのイベント、手作り品のバ
ザー、フリーマーケット、体験・
遊びコーナー、屋台など

銀河アリーナ前
〈雨天中止〉

１１月１３日（日）
午前１０時～午後３時

お問い合わせ　さがみはら市民活動サポートセンター　1０４２－７５５－５７９０

 親子ふれあいの広場
 ～ふかめよう絆！ 親子ふれあいの広場～ 

　親子で楽しめる工作やゲームコーナー、
合唱団や鼓笛バンドのステージなどで楽し
みませんか。
時　間　午前１０時～午後３時〈雨天中止〉
対　象　市内在住の小学生以下の子どもと

その保護者
お問い合わせ　青少年学習センター　1０４２－７５１－００９１

お問い合わせ会　場日にち
北消防署　1０４２－７７４－９９４９アリオ橋本イベント広場１１月５日（土）〈雨天決行〉
南消防署　1０４２－７４４－０１１９南消防署　　１２日（土）〈雨天決行〉
相模原消防署1０４２－７５１－９１３４淵野辺公園芝生広場　　１３日（日）〈雨天中止〉

親子でいこう   消防フェア～１１月９日～１５日は秋の火災予防運動～

　ミニ消防車の乗車体験や消防車の展示などを行います。
時　間　午前１０時～午後３時

親子 
ふれあい 
の広場 

親子 
ふれあい 
の広場 農業 

まつり 
農業 
まつり 消防 

フェア 
消防 
フェア 

市民活動 
フェスタ 
市民活動 
フェスタ 

芸術・芸能の祭典 市民文化祭
　市民の皆さんの日頃の文化・芸術活動の成果を発表します。

お問い合わせ
市民文化祭実行委員会事務局（文化振興課内）　1０４２－７６９－８２０２

会　場時　間日にち分　野
あじさい会館午後２時～３時１１月３日（祝）表彰式
市体育館
（市役所前）

午前９時１５分
～午後４時１１月６日（日）ダンスフェスティバル

グリーンホール
相模大野

午前１０時～午後７時
（１２日は午後６時まで）

１１月１１日（金）
　　１２日（土）華道展・盆栽展

市民会館午後１時～５時１１月１３日（日）太鼓まつり
グリーンホール
相模大野午後５時～８時

１１月２０日（日）
洋舞合同公演

 杜 のホール
もり

はしもと
午後１時３０分～４時マジックフェスティバル
午後７時～９時フラフェスティバル

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　１２月４日～２５日の毎週日曜日と祝日午前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）、

学年、性別、保護者名、電話番号、「秋季ポ
ニー教室」と書いて、１１月１４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。

１１月１３日（日）は

尾崎行雄（ 咢  堂 ）杯演説大会
がく どう

　中学生から青年までの８人が、「これからの世界、日本、社会と私」を
テーマに演説します。松沢成文前県知事や丸山
和也弁護士らによるパネル討論会も行います。
日　時　１１月１３日（日）午後１時～４時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと

もり

定　員　５００人（先着順）
※傍聴希望者は直接会場へ
お問い合わせ　尾崎行雄を全国に発信する会　1０９０－４５４１－８６７７

観覧希望者は
直接会場へ

淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺公公公公公公公公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園園園園園園園園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楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽しししししししししししししししししししししししししししししし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もももももうううううううううううううううううううううううううううううう淵野辺公園で楽しもう
  市内農産物の旬の味覚を楽しもう！  

農業まつり
　農畜産物の品評会・即売会や、卵のつかみどり
などのイベントが盛りだくさん。飲食コーナーでは、地元産の食材で作
った料理を味わってみませんか。
時　間　午前９時１５分～午後２時３０分〈雨天決行〉
※１１月１３日の市民朝市は、同まつり開催のため実施しません。

お問い合わせ　農政課　1０４２－７６９－８２３９

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、地蔵温泉「 十 

じっ

 福 の湯」やリンゴ狩り、野沢
ぷく

菜漬けの体験など、秋の信州を満喫するツアーです。
日にち　１１月２１日（月）～２２日（火） 

　〈１泊２日〉
集　合　午前７時１５分に相模原駅
解　散　午後６時ごろに同駅
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　４０人（抽選）
費　用　１万５，５００円（４食付き）

申し込み　往復はがきかファクスに、全員の住所・氏名（代表者に○）・
年齢・電話番号、「たてしな自然の村バスツアー」と書いて、１１月１１日
（必着）までに、たてしな自然の村（〒３８４－２３０９　長野県北佐久郡立科
町芦田八ヶ野赤沼平９９５　1０２６７－５５－６７７６　6０２６７－５５－７１８８）へ

旅行企画　信州リゾートサービス　実　施　近畿日本ツーリスト神奈川

野
沢
菜
漬
け
体
験（
イ
メ
ー
ジ
）
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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６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１２月１９日（月）

赤ちゃん
セミナー

○ウ１２月２６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＝１５人（申込順）
※保育は相談に応じます。

○ウ１２月７日（水）
　　２１日（水）

はじめよう！
元気 Kids の

キッズ

おうちごはん
〈全２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１１月９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１２月１３日（火）産後ママの
エクササイズ

○8 
　親子遊びや交流会
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　生後１～３か月の乳児とその

保護者
定員　各１５組（申込順）

サン・エール
さがみはら１１月２９日（火）ママとベビーの

おしゃべりタイム
～ぽけっと～ ○１１ ○城１２月７日（水）

○１０ 

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

みつごとその家族か、ふたご
等妊娠中の人＝２０組（申込順）

○南１２月７日（水）ビーンズ
クラブ

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

（相談員）

○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

１１月８日～
２９日の毎週
火曜日　　エイズ等の

検査・相談
○橋午後２時

　～４時１１月１２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　電話で精神保健福祉セ

ンター（1０４２－７６９－９８１８）へ

○ウ午後２時
　～４時１１月１６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　　１１月１７日（木）くすりの

相談

●特定相談・精神科セカンドオピニオン外来●
内容・対象など時　間日にち相談名

　専門医などが、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）

午後１時３０分
　～３時３０分１１月１５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　各２人（申込順。調整あり）

午後２時
　～４時

１１月１７日（木）
思春期・
ひきこもり
特定相談

　専門医が意見提供します。
対象　精神科治療中で、自身の治療方

針について、主治医以外からの
意見を求める人

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

１１月２１日（月）

精神科
セカンド
オピニオン
外来

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

●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

○8 
　骨粗しょう症予防の話と骨
密度測定。お口の元気チェッ
クコーナーも同時開催
対象　２０～７０歳（昭和１６年４

月２日～平成４年４月
１日生まれ）の人

定員　各３０人（申込順）
費用　各７００円

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

１１月３０日（水）骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー ○１０ ○南１２月１２日（月）

○9 

　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　１６人（申込順）

○ウ午後２時
　～４時１２月６日（火）踏み台

エアロビクス

○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１２月７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。

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 

○津 、△横山○こ 、相武台○こ １１月１６日（水）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

城山○こ 、大野北○こ 、
新磯○こ 、△鹿島台○こ 、
上鶴間○こ 

１１月１７日（木）

△橋本○こ １１月１８日（金）

富士見○こ 、鶴園中和田○こ １１月２２日（火）

○湖 、相模台○こ 、大沼○こ 、
麻溝○こ 

１１月２４日（木）

並木○こ １１月３０日（水）

●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

１１月９日（水）

高齢者
認知症相談

○3 ○ウ１１月１４日（月）

○4 ○南午前１０時
　～正午１１月２２日（火）
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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。

ズバリわかる！メタボリック
～なんでメタボはいけないの？
意外と知らないメタボの正体～

　医師と歯科医師、栄養士が生活習慣病予防につい
てお話しします。希望者は血管年齢を測定できます。
日　時　１２月３日（土）午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
定　員　１００人（申込順）
申し込み　電話で１２月１日までにコールセンター

（1０４２－７７０－７７７７）へ

●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歳になる人

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

結核健診
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

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）
※申し込み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）

南保健福祉センター１１月２２日（火）

検
診
車

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）

南保健福祉センター１２月４日（日）

ウェルネスさがみはら１２月９日（金）

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。

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月以降）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

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　１１月３０日（水）午後２時～４時　
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住か在勤でアルコールや薬物問題

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

－７６９－９８１８）へ

（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。

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　１１月１７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
定　員　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

中高年のための
ハッピープログラム〈全３回〉

～今からでも遅くない、
あなたもお酒の量を減らせます～

　現在の飲み方をチェックし、希望に合った節酒
方法を提示します。
日　時　１２月１日・１５日、平成２４年１月１２日の木

曜日午後７時～８時
会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）
対　象　市内在住か在勤で飲酒量を減らしたい人
定　員　１０人（申込順）
申し込み　電話で１１月２５日までに精神保健福祉セ

ンター（1０４２－７６９－９８１８）へ

～子どもの虐待を防ぐために～

１１月は児童虐待防止推進月間
　「虐待かも…」と感じたら、ささいなこ
とでも迷わず相談してください。
児童虐待通告（相談）窓口
緑こども家庭相談課　　1０４２－７７５－８８１５
中央こども家庭相談課　1０４２－７６９－９２２１
南こども家庭相談課　　1０４２－７０１－７７００
児童相談所　　　　　　1０４２－７３０－３５００
２４時間通告（相談）窓口
こども虐待１１０番　　　 1０４２－７３０－３５１１

さがみはら精神障害者就労支援協議会

「働きたい！」を「働ける」に！
　働くために大切なことを寸劇で解説します。
日　時　１１月１９日（土）午後２時～４時３０分
会　場　市民会館
対　象　市内在住か在勤の精神障害者とその家族
定　員　５０人（申込順）
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1０４２

－７６９－９８１８）へ

高齢者筋力向上トレーニング
中央区Ｃコース〈全２４回〉

　機器を使った筋力トレーニングなどを行います。
日　時　１２月２７日～平成２４年３月２７日の毎週火・

金曜日（１２月３０日、２４年１月３日、３月２０
日を除く）午前９時３０分～１１時３０分

会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住の６５歳以上で、足腰の衰えを感

じている人＝若干名（選考）
費　用　４，０００円
申し込み　電話で１１月４日までに介護予防推進課

（1０４２－７６９－９２４９）へ

子育て広場たんと

赤ちゃんとの遊びと関わり方
　保育園の元園長が実演を交えてお話しします。
日　時　１１月２０日（日）午後２時～３時３０分
会　場　伊勢丹相模原店（南区相模大野）
対　象　１歳ぐらいまでの赤ちゃんとその保護者
定　員　１５組（申込順）
申し込み　電話でこども青少年課（1０４２－７６９－

９８１１）へ

うつ病家族の集い〈全３回〉
　うつ病の理解と患者への対応、社会復帰などに
ついて学びます。
日にち　１２月１日（木）・９日（金）・２０日（火）
時　間　午後２時～４時
会　場　シティ・プラザはしもと
対　象　うつ病で療養中の人の家族＝１５人（申込順）
申し込み　電話で緑障害福祉相談課（1０４２－７７５

－８８１１）へ

急病などで困ったときは
  （電話番号をよく確かめて）

相模原救急医療情報センター　1０４２－７５６－９０００
　平日　午後５時～翌朝９時　　土曜日　午後１時～翌朝９時
　日曜日・祝日・年末年始　午前９時～翌朝９時
※診療可能な医療機関を案内。医療相談・歯科案内は行いません。

医科

休日急患歯科診療所　1０４２－７５６－１５０１
　日曜日・祝日・年末年始の昼間
　　午前８時４５分～１１時３０分、午後１時１５分～４時３０分

歯科

休日当番柔道整復施療所案内　7０１２０－１９４１９９
　日曜日・祝日・年末年始の昼間　午前９時～午後５時

接骨

１１月１４日は世界糖尿病デー

見直してみよう！あなたの食生活
　食生活のとりわけ体験や、講演会などを行います。
日　時　１１月２６日（土）午後１時～４時３０分
会　場　北里大学病院内科総合外来・リハビリテ

ーションセンター
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
北里大学病院糖尿病外来　1０４２－７７８－８４２４
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