
「災害準備及び災害救援活動に関する相模原市と 
在日米陸軍基地管理本部との覚書」を締結

■ トピックス ■ T O P I C S

　１０月２６日、市は、市内３か所に基地がある在日
米陸軍と、災害時等において、住民などの安全を
守るため、人命救助、医薬品等の物資の提供、避
難所の設置などの相互支援を行う覚書を締結しま
した。在日米陸軍と市町村との災害時の相互支援
に関する覚書の締結は、全国初となる事例です。
加山俊夫市長は「災害時に連携できるのは心強い。
実効性のあるものにするため、具体的な支援内容
に関する手引書を作成する協議を早期に進めた
い」と話していました。 
お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８
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人事行政の運営等の状況を公表します 
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別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

藤野ふるさと芸術村創成から２５周年 
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「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 
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相模原の元気 相模原の元気 相模原の元気 
東日本大震災・復興支援 

　東日本大震災では、想定をはるかに超える規模の地震とこれに起因する大津波や、
福島第一原子力発電所の事故の発生などにより東日本の広範な地域が被災しました。
　そのような中、本市は震災直後から、銀河連邦事業で交流がある岩手県大船渡市や、
災害時相互応援協定を結ぶ宮城県仙台市など、震災により被害を受けた地域に対し、
積極的に救助活動をはじめ、物資・義援金・人的支援などを行ってきました。
　東日本大震災から８か月が経過し、被災した自治体に対しては、住民の生活再建に
向けた取り組みへの支援を行っていく
段階にきています。今後も引き続き、
大船渡市や国、全国市長会等からの要
請に応え、必要とされる職員の派遣に
積極的に対応していくとともに、義援
金や銀河連邦応援金の募集、ボランテ
ィアに関する情報提供など、復旧・復
興を含めた支援を行っていきます。
　さらに、このたび、被災地復興支援
などを目的とするプレミアム付商品券
を発売するほか、１１月１９日・２０日に開
催する「潤水都市さがみはらフェスタ」
で、復興支援企画を実施します。ぜひ
皆さんの温かいご支援、ご協力をお願
いします。　
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）※義援金、銀河連邦応援金の受け付け方法

は２㌻をご覧ください。
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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 
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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 

相模原駅前 

お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－８２３６

さがみはらぁ麺グランプリ
　今年のテーマは“復興支援”。岩手・
宮城・福島の被災３県産の食材を１種
類以上使用した、オリジナル復興支援
ラーメンで自慢の味を競います。

物産コーナー
　岩手・宮城・福島・茨城・千葉県の物産コーナーを開設。多
彩なご当地の味をお楽しみください。

オカリナ　  コンサート
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　「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合奏・合唱をします。オカリナ
を持っている人は持参してください。
日　時　１１月１９日（土）午後３時３０分ごろ～４時３０分ごろ

１１．１９（土）・２０（日）
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の復興支援企画！の復興支援企画！

本紙１１月１日号でお知らせした「おかえり、はや
ぶさ」イベントの出演者は、藤原竜也さんと本木
監督に決まりましたのでお知らせします。

東日本大震災義援金　　　　　　　　９，２８７万５，５５３円
頑張れ大船渡　銀河連邦応援金　１億５，０２８万１，０４６円募金の状況（１０月３１日現在）

○販売価格の一部から、被災地（岩手県大船渡市）の学校や
保育園などに暖房器具を贈ります。

○同商品券の表紙に記載した抽選番号で、当選者を被災地（岩
手・宮城・福島県）への復興応援ツアーに招待します。

○商店街で、被災地（岩手・宮城・福島県）の特産品が３００人
に当たる「はがきで当てよう！」キャンペーンを実施します。

発売日時　１１月２６日（土）午前１０時から（売り切れ次第終了）
利用期間　平成２４年２月２９日まで
販売価格　１冊１万１００円（５００円券の２２枚つづり、合計１万１，０００円分）

○販売場所は２㌻をご覧ください。
○同商品券利用可能店舗は、同
商品券ホームページか、タウ
ンニュース１１月２３日号（一部
新聞折り込み、相模原商工会
議所・商業観光課で配布）を
ご覧ください。

　東日本大震災の被災地復興支援と市内経済の活性化を目的に、市内
約２，０００店舗で利用できるプレミアム付商品券を発売します。

※販売価格のうち１００円は復興応援金となります。
※釣り銭のないよう用意をお願いします。
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発売!発売!発売!
１１/２６（土） １１/２６（土） １１/２６（土） 

さがみはら商品券 検索 

見本

お問い合わせ　復興応援さがみはら商品券実行委員会事務局
（相模原商工会議所内）　1０４２－７５３－８１３６

区版
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　口座振り込みで受け付けています。振込者の氏名（法人の場合は法人名）
を書いて、振り込んでください。なお、振り込みには、別途、口座振込手

数料が必要になる場合があります。
お問い合わせ

渉外課　�０４２－７６９－８２０７

素晴らしい功績をたたえて
～１１月２０日、市制記念日に表彰～
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被災地への
義援金を

受け付けています

頑張れ大船渡 銀河連邦応援金
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　市病院協会会長や県病院協会常任理事などを歴任。
本市の二次救急医療の診療科の拡大や救急医療体制の
安定的な運営に尽力されるなど、地域保健医療の進展
に貢献されました。

������（南区相模大野５丁目）
　昭和６１年に安井賞、平成１９年に芸術選奨文部科学大
臣賞を受賞されるなど、洋画家として優れた創作活動
を続けられるとともに、市教育委員なども務められ、
市民文化の向上に貢献されました。

�����（南区西大沼２丁目）

　各まちづくりセンターなどに設置している募金
箱か、地域福祉課で受け付けています。
　お預かりした義援金は、日本赤十字社を通じ、
被災地の義援金配分委員会に全額お渡しします。
お問い合わせ　地域福祉課　�０４２－７６９－９２２２

東日本大震災義援金

��������

販売場所区
太陽堂薬局隣（相模原１－２－１）

中央区

山梨信用金庫　相模原中央支店駐車場
理容サトウ裏倉庫（横山４－２４－１５）
ヌマヤ　相模原店
西武信用金庫　矢部支店駐車場
スーパーアルプス　陽光台店
市役所本館
八千代銀行　淵野辺支店駐車場（カトレア前）
城南信用金庫　淵野辺支店駐車場
ヨークマート　田名店前
スーパーアルプス　塩田店
上溝商店街６丁目駐車場（上溝６－３）
イトーヨーカドー　古淵店

南　区
イオン　相模原店（古淵２－１０－１）
細谷達司商店前（大野台２－２５－３）
小川ミート（古淵３－２７－２）
細谷電気（古淵３－６－８）

販売場所区
グルメシティ　二本松店前

緑　区

スーパー三和　西橋本店前
スーパーアルプス　橋本店
東町自治会館（橋本６－２－３ Ｂ’ｓモール２階）
スーパーアルプス　西橋本店
フォレストショッピングセンターはしもと内
イトーヨーカドー　アリオ橋本店
マックスバリュ　相模原西橋本店
スーパーアルプス　城山店
エコス　城山店
城山商工会（久保沢２－５－１）
津久井商工会（中野１０２９）
たからや　フレサ津久井店
相模湖商工会（与瀬８９６）
藤野商工会（小渕１６８９－１）
西門プラザ

中央区
ダイエー　相模原店１階

販売場所区
八千代銀行　大沼支店前

南　区

若沼自治会館（若松３－２６）
伊勢丹　相模原店
スーパー三和　相模大野店
村内ファニチャーアクセス　相模原店
ユニディ　相模大野店
足立不動産（相模大野駅北口コリドー通り）
スーパー三和　麻溝店Ａ館
相模台商店街内空き事務所（ローソン１００斜め前）
新磯ふれあいセンター
相武台前自治会館（相武台１－２３－１１）
相武台団地商店会内空き店舗（相武台団地２－３－５）
スーパー三和　東林間店
イトーヨーカドー　相模原店（松が枝町１７－１）
うなぎ宮川隣（東林間５－５－１）

発売!発売!発売!
１１/２６（土） １１/２６（土） １１/２６（土） ※販売価格などは１�を

ご覧ください。

金融機関　横浜銀行相模原駅前支店
口座番号　普通預金　６０２８６５７
口座名　　オオフナト共和国応援金

振
込
先

お問い合わせ　同実行委員会事務局
（相模原商工会議所内）　�０４２－７５３－８１３６



交流空間 

Ｘゾーン 

（運動施設、 
　　広場、駐車場等） 

［公的な利用］ 
（文化施設・研究施設・教育施設） 

［公園利用］ 

文化・芸術機能 

Ｙゾーン 

研究・教育機能 
　（JAXA相模原キャンパス） 

公益機能 
（国民生活センター） 

公園機能（運動施設） 
　（淵野辺公園） 

教育機能 

教育機能 
（由野台 
　中学校 

（弥栄 
　中学校 

（県立弥栄高校） 

（弥栄 
　小学校 

公益機能 
 神奈川県警察 
　総合研修センター 

公益機能 
 神奈川県警察 
　総合研修センター 

　東京国立 
　近代美術館 

市立 
博物館 
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市職員を募集
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魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力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上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上にににににににににににににににににににににににににににににに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

応募資格
次の要件を全て満たす人職務内容定　員選考区分

○平成２４年４月１日現在、満３６
歳以上５５歳未満

○社会福祉士、児童福祉司、臨
床心理士のいずれかの資格が
ある

○児童虐待相談か児童心理判定
の実務経験が１３年４月１日～
２３年１０月３１日に５年以上ある

児童虐待相談、
心理判定等若干名社会福祉

（経験者）

○平成２４年４月１日現在、満３６
歳以上５０歳未満

○技術士（建設部門のみ）とコン
クリート診断士の資格がある

○民間企業等において橋梁設計
の実務経験が１３年４月１日～
２３年１０月３１日に７年以上ある

橋 梁 等の設計、
りょう

工事監理、維持
補修等

若干名土木
（経験者）

○平成２４年４月１日現在、満３６
歳以上５０歳未満

○一級建築士の資格がある
○民間企業等において建築設備
（空調・給排水等）の実務経
験が１３年４月１日～２３年１０月
３１日に７年以上ある

公共建築物の建
築・設備の設計、
工事監理等

若干名建築
（経験者）

※同整備計画について
詳しくは、市ホームペ
ージの 市政情報 → ま
ちづくり をご覧にな
るか、お問い合わせく
ださい。

JAXA相模原キャンパス JAXA相模原キャンパス 

複合施設 
駐車場 

オープン 
スペース 
エリア 

県立弥栄高校 

国民生活 
センター 

テニス 
コート 

銀河 
アリーナ 

樹林エリア 

複合施設 
駐車場 

オープン 
スペース 
エリア 

国民生活 
センター 

テニス 
コート 

銀河 
アリーナ 

樹林エリア 

県立弥栄高校 

Ｙゾーン Ｙゾーン 

自転車道歩行者道 

樹林エリア 
約２.８ha

複合施設 
約１.２ha

駐車場 
約０.９ha

オープン 
スペース 
エリア 
約２.０ha

公園ゾーン 

広幅員歩道 

ひばり球場 

中央広場 

銀河アリーナ テニスコート 

一般車両の動線 

市道キャンプ 
淵野辺１号 

一般車両、バスの動線 

バス回転広場 
約０．１２ha

交流空間 
交流エリア 
約１．０ha

シンボル軸 
［メイン動線］ 

バスの動線 

淵野辺公園 

Xゾーンを結ぶ動線 

駐車場 

広場 

サーティーフォー 
相模原球場 

　市では、昭和４９年に米軍から国に返還されたキャンプ淵野辺の留保地について、整備の
方向性を示すため「キャンプ淵野辺留保地整備計画」を策定しました。平成２０年６月に策
定した「キャンプ淵野辺留保地利用計画」を基に、学識経験者や公募市民と共に市民ニー
ズや、環境面、経済面、シティセールスへの効果など、さまざまな視点から検討を行いました。
　同整備計画では、留保地を「Ｘゾーン」と「Ｙゾーン」に分け、各ゾーンを結ぶシンボ
ル軸や、人々の交流の場を形成する交流空間を作り、キャンプ淵野辺留保地全体の魅力の
向上を図ります。
　今後、同整備計画を踏まえ、より詳細な整備方法の検討や、用地取得に向けた国との協
議などを進めていきます。

淵野辺公園周辺一帯の
魅力向上に向けて

～キャンプ淵野辺留保地
整備計画を策定～

Ｙゾーン　ゾーニング　

イメージパース

お問い合わせ
土地利用調整課
1０４２－７６９－８２０９

市職員を募集 市民文化祭の入賞者が決定
　今年で６２回目を迎えた市民文化祭が９月～１１月に盛大に開催されました。審査
の結果、展示部門８４人、芸能部門３５人が受賞しました。主な入賞者（教育委員会
賞以上）は次のとおりです（敬称略）。

日本画　市長賞　岩�春子（南区磯部）　議長賞　青木ツヤ（南区西大沼） 
教育委員会賞　長谷川和光（緑区寸沢嵐）

洋　画　市長賞　續橋仁子（中央区横山）　議長賞　岩崎　健（緑区若葉台）
教育委員会賞　宮本敏夫（緑区中野）

写　真　市長賞　川端きよみ（緑区東橋本）　議長賞　横山　昭（中央区相生） 
教育委員会賞　渕上孝義（中央区田名）

　書　　市長賞　加藤荘華（緑区元橋本町）　議長賞　山本淑代（緑区相原） 
教育委員会賞　渡部春峰（南区大野台）

短　歌　市長賞　堀野政章（南区大野台）　議長賞　栗本るみ（町田市） 
教育委員会賞　三木絹子（中央区淵野辺本町）

俳　句　市長賞　菅沼とき子（緑区二本松）　議長賞　大槻蘭�（南区御園） 
教育委員会賞　永澤せき子（南区新戸）

川　柳　市長賞　中元玲子（南区鵜野森）　議長賞　清水潮華（横浜市神奈川区） 
教育委員会賞　森久保勝江（緑区二本松）

現代詩　市長賞　蒼野しほ（町田市）　議長賞　山本和子（緑区西橋本） 
教育委員会賞　池田�明（緑区若葉台）

吟剣詩舞大会　市長賞　遠藤昌成（中央区陽光台）　議長賞　水野征四郎（中央
区相生）　教育委員会賞　須藤紀光（中央区淵野辺本町）

民謡大会　市長賞　小野昭治（中央区共和）
議長賞　�梨正男（南区南台）、藤井五郎（南区下溝）　
教育委員会賞　鴫原眞澄（中央区田名）、古川やよみ（町田市）

お問い合わせ　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

Ｘゾーン・Ｙゾーン
交流空間
　各ゾーンの来訪者
が行き交い、コミュ
ニケーションや相互
にふれあうことがで
きる空間づくり
をめざします。

Ｘゾーン　約７．２ ha　公的な利用
　市立博物館や、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）相
模原キャンパス、東京国立近代美術館など、文化施設に
隣接するＸゾーンは将来の社会環境や市民ニーズなどの
変化を踏まえ、今後詳細な計画を検討していきます。

Ｙゾーン　約９.３ha　公園利用
広幅員歩道
　留保地の中央を通る道路の歩道を拡幅し、シンボル的な空間を作ります。
また、国民生活センター側の道路には自転車道歩行者道を整備し、利便性
を高めます。

公園ゾーン
　緑豊かな環境を生かし、市内外から多くの人
が訪れ交流するコミュニケーションの場づくり
をめざして、運動公園の淵野辺公園と一体にな
る公園用地として活用します。
　運動や、自然・休憩、駐車場の機能を導入し、
体育館と武道館の機能があり、地域コミュニテ
ィ活動等、多目的に使用できる複合施設や、樹
林を生かしたエリア、休憩・運動ができる芝生
の広場などのオープンスペースを整備します。

※採用は原則、２４年４月以降です。
※詳しくは、職員課、各区役所総務課・まちづくりセンターにある
受験案内をご覧ください。市ホームページの 相模原市、職員募
集。 からもご覧になれます。
申し込み　受験案内に付いている申込書、職務経歴・実績書を郵送

で１１月３０日（消印有効）までに職員課へ
お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３

 展示部門

 芸能部門



���23 (2011) .11.15 No.1229

（２）職員の給与
○１ 人件費 　（２２年度普通会計決算）

人件費率（Ｂ／Ａ）人　件　費（Ｂ）歳　出　額（Ａ）
１９．６％４４４億８，０２０万円２，２６６億２００万円

※特別職の給料、報酬などを含みます。

　本市における人事行政の透明性を高め、その公正性の一層の確保を図るため、職員数、給与、勤務時間などの状況をお知らせします。
　詳しくは、市ホームページの 市政情報 → 市政運営 → 人事行政の運営等の状況の公表 や各行政資料コーナーでご覧になれます。

人事行政の運営等の状況を公表します

○８ 職員手当
期末・勤勉手当　民間におけるボーナス等に相当する手当 

支給月数（２２年度）
区　　　分

勤勉手当期末手当

０．７０月１．２５月６月期

０．６５月１．３５月１２月期

１．３５月２．６０月計

役職加算５～２０％職制上の段階、職務の
級等による加算措置

（１）職員数に関する状況
○１ 部門別職員数の状況 （各年４月１日現在）

主な増減理由
対前年
増減数
（人）

職員数（人）区分
部門 ２２年２３年

０２２２２議 会
一　

般　

行　

政　

部　

門

まちづくりセンターの事務執行体制の見直し△ ４６６９６６５総 務
賦課業務の強化３２００２０３税 務
児童相談所機能の強化、障害児・者への支援体制の充実１８９８１９９９民 生
清掃施設における職員体制の見直し等△ ７６３０６２３衛 生

△ １６５労 働
△ １４９４８農林水産

商業・産業振興事務の執行体制の見直し△ ２５２５０商 工
△ １４６９４６８土 木
５３，０７８３，０８３小 計

△ １５２５５２４教 育特
別
行
政
部
門

１７１５７１６消 防
０１，２４０１，２４０小 計

△ １６５病 院公
営
企
業
等
会
計
部
門

０２２水 道
△ １７７７６下 水 道

介護認定業務の強化４１０９１１３そ の 他
２１９４１９６小 計
７４，５１２４，５１９合 計

※職員数は、再任用職員と臨時・非常勤職員を除いた一般職に属する職員数です。
教育部門の職員数には教育長を含みません。

※△は負数であり、前年に比べて減少したことを示します。
※一般行政部門とは、特別行政部門、公営企業等会計部門以外の部門です。特別
行政部門とは、教育、消防の部門です。公営企業等会計部門とは、下水道等の
部門です。

※病院とは、国民健康保険診療所です。

○２ 身体障害者・知的障害者の任用状況 （各年６月１日現在）
２２年２３年法定雇用率
２．４０％２．１２％２．１０％

※２２年７月に障害者雇用促進法の改正と除外率の引き下げが行われたことにより、
２３年から算定方法が変更されました。

○２ 職員給与費 （２２年度普通会計決算）
１人当たり
の給与費
（Ｂ／Ａ）

給与費（職員に支給する給与額）職員数（Ａ）
（人） 計（Ｂ）期末・勤勉

手当職員手当給　料

６８３万円２９５億
８４５万円

６６億
４，２８８万円

５７億
９,９４８万円

１７０億
６,６０９万円４，３１８

※職員手当には、退職手当を含みません。

○３ ラスパイレス指数の状況
　ラスパイレス指数とは、国家公務員の俸給を１００として
見た場合に、本市職員の給与水準を示す指数です。

２２年度
１００．９

○４ 職員の平均給料月額と平均給与月額、平均年齢 （２３年４月１日現在）
平均年齢平均給与月額平均給料月額区　　分
４３.５歳４８万６，５３４円３４万１，４７９円一 般 行 政 職
４８.７歳４０万６，１３５円３１万８，５３０円技 能 労 務 職
４１.４歳４３万７，１２５円３３万８，９０６円消 防 職
４５.６歳８１万６，３９６円４２万９，２４５円医 療 職

※平均給与月額には、給料、地域手当、扶養手当などを含みます。

○５ 職員の初任給の状況 （２３年４月１日現在）
給料月額区　　　　分

１７万８，８００円大 学 卒
一 般 行 政 職

１４万４，５００円高 校 卒
２０万４，５００円大 学 卒

消 防 職
１６万４，７００円高 校 卒
２３万７，７００円医 大 卒医 療 職

○６ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額  （２３年４月１日現在）
経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区　　　分
３６万５，０９７円３１万８，６７８円２６万　　８２９円大 学 卒一般行政職 ３１万４，９４７円２６万８，５００円２２万１，５００円高 校 卒
３３万９，０７１円３０万８，６５９円２７万　　３５３円技 能 労 務 職
３８万９，３００円３４万２，７１８円２７万９，９８３円大 学 卒消 防 職 ３３万８，４１８円２９万２，４５４円２４万６，０００円高 校 卒

退職手当　退職したときに支給される手当

１人当たりの平均支給額（２２年度）退職事由

  ９０４万円（平均勤続年数　１９．２年、退職者数　 ２０人）自己都合

２，６２４万円（平均勤続年数　３７．８年、退職者数　１６５人）勧奨・定年

地域手当　民間における賃金水準を基礎にして職員に支給される手当

１人当たりの平均支給年額（２２年度）支　給　率

４０万９，０６９円９．５％

特殊勤務手当　危険、困難、不健康な業務などに従事したときに支給される手当  

２０．３％職員全体に占める手当支給職員の割合（２２年度）

５万３，０１１円支給対象職員１人当たりの平均支給年額（２２年度）
※１５種類あり、代表的な手当は清掃業務従事手当などがあります。

その他

月　額内　　　容区　分

１万３，０００円配偶者
扶養手当

　　６，５００円配偶者以外の扶養親族
※他に住居手当、通勤手当、休日勤務手当、管理職手当などがあります。

時間外勤務手当　正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当

１人当たりの平均支給年額（２２年度）支　給　総　額

５２万４１２円２０億８，９４６万円

（３）職員の勤務時間
　職員の勤務時間は、午前８時３０分～午後５時１５分の１日７時間４５分、週３８時
間４５分です。

（４）職員の懲戒の状況 ２２年度の懲戒処分者数　４人
戒　告（人）減　給（人）停　職（人）免　職（人）処　分　事　由

２２－－管理監督責任
２２－－計

○７ 給料表の種類、級数等の概要
　職員の給料については、職務の内容に応じて区分される「給料表（行政職１・
２、消防職、医療職）」と、職務の複雑さ、困難さ、責任の度合いにより区分さ
れる「級」と、給料表と級に応じて定められた「号給」ごとに決められています。

行政職給料表（１）の適用職員 （２３年４月１日現在）
構　成　比（％）職　員　数（人）代表的な職名区　分

 ０．３ １１局　長９級
 ０．７ ２４部　長８級
 ３．２１０５参　事７級
１３．４４４４課　長６級
１８．１６００副主幹５級
２６．１８６７主　査４級
２０．１６６９主　任３級
 ８．１２６９主　事２級
１０．０３３１主　事１級

○１０ 給与抑制措置の
　状況（特別職）
２３年７月から給料を約
７％削減しています。
（２７年４月まで）
２３年１２月期から期末手当
を１０％削減しています。
（２６年１２月まで）

○９ 特別職の報酬等 （２３年４月１日現在）

１０８万５，０００円（１１４万２，０００円）市　長給　　料
（ ）内は
減額前  ８８万８，０００円（ ９３万５，０００円）副市長

７７万９，０００円議　長
報　　酬 ７１万３，０００円副議長

６７万円議　員
１．４０月６月期市　長

副市長期末手当
（２２年度
支給月数）

１．５５月１２月期

１．４０月６月期議　長
副議長
議　員 １．５５月１２月期

給料月額×勤続期間（年）×４８０分の１００市　長退職手当
（任期４年） 給料月額×勤続期間（年）×３６０分の１００副市長

お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３
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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。

２０・３０歳代の人の健康診査も実施しています

　運営も講師も研修を受けた市民が行う講座です。

お問い合わせ　国民健康保険課　1０４２－７６９－８２３５

費　用定　員
（抽選）対　象時　間日にち講座名

各
５００円各２０組小学生と

その保護者
午前１０時
～正午

１２月１０日（土）電気の扉をひらいてみよう
（電池を作ろう）小学生の親子で

楽しむ科学
１７日（土）体の不思議

各
２５０円各１６人１６歳以上

の人
午前１０時
～１１時３０分

１４日（水）冬もヨガで体を温めようヨガで楽々
リラックス ２１日（水）生活の中でヨガを活かそう

　市では、生活習慣病の予防のため、メタボリックシンドロームに重点を
置いた特定健康診査を行っています。自覚症状がなく進行する生活習慣病
の芽を早く見つけるための健診です。
対　象　市国民健康保険に加入している４０ ～

７４歳の人
健診場所　市内の協力医療機関
費　用　１，０００円
※平成２３年度中に７０歳以上の人は無料
※６９歳以下の人は、世帯主と国民健康保険に
加入している世帯員全員が市民税非課税の
場合は、無料になります。受診前に免除の
申請が必要です。

国民健康保険加入の４０～７４歳の人へ

特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定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康康康康康康康康診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査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すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ

特定健康診査の流れ

　健康診査　　健診項目は特定健診と同じです。
対　象（２３年度）　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のない世帯の人
費　用　１，０００円
　歯科健康診査　　むし歯や歯周病の有無などを検査します。
対　象（２３年度）　昭和４７年４月２日～昭和５７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のない世帯の人
費　用　５００円

募集・健診期間　２４年３月３１日まで　　受診場所　市内協力医療機関
申し込み　電話で国民健康保険課へ
※市ホームページの 電子申請 からも申し込めます。

年１回、健康状態をチェックしましょう！

メタボリック
シンドロームとは？
　内臓脂肪がたまること
で、血糖値や血圧などが
上がり生活習慣病の危険
因子が重なった状態。放
っておくと、心臓病や脳
卒中などを引き起こす場
合があります。

会　場　学術総合センター（東京都千代田区一ツ橋２－１－２）
定　員　各４９６人（申込順）
申し込み　内閣府の同シンポジウムホームページからか、ファクスに住所、

氏名、電話番号、希望の部、「生きづらさを抱える子ども・若者に
よりそう」と書いて、１１月３０日までに内閣府子ども若者・子育て施
策総合推進室（1０３－５２５３－２１１１　6０３－３５４５－３６１０）へ

内　容時　間部
ひきこもりや貧困の子どもを支援している団体の活動紹介午前１０時～正午１
パネルディスカッション「子どもの貧困問題について」午後１時～３時２
てい談「ひきこもりについて」午後３時３０分～５時３０分３

　家庭から出る生ごみの約８０％が水分で、燃やすためには
余分なエネルギーが必要です。市の助成制度を利用し生ご
みを減量してみませんか。
対   象　市内在住で５年以内に同制度を受けていない人
対象容器　家庭用の２，０００円を超える生ごみ処理容器
○生ごみ処理容器（コンポスト、密閉式）＝１世帯２台まで
○電動式生ごみ処理機＝１世帯１台まで

※橋本台・新磯野リサイクルスクエアに見本があります。
助成額　購入金額の２分の１

（１００円未満切り捨て、上限３万円）
※申し込み方法など詳しくは、購入前にお問い合わせくだ
さい。
お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８２４５

生ごみ処理容器購入費用助成制度

　平日に国民健康保険税の納付相談や納税ができない人のために、窓口を
開設します。電話相談もできます。
日　時　１２月１８日（日）午前９時～午後４時

休日納税相談窓口のご利用を

相談・お問い合わせ会　場
1０４２－７６９－８２３４国民健康保険課（市役所本館１階）
1０４２－７４９－２１６３南市税事務所（市南区合同庁舎３階）
1０４２－７７５－８８０８緑市税事務所（シティ・プラザはしもと内５階）
1０４２－７８３－８１０３城山まちづくりセンター（城山総合事務所第１別館１階）
1０４２－７８０－１４００津久井まちづくりセンター（津久井総合事務所１階）
1０４２－６８４－３２１４相模湖まちづくりセンター（相模湖総合事務所２階）
1０４２－６８７－５５１４藤野まちづくりセンター（藤野総合事務所１階）

学びのらいぶ塾 後期講座（初冬編）総合学習センター

申し込み　同センター、各公民館にある募集案内に付いているはがきか、申込書〈同セ
ンターホームページ（http://www.sagamihara-kng.ed.jp/）からダウンロード
可〉を１１月２９日（必着）までに同センター（1０４２－７５６－３４４３）へ

※同センターホームページからも申し込めます。
※内容など詳しくは、募集案内か同センターホームページをご覧ください。

５ 結果のお知らせ
　医療機関から健診結果が通知され、生活習慣病の知識や健康情報
が提供されます。また健診の結果、生活習慣の改善が必要な人には、
市から特定保健指導の案内を送ります。

４ 健診項目
○問診…服用中の薬、病歴、生活習慣などを確認します。
○身体測定…身長、体重、腹囲、ＢＭＩ

体格や内臓脂肪の蓄積を調べます。
○血圧測定…血管の抵抗性、弾力、心臓機能を調べます。　
○血液検査…血糖、脂質、肝機能、血清クレアチニン

糖尿病や脂質異常、肝臓の障害、腎臓の機能等の状態を調べま
す。

○尿検査…尿たんぱく、尿糖、尿潜血
腎臓などの尿路の異常や糖尿病などを調べます。

※医師の判断により、貧血検査、心電図検査、眼底検査を行う場合
があります。

３ 特定健康診査当日の持ち物
○特定健診受診券　○国民健康保険証　○費用１，０００円

２ 医療機関へ特定健康診査の予約をします
　市内の協力医療機関の中から受診機関を選び、健診日時を予約し
ます。

受診券が届きます
　対象者には４月か６月以降に受診券が届きます。今年度分の受診
券がない人は、コールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

１

　子どもや子育て家庭への支援など、地域社会ができることを講演やパネ
ルディスカッションを通して考えます。
日　時　１２月１０日（土）午後１時～４時　　会　場　あじさい会館
講　師　大日向雅美さん（恵泉女学園大学大学院教授）
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝３５０人（申込順）
申し込み　往復はがきかＥメール（１通４人まで）に、全員の住所・氏名・

電話番号、「子どもの笑顔と未来を守るために」と書いて、１１月３０
日（必着）までに、こども青少年課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－
１１－１５　1０４２－７６９－９８１１　Ｅメール kosei３@city.sagamihara. 
kanagawa.jp）へ

※未就学児（２歳以上）の保育あり〈定員１０人（申込順）〉

子どもの権利推進シンポジウム

子どもの笑顔と未来を守るために

　市内のコンビニエンスストアやスーパーなどの協力店店頭で市が行って
いる拠点回収事業は、２４年３月３１日で終了します。２４年４月からは週１回
の容器包装プラの日に、利用しているごみ・資源集積場所へ出してください。
　まちづくりセンターなどの公共施設では２４年４月以降も回収を継続します。

お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８２４５

店頭でのペットボトル・白色トレイ回収は
平成２４年３月３１日で終了

人権・福祉教育活動展

時　間　午前９時～午後５時（１２月２日は午後３時３０分まで）
お問い合わせ　学校教育課　1０４２－７６９－８２８４

会　場期　間
相模湖まちづくりセンター２階ロビー１１月２８日（月）～１２月２日（金）
総合学習センター１階ロビー１２月５日（月）～９日（金）

　小・中学校での人権・福祉教育の取り組みをパネルで紹介します。

２０・３０歳代の人の健康診査も実施しています

生きづらさを抱える
子ども・若者によりそう

１２月１０日（土）

シンポジウム
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　１９８８年から作品の設置を開始。名倉地域を中心に、国内外のアー
ティストによる２９点の野外環境アートが点在しています。山裾に、
小道の脇に、畑の隣に置かれた作品たち。四半世紀のときを経て、
今では、まちの風景の一部になっています。

お問い合わせ　
藤野観光案内所 ふじのね（藤野駅隣）　1０４２－６８７－５５８１ Map●２ 

藤藤藤藤藤藤藤野野野野野野野ふふふふふふふるるるるるるるさささささささととととととと芸芸芸芸芸芸芸術術術術術術術村村村村村村村
創創創創創創創成成成成成成成かかかかかかかららららららら２２２２２２２５５５５５５５周周周周周周周年年年年年年年

～～～～人人人人とととと芸芸芸芸術術術術とととと自自自自然然然然がががが共共共共生生生生すすすするるるるままままちちちち～～～～～人と芸術と自然が共生するまち～

写真：緑のラブレター／�橋政行  Map●１ 
緑が抱くラブレターは、藤野へ移住したアーティス
トの第一人者と言われている�橋さんが制作した野
外環境アート。「藤野ふるさと芸術村」のシンボル
として、山の中腹からエメラルドグリーンに輝く相
模川上流を臨んでいます。
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「雨」フェリット・オズシェンMap●３ 
天空に湧き出た雨雲が、大地に雨を降らせ
る情景
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「FLORE・FAUNA」原 智 Map●５ 
静かに死んでいく時間や空気に、永
続的な刺激と振動を与える作品

「カナダ雁」ジム・ドラン Map●６ 
弁天橋から藤野の雄大な自然へ飛翔する
カナダ 雁 の姿

がん

「斜影子午線」加藤義次 Map●７ 
１９８８年１０月の空を楕円球状のパイプから
眺めると火星が見えるように設置

芸芸芸芸術術術術のののの道道道道
藤野を代表する野外アート

藤藤藤藤野野野野歌歌歌歌舞舞舞舞伎伎伎伎 MMMMaaaappppMap●●●●●８８８８８ 

　明治初期ごろから農家の人々が演
じていた地芝居が原型。戦後の高度
成長期に衰退していましたが、１９９２
年にメッセージ事業の一環として復
活。毎年１０月に定期公演を行い、後
継者の育成にも取り組んでいます。

▲

今年行われた第２０回特別記念公演。会場は、
舞台が回転する「廻り舞台」のある大石神社

ささささががががみみみみははははらららら
市市市市 民民民民 劇劇劇劇 団団団団

　２００１年に誕生。一般公募で集まっ
た子どもたちが、大人と協力して作
品を創り上げていきます。メンバー
である演劇の専門家が演技指導をし、
表現する喜びや感動を分かち合うこ
とを目的に活動しています。

▲

例年３月に公演。次回は平成２４年３月１７日・
１８日に県立藤野芸術の家で上演予定

活活活活動動動動のののの主主主主体体体体はははは、、、、行行行行政政政政かかかからららら市市市市民民民民へへへへ

　子どもの発達段階に合わせて創造性
と芸術性に満ちた教育を実践している
私立の小・中一貫校。廃校となった名
倉小学校跡地の有効活用を図るため、
国から「藤野『教育芸術』特区」の認
定を受け、２００５年４月に開校しました。
市内はもちろん、芸術を通して行われ
る教育に関心の高い市外や藤野に移住
した家庭の子どもたちも通っています。

シュタイナー学園 MMMMaaaappppMap●●●●●１１１１００００１０ 

　行政が始めた「藤野ふるさと芸術村」の取り組みが、年月を経て地域に根付いてき
ました。市民が知恵と力を出し合って企画・運営を行い、法整備や資金の面で市がサ
ポートするスタイルに変わりつつあります。

▲
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ふじのアート・ヴィレッジ MMMMaaaappppMap●●●●●１１１１１１１１１１ 
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　「藤野に定住しているアーティスト
たちが気軽に作品を展示・販売できる
スペースを作ろう」と地域の人たちが
中心となり、２０１０年にオープン。並ん
で建つ９棟のコンテナが、それぞれに
独立したギャラリーでは、アーティス
トがその場で作品を制作することもあ
ります。

お問い合わせ
同所（中村さん）　1０９０－５５６４－６７７６

Sunny
       

Side
      

Walk
      

  MMMMaaaappppMap●●●●●１１１１２２２２１２ 

サニー サイド ウォーク

　２００５年から始まったイベン
ト。紅葉真っ盛りの季節に、
散策できるエリアで一般の民
家を開放し、アーティストの
作品を展示・販売やライブを
行います。開催期間中は、県
外からも訪れるアートファン
が、街を歩きながら芸術に浸
る姿があちこちに。今年は９
軒のオープンハウスを設け、
５０人以上のアーティストが参
加しています。
開催期間　１１月３０日（水）まで
（開催日時は各ハウスで異な
ります）
会　場　日連地域周辺
お問い合わせ　アトリエ杼   

ひ

1０４２－６８７－３９８４

▲

オレンジのフラッグがオープン
ハウスの目印

１１月１９日・２０日の来場者
先着各５０人にプレゼント
　在住作家のさとう ますよさんが
藤野の山の落ち葉を加工して作った
ぽち袋「たぬきのはっぱ」を、藤野
観光案内所ふじのねで配布します。
※「広報さがみはら」を見た、と伝
えた人限定です。

多種多様なアートを受け入れる癒しのまちを体感してください
市観光マイスター　落合幸一さん

　藤野ふるさと芸術村では、行政が支援に徹し、作家が個性と創造
性を発揮できるように創作や表現するための環境を整えているため、
多種多様なジャンルの作家が集まっているのが特色の一つです。大
自然が展示スペースにもなる藤野は、都会では受け入れられにくい
個性的な作品も違和感なく存在できてしまう包容力があります。「豊
かな自然と個性あふれる作品を一緒に味わう」。都会の美術館では
体験できない楽しみ方ですよね。
　ここは、まち全体が「癒しの温泉」のような所です。心身を癒し
てくれる大らかなアートと自然を、ぜひ体感しに来てみてください。

お問い合わせ　藤野まちづくりセンター　1０４２－６８７－２１１７

木工アーティストでも
ある落合さん

藤野ふるさと芸術村２５周年記念事業

藤野の自然から生まれた作品たち
～疎開画家と在住作家の作品展

　芸術村の原点回帰をテーマに、疎開画家と在住作家の作品を集
めた美術展です。「レオナール・フジタ」の名で世界的にも有名な藤
田嗣治をはじめとする疎開画家の収蔵作品約２０点や、藤田嗣治か
ら佐藤 敬に送られた直筆はがき（初公開）などを展示。ドキュメ
ンタリー映画「藤野に疎開した画家たち」の上映も行います。
期　間　１２月２日（金）～１１日（日）
時　間　午前１０時～午後５時　　会　場　藤野総合事務所

芸術村で誕生した活動

人と人が手を携えた活動を重ねて２５年─

２５年の歩み
１９８６年（昭和６１年）
　旧藤野町と県による「藤野ふるさと芸術村」
のプロジェクトを創成

１９８８年（昭和６３年）
　「藤野ふるさと芸術村メッセージ事業」をス
タート
　「芸術の道」の野外環境アートの設置を開始
１９９４年（平成６年）
　人形浄瑠璃公演により３０年ぶりに大石神社の
 廻 り舞台が復活
まわ

１９９５年（平成７年）
　県立藤野芸術の家がオープン
２００２年（平成１４年）
　「藤野フィルムコミッション」を設立
２００４年（平成１６年）
　シュタイナー学園を誘致するため旧藤野町が
『藤野「教育芸術」特区』を申請、認定される

２００５年（平成１７年）
　「シュタイナー学園」が開校
２００７年（平成１９年）
　旧藤野町と相模原市が合併。「藤野ふるさと芸
術村」のプロジェクトが市へ引き継がれる

２００８年（平成２０年）
　各ジャンルの在住作家の意見、デザインを取
り入れた「藤野観光案内所ふじのね」が藤野
駅に隣接してオープン

２０１０年（平成２２年）
　「さがみはら文化振興プラン」の改定に伴い、
緑区藤野エリアでの独創的な取り組み事業と
して盛り込まれる。
　在住作家の交流発信拠点「ふじのアート・ヴ
ィレッジ」がオープン

芸術イベントの年間スケジュール
５月：ふじのね駅前マーケット
　　　藤野ぐるっと陶器市
８月：ひかり祭り
９月：ふじのＡＲＴ収穫祭
１０月：藤野歌舞伎
　　　ぐるっとお散歩篠原展
　　　藤野 音  響 まつり

ねっ きょう

１１月：藤野文化祭
　　　藤野の四季写真展
　　　Sunny Side Walk
１２月：「緑のラブレター」イルミネーション
　　　（中央自動車道下り線藤野パーキングエリア）
３月：さがみはら市民劇団　ふじのキッズシアター

芸術村で復活した伝統芸能

コ
ー
ス
タ
ー
と
し

て
も
使
え
ま
す
。

入場無料

ふふふふじじじじののののキキキキッッッッズズズズシシシシアアアアタタタターーーー Map●９ 
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化学物質セミナー
　化学物質に関係する法令の解説とリスクコミュニケーション（事業者、
行政、地域住民が環境リスクに関する情報を共有すること）の事例を紹介
します。
日　時　１２月８日（木）午後２時～５時
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内の事業者か市内在住の人＝５０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、「化学

物質セミナー」と書いて、１１月３０日（必着）までに環境保全課（〒２５２
－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２４１　6０４２－７５３－
 ９４１３　Ｅメール kankyouhozen@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

市民健康文化センターの教室・講座

費　用定　員
（抽選）対　象時　間日にち教室・講座名

３，０００円
各１２人

１８歳以上
の人

午前１０時～正午１２月１０日（土）アロマ・ローショ
ン作り

１，５００円午後１時～３時１３日（火）生け花
各

１，０００円各１５人午前９時～正午
午後１時～４時１５日（木）七宝焼き

３，０００円１２人午前１０時～正午１７日（土）
ハーブ・ブーケガ
ルニ（香草等のブ
ーケ）作り

　７００円１５人小学生以上
の人午後１時～３時１８日（日）カラフル

キャンドル作り

３，０００円１２人１８歳以上
の人午前１０時～正午２４日（土）アロマ・フレグラ

ンス（香料）作り

申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、電話番号、教室・講座
名を書いて、１１月３０日（必着）までに同センター（〒２５２－０３２８　南
区麻溝台１８７２－１　1０４２－７４７－３７７６）へ

てん刻作り教室
　石に名前や図柄を彫って、オリジナルのはんこを作ります。
日　時　１２月４日（日）午前１０時～正午
会　場　さがみはら北の丘センター
対　象　市内在住か在勤・在学の小学校４年生以上の人
定　員　１５人（申込順）　　費　用　１，５００円（保険料含む）
申し込み　直接か電話で１１月２７日までに同センター（1０４２－７７３－５５７０）へ

相模川ふれあい科学館の催し
１１月１９日（土）・２０日（日）は市制記念日無料開放デー

ペンギンのお散歩タイムがスケールアップ！
　八景島シーパラダイスから４羽のペンギンが
やってきます。
時　間　午前１１時、午後１時・３時（各１５分）

模擬店の出店
時　間　午前１０時～売り切れ次第終了

落ち葉でしおりを作ろう
時　間　午前１０時～午後４時

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）

来年の相模の大凧の題字は「潤風」
　平成２４年５月４日・５日に開催する「相模の大   凧

おお

   まつり」で揚げる大凧
だこ

の題字は、今年の同まつり（東日本大震災の影響により中止）で揚げる予
定だった「潤風（じゅんぷう）」を使います。この題字には、政令指定都
市相模原の未来へ向かう合言葉「潤水都市　さがみはら」の思いを風に乗せ
てとの意味が込められています。
※今回、大凧の題字は募集しません。

お問い合わせ　相模の大凧まつり実行委員会事務局
　　　　　　　（新磯まちづくりセンター内）　1０４６－２５１－００１４

農商工連携フォーラム in 海老名
　地域資源（津久井在来大豆）を活用した、地域ビジネスの新たな展開を
めざした取り組みについてお話しします。
日　時　１１月２９日（火）午後１時～３時２０分
会　場　海老名市文化会館（海老名市上郷４７６－２）
定　員　３００人（申込順）
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、「農商

工連携フォーラム」と書いて、１１月２５日までに県央地域県政総合セ
ンター商工観光課（1０４６－２２４－１１１１　6０４６－２２５－１７４３　Ｅメー
ル ００２３.shoko@pref.kanagawa.jp）へ

市立博物館の催し
１１月１９日（土）・２０日（日）は博物館のお誕生会！
学びの収穫祭
　博物館で活動するボランティアや学生などが日頃の活動や研究の成果を
発表、展示します。
日　時　１１月１９日（土）午後１時～３時１０分
　　　　１１月２０日（日）午前１０時２０分～午後３時２０分　※展示は午後５時まで
定　員　各２００人（先着順）　※希望者は直接会場へ
入館者２００万人達成記念
プラネタリウムコンサート「ジャズの調べと月と星」
　総勢１８人の演奏者によるジャズ演奏を、月や星空の映像とともにお楽し
みください。
日　時　１１月１９日（土）午後２時・３時５０分
定　員　各２１０人（先着順）　※希望者は直接会場へ
費　用　各５００円（４歳～中学生２００円）
プラネタリウム講演会「下を向いて歩こう～津久井の地形と地質の魅力～」
日　時　１１月２０日（日）午後３時５０分～４時４０分
定　員　２１０人（先着順）　※希望者は直接会場へ

皆既月食直前ガイド
　１２月１０日に起こる皆既月食の直前に見どころを紹介し、天体観測室で月
食前の月と冬の星座を観望します。
日　時　１２月１０日（土）午後４時～７時
講　師　阪本成一さん（JAXA宇宙科学研究所教授）
定　員　１５０人（抽選）　※中学生以下は保護者同伴
申し込み　往復はがきかＥメール（１組１通限り５人まで）に代表者の氏

名・年齢・電話番号・Ｅメールアドレス（Ｅメールの場合）、参加
者全員の氏名・年齢、「月食直前ガイド」と書いて、１１月２４日（必
着）までに同館（〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５　Ｅメール 
star@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

博物館「歴史の日」講演会
「北里柴三郎博士のフロンティアスピリット」
　明治・大正時代に予防医学の進展に尽力した北里柴三郎博士の終始一貫
した精神について考えます。
日　時　１１月２７日（日）午後２時～４時
講　師　森　孝之さん（北里研究所北里柴三郎記念室次長）
定　員　２００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

津久井郷土資料室所蔵資料紹介～市民の力で博物館資料へ～
　市民と共に行っている津久井郷土資料室所蔵資料の整理作業の成果を紹
介します。第１部として、相模湖の観光関連資料を展示します。
期　間　１２月２５日（日）まで

やませみ自然体験スクール
　冬の藤野地区で、餅つきなど里山の暮らしを体験します。
日　時　平成２４年１月２８日（土）午前９時３０分～午後３時１５分
集　合　ふじの体験の森やませみ
対　象　市内在住の小・中学生とその保護者＝１８組（抽選）

※未就学児（２歳以上）の保育あり（要予約）
費　用　１人１００円
申し込み　はがきかファクス、Ｅメールに住所、電話番号、交通手段、全

員の氏名・学年・年齢・性別・続柄、「やませみ自然体験スクール」
と書いて、１２月９日（必着）までに同所（〒２５２－０１８２　緑区澤井９３６
－１　1０４２－６８６－６０２５　6０４２－６８７－５０５０　Ｅメール yamasemi 
@sagamihara-kng.ed.jp）へ

はじめての絵手紙教室
～おめでとうを絵手紙で～

　お正月に使うぽち袋や、箸置きなどに絵手紙を描きます。
日　時　１１月２５日（金）午後２時～４時
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　１８歳以上の人＝２０人（申込順）
費　用　４００円
申し込み　電話で午前９時３０分から同館（1０４２－７５４－３６０４）へ

　同館前広場のモミの木がクリスマスツリーに変
身します。２６日（土）は午後５時から、ペンギン
が点灯式を行います。
期　間　１１月２６日（土）～１２月２５日（日）
時　間　午後４時３０分～８時

ふれあいイルミネーション

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、２４日（木）

シーズンフェア秋
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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～

スポーツセミナー
　屋内で行うスポーツストレッチング
日　時　１２月１７日（土）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　総合体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　５０人（申込順）
費　用　５００円
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電

話番号、「スポーツセミナー」と書いて、
１２月１５日までに市体育協会へ

市近郊高校生卓球大会（シングルス）
日　時　１２月２５日（日）午前９時
会　場　総合体育館
費　用　３００円
※詳しくは市卓球協会ホームページをご覧にな
るか、市体育協会へお問い合わせください。

市民スキー

（群馬県万座温泉スキー場）
　スキー講習、級別テスト、タイムレース
日にち　２４年１月６日（金）～９日（祝）
集　合　６日午後７時３０分＝市南区合同庁舎、

午後８時＝市役所
定　員　８０人（抽選）
費　用　３万９，０００円（小学生以下３万２，０００円。

レンタル希望者は板・靴のセット５，０００円、
ウエア３，０００円が別途必要）
※リフト券代が別途必要

申し込み　往復はがきに全員の住所・氏名・生
年月日・性別・電話番号、集合場所、レ
ンタル希望者は身長・靴・服のサイズ、
講習の有無を書いて、１２月５日（必着）ま
でに市体育協会へ

相模原駅伝競走大会
日にち　２４年１月２２日（日）
会　場　相模原麻溝公園競技場周辺道路
申し込み　市体育協会にある申込用紙を１２月１

日～８日に同協会へ

市民スキー選手権大会
日にち　平成２４年１月２８日（土）・２９日（日）
会　場　八海山麓スキー場（新潟県）
申し込み　市体育協会にある申込用紙を１２月２

日までに同協会へ

市民サッカー選手権大会（高校生）
日にち　２４年１月２８日（土）・２９日（日）、２月５

日（日）・１９（日）
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２４

日までに同協会へ

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/ t̃aikyo/

総合体育館の親子ムーブメント教室
　音楽にあわせて体を動かし、遊具で遊びます。

費　用定　員対　象日　時

５００円３０組
（抽選）

１～３歳児とその保護者
※兄弟での参加も可

１２月９日（金）
午前１０時～１１時３０分

申し込み　往復はがき（１組１枚）に住所、全員の氏名（ふりがな）、
子どもの年齢、電話番号、「親子ムーブメント教室」と書いて、
１１月３０日（必着）までに同館（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２２８４－１ 
1０４２－７４８－１７８１）へ

みんなで歩こう！ 晩秋の高尾山（健脚向け） 〈１４㎞〉

日にち　１１月３０日（水）〈小雨決行〉
集　合　午前９時までに氷川神社（京王高尾線高尾山口駅徒歩２分）境内
費　用　５００円　　※希望者は昼食・飲料水を持って直接集合場所へ

お問い合わせ　市ウオーキング協会　1０９０－４１３４－５８０８

相模原麻溝公園競技場の催し
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち講座・教室名

５００円２０人小学生
以上の人

午後２時３０分
　～４時３０分

１１月２６日（土）

立体紙飛行機
工作※

各
２，５００円

１０人中学生
以上の人

午前１０時
　～正午

ＣＰＲ＆ＡＥＤ
講習会

２０人１８歳以上
の人

午前１０時
　～１１時１２月７日（水）

フラワーアレン
ジメント
～クリスマスリ
ース兼しめ縄～

※親子での参加も可
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電話番号、

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

北総合体育館杯ドッジボール大会
日　時　平成２４年１月８日（日）午前９時～午後５時
対　象　市内在住の小学生で編成する次のいずれかに該当するチーム

○３～６年生の１２人　○１～４年生の１０人
費　用　１組３，０００円
申し込み　同館にある申込用紙を１２月１２日までに同館（1０４２－７６３－

７７１１）へ

銀河アリーナの教室
費　用対　象時　間日にち教室名
３，０００円
（貸し靴は
別途２００円）

４歳以上の
未就学児

午前９時
　～１０時３０分

１２月３日・１７日・
２４日の土曜日と
１２月２３日（祝）

①幼児スケート
〈全４回〉

２，０００円１８歳以上
の人

午後６時３０分
　～８時３０分１２月１６日（金）②簡単ネイルアート

定　員　各２０人（①抽選　②申込順）
申し込み　①は往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、

「幼児スケート」と書いて、１１月２２日（必着）までに、②は直接
か電話で同所（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６　1０４２－７７６
－５３１１）へ

さがみはらグリーンプールの催し
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち講座・教室名

４，０００円２０人

クロール
で２５ｍ以
上泳げる
小・中学生

午前１１時３０分
～午後０時３０分

１１月１９日～平成２４
年１月２８日の毎週
土曜日（１２月１０日・
１７日・３１日を除く）

初心者シンクロ
ナイズド
スイミング
〈全８回〉

２００円３０人小・中学生午後１時３０分
　～２時３０分１１月２０日（日）水球体験会

１，０００円

各３０人

中学生
以上の人

午後２時
～３時３０分１１月２６日（土）テーピング

５，０００円１８歳以上
の人

午後３時
～３時４５分

１１月３０日～２４年１
月２５日の毎週水曜
日（１月４日を除
く）

かんたんアクア
〈全８回〉

１，０００円２０人小学生
以上の人

午前１０時
　～正午１２月３日（土）はじめてのビー

ズアクセサリー

７，０００円３０人
１８歳以上
の人

午前１０時
～１１時３０分

１２月５日（月）・６
日（火）・１３日（火）・
１９日（月）・２０日（火）、
２４年１月１０日（火）・
１７日（火）

競技力向上
飛び込み
〈全７回〉

１，０００円２０人午前１０時
　～正午１２月１５日（木）絵手紙体験

申し込み　直接か電話で、同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

硬式野球教室
　監督として甲子園出場経験がある、国士舘大学野球部の監督が指導し
ます。
日　時　１２月４日（日）午前９時～午後０時４５分〈雨天中止〉
会　場　相模湖林間公園
対　象　市内在住か在学の小学校６年生＝３０人（申込順）
費　用　１,５００円
申し込み　直接か電話で同公園（1０４２－６８５－１３３０）へ
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

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。

都市計画説明会

　相模原・津久井・相模湖都市計
画汚物処理場（第１０１号津久井郡
広域行政組合汚物処理場）、ごみ処
理場（第１０１号津久井郡広域行政組
合ごみ処理施設）の変更について
日時 １２月１日（木）午後７時から
会 津久井中央公民館
対 市内在住か利害関係のある人
※希望者は直接会場へ
問 都市計画課

平成２４年「はたちのつどい」

日 ２４年１月９日（祝）
対 ３年４月２日～４年４月１日に
生まれた人
※対象者には案内状を郵送しまし
た。届かない場合はコールセンタ
ー（1０４２－７７０－７７７７）へ
※開催時間・会場など詳しくは、
市ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。
問 こども青少年課

「犬のフンは持ち帰ろう」

マナー啓発看板を配布

　市民と協働で作成した看板を生
活衛生課と同課津久井班で配布し
ています（数に限りあり）。
※看板の絵柄など詳しくは、市ホ
ームページをご覧ください。
問 生活衛生課

子犬・子猫の譲渡会と

犬のしつけ相談

日 １２月４日（日）〈雨天決行〉
会 衛生試験所の北側に隣接する建
物（中央区富士見１－３－４１）
譲渡会
時 午後１時～１時３０分
対 ①譲りたい人②欲しい人ともに
市内在住の２０歳以上の人。①子犬・
子猫は生後約２～５か月で、１週
間前までに市獣医師会所属の動物
病院で健康チェックと駆虫（実費
約５００円）を受けてください。②
印鑑と健康保険証などの住所・氏
名を証明する書類、２，０００円（マイ
クロチップ代・装着費用）が必要
しつけ相談　犬の基本的なしつけ
方の指導と相談

時 午後１時３０分～２時
※当日愛犬は同伴不可
問 市獣医師会譲渡会事務局（りん
動物病院　1０４２－７５６－１２０１）か
生活衛生課

東日本大震災の被災者・

避難者向け「無料税務相談会」

日 １１月２６日（土）・２７日（日）
時 午前１０時～午後４時３０分
会 緑区役所市民相談室
※希望者は直接会場へ
問 東京地方税理士会相模原支部
（1０４２－７５９－００４６）

相模原税務署

「青色決算・消費税等説明会」

時 午後１時３０分～３時５０分
※希望者は筆記用具を持って直接
会場へ
問 相模原税務署（1０４２－７５６－
８２１１　自動音声案内に従い「２」
を選択）

公民館活動推進員（非常勤特別職）

　公民館事業の実施、学習相談、
施設管理など
勤務　月曜日を除く週５日（１日
７時間勤務で３交代制）
報酬　月額２４万円
対 普通自動車運転免許がありパソ
コン操作ができる人＝若干名
申 生涯学習課、総合学習センター、
津久井生涯学習センター、各公民
館・図書館にある申込書（市ホー
ムページからダウンロード可）と
作文を、１１月３０日までに生涯学習
課（1０４２－７６９－８２８７）へ

相武台地域包括支援センターの職員

①看護師か保健師（正職員）

②介護支援専門員（非常勤）

勤務　①週休２日で午前８時３０分
～午後５時②要相談
対 ①看護師か保健師②介護支援専
門員の資格がある人＝各１人

申 電話連絡の上、履歴書（写真貼
付）と資格証を持って同センター
（1０４２－７４５－２６４４）へ

市立保育園の臨時的任用保育士

勤務　原則、週５日で午前８時３０
分～午後５時
賃金　日額８，１３７円
対 保育士の資格がある人
申 顔写真（３．５㎝×３．５㎝）と保育
士証の写しを持って保育課（1０４２
－７６９－８３４１）か各保育園へ
※欠員が出た保育園を希望する人
に面接します。

子育てサポーター

　ふれあい親子サロンなどで子育
てを支援するボランティア
活動場所　各こどもセンターなど
※活動には講習会の受講が必要
講習会
日時 １２月１日（木）午前９時３０分～正午
会 大野南公民館
申 電話で１１月２９日までにこども青
少年課（1０４２－７６９－９８１１）へ

桜まつりライブの準備委員

　平成２４年４月７日・８日に行う
同ライブの企画など
対 市内在住か在勤、市内で音楽活
動をしている１６歳以上の人
申 直接、１２月１日までに総合学習
センター（1０４２－７５６－３４４３）へ
※初回打ち合わせは１２月２日（金）
午後７時３０分～９時

ボーイスカウト・　　

ガールスカウトの隊員

対 小・中学生
申 はがきに住所、氏名、学校名、
学年、性別、保護者名、電話番号
を書いて、青少年学習センター（〒
２５２－０２０７　中央区矢部新町３－１５ 
1０４２－７５１－００９１）へ

明るい選挙推進大会

　ポスターコンクールの表彰式、
ハーモニカ演奏など
日時 １２月３日（土） 午前１０時～１１時３０分
会 あじさい会館
※希望者は直接会場へ
問 市選挙管理委員会事務局

リニア中央新幹線パネル展

日 １１月２５日（金）まで
※土・日曜日、祝日を除く
時 午前８時３０分～午後５時１５分
会 市役所本館１階ロビー
問 都市鉄道・交通政策課

「ふれあいの湯」で温泉気分

　箱根の湯でリフレッシュ（濃縮
温泉水を利用）
日 １１月２６日（土）～２９日（火）
時 午前１０時３０分～午後４時
会 新磯ふれあいセンター
費 ２００円（６５歳以上と中学生以下
の人１００円、障害者は無料）
※希望者は直接会場へ
問 同センター（1０４６－２５５－１３１１）

さがみこ再発見の旅

　紅葉の石老山（中腹の顕鏡寺）、
相模湖一周遊覧船など
日 １２月１日（木）
集合　午前８時５０分に市民会館前
対 市内在住か在勤・在学の２０歳以
上の人＝５５人（抽選）
費 １，８００円（食事代など）
申 往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、１１月２３日まで
に同実行委員会の清水　勇さん（〒
２５２－０１７１　緑区与瀬１００６　1０４２
－６８４－４１４４）へ

家族で楽しむ心ぽっかぽか

ワンコインコンサート

　ハンドベルやピアノ演奏、合唱
など
日時 １２月２３日（祝）午後１時３０分～３時
会 あじさい会館ホール
定 ３００人（先着順）　　費 ５００円
※チケットはあじさい会館、同南
分室で販売
問 同館（1０４２－７５９－３９６３）

さがみはら就職面接会

日時 １２月９日（金）午後１時～４時
（受け付けは午後０時３０分～３時）
会 グリーンホール相模大野多目的
ホール
対 ３９歳までの人
※希望者は履歴書（面接企業分）
とハローワークカード（持ってい
る人のみ）を持って、直接会場へ
問 ハローワーク相模原（1０４２－
７７６－８６０９　部門コード４２＃）

お知らせ 

募　　集 

イベント 

会　場日にち
県高相合同庁舎１２月１日（木）
サン・エールさがみはら
（緑区西橋本）　　２日（金）

津久井保健センター　　５日（月）
市民会館　　６日（火）
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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。

国民健康保険税　第６期

納期限　１１月３０日（水）

コンビニエンスストア
でも納付できます　　
納税は便利な口座振替で

申金融機関の窓口へ

催 し

仲 間

講演・講座 

古民家園の江戸人形浄瑠璃

　江戸人形浄瑠璃保存会による「絵
本太閤記　尼ヶ崎の段」ほか
日時 １１月２７日（日）午前１０時～１１時３０分
会 同園（相模川自然の村公園内）
定 １００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 文化財保護課

ソレイユさがみの催し

男性初心者大歓迎！ケーキ職人から
学ぶこだわりの手づくりケーキ教室
日時 １２月１０日（土）午後１時～４時３０分
定 １２組（２人１組、申込順）
費 １組３，０００円（材料費・保険料）
市民企画講座 「楽しいマジック
で地域デビュー ｣
日 １２月１１日（日）
時 午後１時３０分～３時３０分
定 １５人（申込順） 
費 ３００円（材料費）
であいのサロン
　自分らしい生き方をみつける場
日時 １２月１２日（月）午前１０時～正午
定 ３０人（申込順）
介護を楽にするおしゃべりサロン
日 １２月１５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）
女性のための個別キャリアカウン
セリング
日時 １２月１６日（金）午前９時・１０時
３０分、午後１時・２時３０分
定 各１人（申込順）
女性のための心とからだの健康相談
日 １２月１７日（土）
時 午後１時３０分・２時３０分
定 各１人（申込順）
子育ておしゃべりサロン
　自分らしい子育てをみつける場
日 １２月１９日（月）
時 午前１０時３０分～１１時３０分
対 １歳未満の初めての子とその保
護者＝１０組（申込順）

◇　　　◇
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）

第３０回記念 市民合同演奏会

　ベートーヴェン作曲／交響曲第
九番「合唱付き」ほか
日時 １２月１８日（日）午後２時
会 グリーンホール相模大野
費 自由席２，０００円（指定席は完売）
※チケットＭｏｖｅ（1０４２－７４２
－９９９９）ほかで販売中
問 同実行委員会の稲垣さん（1０９０
－８４３３－４０４４）へ

市民吹奏楽団定期演奏会

　「カプレーティとモンテッキ～
『ロメオとジュリエット』その愛
と死～」ほか
日時 １２月１１日（日）午後２時
会 グリーンホール相模大野
※入場整理券が必要。詳しくはお
問い合わせください。
問 同団事務局（1０９０－２１５９－４９６３）

県立相模原公園

サカタのタネグリーンハウスの催し

マンスリーコンサート
　フルートとチェンバロの演奏
日 １１月２０日（日）
時 午後１時３０分～３時３０分
「好子プレスフラワー」押し花展
日 １１月２２日（火）～１２月４日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
さつき展
日 １１月２５日（金）～２７日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分

◇　　　◇
問 同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

冬休み親子リサイクル体験教室

　牛乳パックを使ったはがき作り
と、ごみ収集体験
日時 １２月１０日（土）午後１時～４時
会 橋本台リサイクルスクエア
対 小学校４年生以上の子どもとそ
の保護者＝１５組（申込順）
申 電話で資源循環推進課（1０４２－
７６９－８２４５）へ

子育て広場たんと

「赤ちゃんと楽しむ絵本セミナー」

日時 １２月３日（土）午前１１時～正午、
午後１時～２時
会 伊勢丹相模原店本館

対 １歳前後の子どもとその保護者
定 各１０組（申込順）
申 電話でこども青少年課（1０４２－
７６９－９８１１）へ

実践エコ講座「廃油石けんを作って

エコなおそうじを始めましょう !」

日時 １２月８日（木）午前１０時～正午
会 環境情報センター
定 ３０人（申込順）
費 １００円（重曹代）
申 電話か、Ｅメールに氏名、電話
番号、「エコなおそうじ」と書いて、
同センター（1０４２－７６９－９２４８　Ｅ 
kankyo@eic-sagamihara.jp）へ

パソコン上達講座〈全４回〉

日 １２月６日～２７日の毎週火曜日
時 午後６時３０分～８時３０分
会 サン・エールさがみはら
定 １５人（抽選）　　費 ３，０００円
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「パソコン上達講座」と書
いて、１１月２５日までに同所（〒２５２
－０１３１　緑区西橋本５－４－２０ 
1０４２－７７５－５６６５）へ

パソコン研修１２月コース

　パソコン無料体験（９０分）、パソ
コン入門、ワード（文書作成）・エ
クセル（表計算等）各基礎、ホーム
ページ作成、パワーポイントなど
会 産業会館
定 各１０～１５人（申込順）
費 ３時間コース４，０００円から
申 電話かインターネットで同館
（1０４２－７５３－８１３３　ＨＰ http:// 
www.sankai０６.jp/）へ

海外特許出願入門セミナー

日 １１月２２日（火）
時 午後１時３０分～４時３０分
会 産業会館　　定 ６０人（申込順）
申 発明協会のホームページ（http: 
//www.jiii.or.jp/semina/）から
か、市産業振興財団にある申込書
を同協会へ
問 同財団（1０４２－７５９－５６００）

　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。
▼秋の牧郷収穫祭　地元産無農薬野
菜の販売など　１１月２７日（日）午前
１１時～午後４時、旧牧郷小学校（緑
区牧野７０２９）　�問 柳川（1０９０－２６６６
－８１９０）
▼相模野女声合唱団公開レッスン
曲目は「みやこわすれ」ほか　１１月
３０日（水）午前１０時～正午、大野南
公民館　�問 白井（1０４２－７３６－９８５０）
▼市民クリスマスコンサート　クリ
スマス・イン・ピース　１２月４日（日）
午後２時～３時３０分、市民会館ホー
ル。定員８００人（先着順）。費用１０００円
（小学生以下の人５００円）　�問 中澤（1 

０９０－６５０７－８７５３）
▼ひまわりフェアー　手織り製品の
販売、バザーなど　１２月１０日（土）・
１１日（日）午前１０時～午後３時、ひま
わり工房（中央区陽光台２－２－６）
�問 同所（1０４２－７５４－３４０５）
▼チャリティコンサート「ふれあい
のつどい」　１２月１１日（日）午後１
時３０分～３時、市民会館ホール。費
用は前売り＝５００円（小学生３００円）、
当日＝６００円（小学生３６０円）、未就
学児は無料　�問 ひよこ保育園（1０４２
－７６２－１０１５）
　　　　　　　会費などは個別にお問い
　　　　　　　合わせください。
▼社交ダンス　毎週火曜日午前１０
時、産業会館。対象は初心者　�問 松
谷（1０９０－５５２７－９３３９）
▼女声コーラス　毎週土曜日午前１０
時、大沼公民館。見学可　�問 林（1 

０４２－７４５－２２０２）
▼健康ヨガ体操　毎週金曜日午前１０
時、大野南公民館ほか　�問 豊川（1 

０４２－７４９－７３８７）
▼木版画　毎月第１・第３土曜日午
前９時、サン・エールさがみはら。初
心者歓迎　�問 水谷（1０４２－７７９－３５５１）
▼絵画　月２回木曜日午後１時３０分、
陽光台公民館。初心者歓迎、見学可
�問 稲垣（1０４２－７５６－００８８）
▼気功・呼吸法　月２回木曜日午後
２時、橋本公民館。初心者歓迎　�問 
安藤（1０４２－７６２－２７４９）
▼合気道　毎週金曜日午後７時＝小
学生、８時１５分＝中学生以上の人、
市体育館（市役所前）。見学可　�問 
深江（1０４２－７７７－０２２６）
▼社交ダンス　毎週木曜日午前９時、
中央公民館ほか。多少経験がある人
歓迎　�問 片倉（1０４２－７５５－９８８０）

掲載の申込方法は
毎月１日号でお知らせします
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１１15
No.００２０

● 毎月１５日発行 ●

２０１１年 平成２３年 区の人口・世帯 

人　口 人  １７７,１７９
世帯数 世帯  ７１，３６２

（８減） 

（４６増） 
平成２３年１０月１日現在（概数） （　）は前月との増減 
 

〒２５２－５１７７　相模原市緑区橋本６－２－１ 
　　　　　　 シティ・プラザはしもと内 

発行／相模原市　　編集／緑区役所総務課 

1０４２－７７５－８８０２ 

世帯 

次回の区民会
議

ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャララララララララララララララララララララララ
ききききききききききききききききききききききめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ゆるキャラ
きめルンジャー
ゆるキャラ
きめルンジャー

個性あふれる 
キャラクターたち！ 

緑区の魅力を 
伝えるのは 
どれ？ 

日　時　１２月１日（木）午後７時　　会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）　
傍聴席数　２０席（抽選）　※傍聴希望者は午後６時４０分～５５分にシティ・プラザはしもと内６階会議室１へ

藤野で生まれた作品とつながり

　「あるもの全てが材料」。緑区牧野在住のさとう ま
すよさんの手にかかれば、落ち葉や木の実、枝などが
オブジェや雑貨、アクセサリーなどに早変わり。草木
染を施した作品は、とても散歩をしながら見つけたも
のとは思えません。細かい手作業が得意だったと話す
さとうさんは、小学校や自宅で作り方を教えたり、イ
ベントで作品を展示したりしています。
　また、さとうさんは、芸術家と地元の住民との交流
を図るため「ふじのアート収穫祭こもりく」など、さ
まざまなイベントを開催したり、近所の散策マップを

作ったりするなど、地域を盛り上げる活動にも積極的に取り組んでいます。
　「若い頃は藤野を離れたかった」と話すさとうさんは、現在、愛する藤
野で楽しみながら地域とのつながりを深めています。
※さとうさんが作成した葉っぱのぽち袋をプレゼントします。詳しくは７
㌻をご覧ください。

破顔一笑 破顔一笑 破顔一笑 

一日の始まりは「わくどきタイム」

藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤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北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校
　朝一番の「わくどきタイム」では、各学級で工夫
した体を使ったゲームやスポーツに取り組んでいま
す。心と体を開放し、爽やかな藤野北小学校の一日
が始まります。
　また、「地域から学ぶ」を合言葉に、多くの皆さ
んに教育活動に参加していただいています。１０月１４
日のふれあい交流会には、地域のお年寄り３２人が参
加。昔のおもちゃ作り、子ども時代や戦争体験の話
をしていただき、貴重な学習の場になりました。

学びや行進曲 学びや行進曲 学びや行進曲 

昔の遊びの話を
聞きながらお手玉作り

全員で縄跳びに
チャレンジ

「子どもの成長」がテーマ　青少年非行防止研修会
日　時　１２月９日（金）午後７時～９時　　
会　場　さがみ湖リフレッシュセンター
講　師　杉浦太一さん（東京純心女子大学非常勤講師）
対　象　小・中学生の保護者、教職員など＝１００人（先着順）
※未就学児の保育あり　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　相模湖保健福祉課　1０４２－６８４－３２１５

受付時間　午後２時～４時
対　象　３～５歳の人（平成１８年４月２日～２１年４月１日生まれ）
申し込み　申込書など必要書類を持って、子どもと一緒に、直接、希望の児

童保育園へ　※申込時に面接をします
※受付日に都合が悪い場合は、１２月１９日（月）に津久井保健福祉課でも受け
付けます。

※必要書類や入所基準など詳しくは、鳥屋児童保育園、津久井保健福祉課、
保育課にある「児童保育施設入所申し込みのご案内」（申込書付き）や、
市ホームページの 暮らしの情報 → 子育て をご覧ください。

お問い合わせ　津久井保健福祉課　1０４２－７８０－１４１２

平成２４年度　児童保育園の入所申し込み

電話番号所在地児童保育園名受付日
０４２－７８５－０１１７緑区鳥屋１３６５鳥屋児童保育園１２月１５日（木）
０４２－７８７－２８１４緑区青根１２８７青根児童保育園　　１６日（金）

津久井交通安全のつどい
　自転車の乗り方などの交通安全教室のほか、白
バイへの乗車など、楽しみながら交通安全を学び
ます。県警察音楽隊による演技演奏もあります。
日　時　１１月１９日（土）午前１０時～午後０時３０分
会　場　青野原小学校　
※雨天時は同校体育館　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市安全・安心まちづくり推進協議会津久井支部事務局
（津久井まちづくりセンター内）　1０４２－７８０－１４０３

　緑区の魅力や特色をわかりやすく表現し、区の内外
に緑区をアピールするため、「緑区イメージキャラク
ター」のデザインを募集しました。全国から応募いた
だいた作品２０５点。高校生や大学生ボランティアなどに
よる「ゆるキャラ選隊きめルンジャー」が、力作ぞろ
いの作品にうれしい悲鳴をあげながら、候補作品を下
記の５点に絞りました。
　区のイメージキャラクター
は果たして何になるのか、最
後に決めるのは区民の皆さん
です。多くの投票をお待ちし
ています。

ゆるキャラ選隊きめルンジャー
隊員 河上昌弘さん

ゆるキャラ選隊きめルンジャー
隊員 冨山 堅さん●１ ●２ ●３ 

●４ ●５ 

緑区への思いが 

詰まった、どれも 

素晴らしい作品です 

緑区のイメージキャラクターを選んでください
対　象　緑区内在住か在勤・在学の人、緑区内で活動している人
投票方法　１２月５日までに、５点の候補作品の中から１つを選び、投票場

所にある投票用紙で投票してください。※投票は１人１回のみ
投票場所　緑区役所、緑区内の各まちづくりセンター・公民館など（休所日は除く）
※作品の制作意図等は市ホームページかポスターをご覧ください。
※決定したデザインは、今後愛称を募集します。

お問い合わせ　緑区魅力づくり事業実行委員会事務局
（緑区役所地域政策課内）　1０４２－７７５－８８０１

お問い合わせ
緑区役所地域政策課　1０４２－７７５－８８０１

※緑区区民会議の会議録は、緑区ホームページ、緑区役所行政資料コーナー、緑区内の各まちづくりセンターや出張所・公民館でご覧になれます。

を

さとう ますよさん
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２０１１年 平成２３年 

No.００２０ 

区の人口・世帯 

人　口 人 ２６７，２０１ （２９１増） 

１１３，２６３ 世帯数 世帯 （１６６増） 11 15 平成２３年１０月１日現在（概数） （　）は前月との増減 
 

〒２５２－５２７７　相模原市中央区中央２－１１－１５ 
　　　　　　 市役所本庁舎内 

発行／相模原市　　編集／中央区役所総務課 

1０４２－７６９－９８０２ 

日　時　１２月２日（金）午後７時から　会　場　けやき会館　傍聴席数　１０席（抽選）※傍聴希望者は、午後６時４５分までに直接会場へ
議　題　中央区区ビジョンについて　前回の内容　区の将来像と区ビジョンの全体構成について審議しました。

第１２回中央区区民会議 お問い合わせ
中央区役所地域政策課

1０４２－７６９－９８０１

　「おはなし会」は、子ども向けのもの
ばかりではありません。
　８月に開催した「大人のためのおはな
し会」では、夏目漱石の「夢十夜」の朗
読、「のっぺらぼう」「あめかいゆうれ
い」の紙芝居が演じられました。暗い会
場の中、演者の長池さんにライトが照らされ朗読が始まると、「夢十
夜」の不思議な世界へ引き込まれ、目の前に情景が浮かぶよう。続い
て本多さんによる紙芝居。七色の声を使い分け、臨場感たっぷりの見
事な紙芝居が演じられました。来場者からは、「落ち着いた雰囲気で、
まさに大人向け。」「怖いだけでなく、胸にじんわりとしみる紙芝居
でした。」などの声が寄せられました。
　次回は、１月の開催を予定しています。ぜひ、お越しください。

　図書館は本を借りられるだけではありません。
実は、こんなサービスも。今回は、図書館のあま
り知られていないサービスや舞台裏を紹介します。
　読書の秋、図書館に行ってみませんか。

　８月に和 綴 じの技術を使った「世界にひと
と

つだけのメモ帳づくり」を、１０月には厚紙と
布を使うフランスの伝統工芸カルトナージュ
の技術を用いた「ブックカバー作り」講座を
開催しました。
　「ものを大切にする心」を、楽しみながら
学んでもらおうと開催しているこの講座。実
は、講師を務めたのは、図書修繕ボランティ
アの皆さんです。「少しでも長く読めるよう
に」と、事務室の一角で一冊一冊、心を込め
て修繕を続けています。
　ボランティア活動に関心のある人は、図書
館までお問い合わせください。

　対面朗読は、目の
不自由な人に、希望
の書籍・資料などの
文字はもちろん、図
画の情報もその場で
声に出して分かりや
すく伝える音訳サービスです。
　市立図書館では、このサービスを市録音奉仕会によ
り、平成２１年度に始めました。同会の吉�惠子さん（写
真右）は、音訳ボランティアとして２７年前から活躍し
ています。

「糸や専用のテープなどで修繕しています。破れても、セ
ロハンテープなどで貼り付けないでくださいね。」

本多千賀子さん（ボランティア）
による紙芝居

和綴じのメモ帳

ブックカバー

お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

２つのフェスタで 中央区 をＰＲ！

　対面朗読は、相模大野図書館・橋本図書館など
でも行っています。

利用者の渡邊健一さん（写真左）
　夏休みの自由研究のために、当時、住んでいた
町の図書館を訪れたのが、対面朗読との出会いで
した。図書館と音訳者のおかげで無事に研究発表
できた喜びを、今も覚えています。以来、音訳者
の皆さんの支援で、さまざまな情報や学習の機会
を得てきました。
　現在、大学院で学ぶ傍ら、少しでも恩返しをと
の思いで、教育・福祉を学ぶ大学生、ボランティ
アの方などから相談を受けたり、音訳の啓発活動
をしています。１人でも多くの人に「声の読書」
の素晴らしさを知ってほしいと思います。

はやぶさの故郷
潤水都市さがみはらフェスタ２０１１
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

中央区ＰＲブース　潤水都市ゾーン（ステージ横）

潤水都市 さがみはら 

　「はやぶさの故郷 潤水都市さ
がみはらフェスタ ２０１１」と「光
が丘わが町フェスタ」に、中央
区ＰＲブースを出展します。
　中央区の見どころ紹介などの
ほか、「Ｗｅ�中央区！～中央
区のここが好き～」と題して、
来場者の皆さんに中央区の魅力
をお尋ねし、写真撮影をします。
　ご来場、お待ちしています。

Wｅ 　中央区！～中央区のここが好き～ 

図書修繕ボランティア

大人のためのおはなし会

お問い合わせ
市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

中央区鹿沼台２－１３－１（淵野辺駅南口徒歩３分）

朗読する長池慶子さん
（ボランティア）

対面朗読

 　 
ラブ

　今年も、大野北公民館前のモミの木が、イルミ
ネーションで飾られます。このクリスマスツリー
には、地域の子どもたちの健やかな成長への願い
が込められています。
　点灯式では、桜美林大学
聖歌隊クワイヤーの合唱や、
淵野辺アマチュアジャズサ
ークルなどによる演奏がす
てきな夜を演出します。

お問い合わせ
大野北地区クリスマスイルミネーション実行委員会
（大野北公民館内）　1０４２－７５５－６６０１

昨年の点灯式の様子

修繕ボランティアの桑原和代さん修繕ボランティアの桑原和代さん

大野北クリスマスツリー点灯式大野北クリスマスツリー点灯式

光が丘わが町フェスタ

日にち　１１月２３日（祝）
時　間　午前１０時～午後３時
会　場　淵野辺公園　
中央区ＰＲブース　芝生広場

日にち
１２月３日（土）
時　間
午後５時１５分～６時３０分
会　場
大野北公民館玄関前
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２０１１年 平成２３年 

No.００２０ 

区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 11 15
人　口 人 ２７５,０４９ （２５増） 

１２１,５９５ 世帯 （５４増） 
平成２３年１０月１日現在（概数） （　）は前月との増減 
 

〒２５２－０３７７　相模原市南区相模大野５－３１－１ 
　　　　　　 市南区合同庁舎内 

発行／相模原市　　編集／南区役所総務課 

1０４２－７４９－２１３４ 

コンカツ大作戦コンカツ大作戦 
～～～～～～～～～～～～～～～ジジジジジジジジジジジジジジジモモモモモモモモモモモモモモモトトトトトトトトトトトトトトトｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅ叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶えええええええええええええええるるるるるるるるるるるるるるる私私私私私私私私私私私私私私私ののののののののののののののの恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋～～～～～～～～～～～～～～～

　相模大野周辺の公民館等を会場に、事業を通して参加者同士
で交流を深めながら、人生のパートナーを探してみませんか。

女子編　本音ガールズトーク
　　　　“結婚っていいものですか”
　メイクレッスン、既婚者を囲んで座談会
日　時　１２月１６日（金）午後６時４５分～９時３０分
会　場　大野南公民館

男子編　花婿学校のカリスマ講師に学ぶ婚活
　　　Ｈｏｗ　ｔｏ
　講義「結婚とは」「異性とのコミュニケー
ションについて」で学びます。
日　時　１２月１７日（土）午後２時～４時３０分
会　場　大野南公民館

ドキドキTeatime＠ラウンジコンフォート
　自己紹介やゲームなどをします。
日　時　平成２４年１月１４日（土）午後３時～５時
会　場　グリーンホール相模大野

コンカツ☆キッチン
　夕食作り（ギョウザほか）
日　時　２４年１月２８日（土）午後４時～７時
会　場　大野中公民館

ウェディングスポットで婚気ＵＰ↑
　チャペル・衣装見学、フリートークほか
日　時　２４年２月１８日（土）午後６時～９時
会　場　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）　

対　象　南区在住か在勤・在学、相模大野駅周辺を利用する２５
～３５歳の独身の人＝男女各２０人（抽選）

費　用　７，０００円（講座内での食事代を含む）
申し込み　総合学習センターホームページ（http://www.sa 

gamihara-kng.ed.jp/）から１１月３０日までに申し込んで
ください。

お問い合わせ　総合学習センター　1０４２－７５６－３４４３

市民の手で、ごみの山がオアシスに
～新磯野２丁目に市民緑地がオープン～

　地域住民の手作りによる「市民
緑地」が、９月１日に「もえぎ台
小学校」脇に誕生し、子どもたち
や地域の憩いの場になっています。
　以前、この場所には約２０ｔもの
粗大ごみが不法投棄されていまし
たが、小学校関係者や近隣自治会
などと市が協力し、約２年半をか
けてごみの片付けと整備を進めて、
「新磯野２丁目市民緑地」として
生まれ変わりました。
　現在、緑地のアダプト契約（街
美化アダプト制度）※が、市と新磯野２丁目市民緑地を守る会（近隣３自治会と
ＰＴＡ、学校などで構成）で結ばれていて、同会による除草や清掃等が行われて
います。

　今では、この緑地には鳥や昆虫の
姿も見られるようになり、耳を澄ませ
ば、虫たちの鳴き声が聞こえてきます。
　散歩や、お出かけの際に訪れてみ
てはいかがでしょうか。

※街美化アダプト制度…地域の皆さんが、
公園や道路など身近な公共スペースの
「里親」になり、愛着を持って清掃す
るなどの自主的な美化活動を支援する
制度。「アダプト」は、英語で「養子
縁組をする」という意味。

　
　
　この緑地の一角には、市民緑地の
清掃に関わった人たちが手作りした
赤い鳥居があります。この鳥居には
「もうごみの不法投棄はさせない」
という市民の強い思いと、監視の意
味が込められています。

お問い合わせ　水みどり環境課　1０４２－７６９－８２４２

みんなの協力でごみを撤去

Step.４

男女共学

Step.３

男女共学

Step.２

男女共学

Step.1

女性のみ

男性のみ

市
民
緑
地
と
し
て
再
生

不
法
投
棄
は
許
し
ま
せ
ん

行ってきました！ 行ってきました！ Vol.

南区の社会科見学 南区の社会科見学 １３ 
南区内の隠れスポット、歴史、人物、産業などを紹介します 

南区の文化財（市指定有形文化財）

神社にある仏像

　これらの像は江戸時代の神仏 混  淆 ※が色濃く残
こん こう

っている例の１つです。江戸時代には寺院が管理
する寺院持ちの神社が数多くありました。明治時
代に入り神仏判然令が出されると、神社と寺院は
分離し、 廃  仏  毀 

はい ぶつ き

 釈 ※の影響により廃寺となる寺院
しゃく

がありました。
　下溝八幡宮（南区下溝１４７９）と磯部八幡宮（南
区磯部１３８８）の境内には、廃寺となった寺の本尊
であった不動明王を 祀 るお堂が建ち、今日に神仏

まつ

混淆の名残を伝え、両像とも平成１３年に市指定有
形文化財（彫刻）に指定されています。

　　毎年１月の 初  不  動 の日に公開。
はつ ふ どう

※神仏混淆…日本古来の神と外来宗教である仏教
とを結びつけた信仰

※廃仏毀釈…明治初年の仏教排撃運動
参考文献：「相模原市史　民俗編」 

「相模原の文化財」

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

木造 不動明王坐像　下溝八幡宮
　意匠、技術ともに優れ、
威厳に満ちた憤怒の相を
良く表現する江戸時代に
作られた不動明王像。
　２度の火災等から奇跡
的に難を免れ、火の守護
神として祀られています。
　寄せ木造り　高さ３８㎝

木造 不動明王坐像　磯部八幡宮
　江戸時代に作られた装
飾的な意匠や技術に優れ
た不動明王像。
　養蚕、厄よけ、火難よ
けの信仰を集めています。
　寄せ木造り
　高さ５７．５㎝

〈全４回〉

南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区南区ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドマママママママママママママママママママママママママママママッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッップププププププププププププププププププププププププププププガイドマップ
がががががががががががががががががががががががががががががででででででででででででででででででででででででででででできききききききききききききききききききききききききききききままままままままままままままままままままままままままままま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たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたができました

　南区役所では、区内の地図や南区の魅力の
紹介、防災情報、子育て・高齢者の支援事業
の紹介、相談窓口の案内などを掲載している
「南区ガイドマップ」（改訂版）を作成しま

した。

配布は
１１月中旬から
　南区民の皆さん
には、１１月中旬か
ら配布業者が配布
します。南区役所
区民課・まちづく
りセンターでは、
主に転入者向けに
配布します。

お問い合わせ
南区役所地域政策課　1０４２－７４９－２１３５

保存版
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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 

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 

△新磯○こ 、鹿島台○こ １２月１日（木）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

上溝南○こ 、星が丘○こ １２月２日（金）

向陽○こ 、大野南○こ １２月６日（火）

△○津 、大野台○こ １２月７日（水）

相模台○こ 、大沼○こ １２月８日（木）

大島○こ 、橋本○こ １２月９日（金）

二本松○こ 、○藤、清新○こ 、
陽光台○こ 、△富士見○こ 、
鶴園中和田○こ 

１２月１３日（火）

横山○こ 、並木○こ １２月１４日（水）

△城山○こ 、大野北○こ 、
△上鶴間○こ 、麻溝○こ １２月１５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

○4
　専門医による認知症につい
ての相談
定員　各２人（申込順）

○南午前１０時
　～正午

１１月２２日（火）

高齢者
認知症相談 ○3○ウ１２月６日（火）

○2○橋午後１時
　～３時１２月７日（水）

●子どもとお父さん、お母さんのための教室●
　※母子健康手帳と筆記用具を持参してください。

申込内容・時間・対象など会場日にち教室名

○8 

　離乳食の講習、簡単な実習と試食
時間　午後１時～２時１５分
対象　平成２３年６月生まれの初めて

の子の保護者とその家族
定員　２０人（申込順。調整あり）

藤野中央
公民館１２月１３日（火）赤ちゃん

セミナー

　妊娠、出産、育児に関する知識・技術
の習得と仲間づくり
時間　午後１時３０分～４時
対象　妊娠２０週以降の初めて出産する人

とその家族
申し込み　電話で１２月３１日までにコール

センター（1０４２－７７０－７７７７）へ

○橋
平成２４年　　
１月１０日（火）
　　１７日（火）
　　２４日（火）ハロー

マザークラス
〈全３回〉

○南
２４年
１月１１日（水）
　　１８日（水）
　　２５日（水）

　むし歯予防の秘けつや歯みがきの裏技
実演
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　平成２２年１０月～２３年２月生まれの

乳幼児とその家族
定員　○ウ○南＝各２０組、○橋＝３０組（申込順）
申し込み　電話でコールセンター（1０４２

－７７０－７７７７）へ

○ウ
１２月２日（金）

親子で 歯 っぴぃ
は

ちゃれんじ
大作戦！

１２月１４日（水）

○南
１２月６日（火）

１２月１９日（月）

○橋１２月７日（水）

○１０ 
　おおむね２，０００ｇ未満で生まれた
か、運動発達が緩やかな子と親の交
流会
時間　午前１０時～１１時
対象　乳幼児とその家族
※希望者は直接会場へ。初めての人
は申し込みが必要

○南１２月２日（金）

ぴよぴよ
サロン

○9 ○ウ１２月９日（金）

○１０ 

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

保護者
定員　１５組（申込順）

○南１２月１９日（月）
ママとベビーの
おしゃべりタイム
～ぽけっと～

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

（相談員）

　健康や育児の相談
※希望者は直接会場へ（電話
相談も可）
※○城○津○湖○藤は来庁相談のみ
お問い合わせ○8 ○9 ○１０ 

○橋
○ウ
○南

午前８時３０分
　～午後５時
（祝日を除く）

月～金曜日

健康相談
電話相談
（保健師）

○津月・木曜日

○湖火曜日

○藤水曜日

○城金曜日

　心の病についての相談
（アルコール相談も含む）
定員　各２・３人（申込順）
申し込み　 ○南 ＝南障害福祉相談課 

1０４２－７０１－７７１５ 
 ○ウ ＝中央障害福祉相談課 

1０４２－７６９－９８０６ 
○津＝津久井保健福祉課 

1０４２－７８０－１４１２ 
○橋 ＝緑障害福祉相談課 

1０４２－７７５－８８１１

○南

午後１時
　～２時

１２月１３日（火）

精神
保健相談
（精神科医）

１２月２２日（木）

○ウ
１２月１４日（水）

１２月２７日（火）

○津１２月１６日（金）

○橋１２月１９日（月）

○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

１２月９日（金）生活習慣
改善相談
（保健師・栄
養士・健康運
動指導士） ○１２ ○津

午後１時３０分
　　１時４５分
　　２時
　　２時３０分

１２月１９日（月）

○9 　食事の相談
持ち物　母子健康手帳か、健康

手帳（持っている人）

○ウ午前９時
　～１１時３０分１２月１２日（月）

栄養相談
（栄養士） ○１０ ○南午後１時

　～３時３０分１２月１４日（水）

○5 

　エイズ、性器クラミジア、
梅毒の検査・相談（無料・匿
名）
定員　各１２人（申込順）

○ウ午前９時
　～１１時

１１月２２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２６日（土）
１２月１０日（土）

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

○ウ午前９時
　～１０時３０分１２月６日（火）エイズ

即日検査

○6 

　診察、基本検査（身体測定、
尿・血液検査、胸部Ｘ線、心
電図）と保健指導
定員　４０人（申込順）
費用　５，０５０円
※健康診断書の発行や労働安
全衛生法に基づく定期健診
等は行っていません。

○ウ午前９時
　～１０時１２月７日（水）３９歳以下の

健康相談

○7 
　ブラッシング方法など歯のお
手入れについての相談や、すぐ
に測れるお口の元気度チェック

○南午前１０時
　～１１時３０分１２月９日（金）

歯科相談
（歯科衛生士） ○橋午前９時３０分

　～１１時３０分１２月１４日（水）

　歯科治療や口の悩みについての相談
相談・お問い合わせ 
健康企画課（1０４２－７６９－８３４４）

午前９時
　～１１時３０分

１２月７日（水）
電話歯科相談
（歯科医）

１２月１３日（火）
１２月２１日（水）

○7 対象　障害のある人（児）○ウ午後１時３０分
　～２時３０分１２月２６日（月）特別歯科相談

（歯科医）
※○南 、○橋、○湖でも実施。日程はお問い合わせください。
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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。

急病などで困ったときは
  （電話番号をよく確かめて）

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

医科

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

歯科

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

接骨

愛 の 献 血
愛の献血にご協力を
お願いしますっち！

献血キャラクター
けんけつちゃん

会　場時　間日にち

市役所前午前１０時～正午
午後１時３０分～３時３０分１１月１７日（木）

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・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。

●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、本紙平成２４年１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

「さがみスクラム写真展」作品募集
　精神保健福祉の普及啓発を目的とした同写真展を、平成２４年１月２６日～
２９日に相模大野ギャラリーで行います。
テーマ　しあわせ写真～みんなの幸せ集めよう～（幸せな瞬間や幸せを感

じられる風景など幸せをテーマにした作品）
対　象　市内在住か在勤・在学の人
規　格　Ａ４判（六切り、ワイド六切りも可）、Ｌ判＝各１００枚（選考）
賞　○最優秀賞（１点）　○優秀賞（１点）　○スクラム賞（３点）ほか
応募方法　作品（１人１点、裏に氏名）と、住所、氏名、ペンネーム（希

望者）、年齢か学年、電話番号、題名、しあわせ写真のエピソード
（４０字以内）を書いた紙を、郵送で１２月１４日（必着）までに、同写
真展事務局（〒２５２－０２０６　中央区淵野辺４－１５－６ ヴィーナス２階
カミング　1０４２－７５９－５１１７）へ

※作品は、額などに入れず郵送してください。
※注意事項など詳しくは、地域活動支援センターカミングのホームページ
をご覧ください。

●もっと健康になるための教室●

申込内容・対象など会場時　間日にち教室名

○１０ 

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

技に支障がない人
定員　ダンベル体操＝２０人、

ソフトエアロビクス、
ボールエクササイズ
＝各１５人（申込順）

○南午後２時
　～４時

１２月１２日（月）ダンベル体操

１２月１６日（金）ソフト
エアロビクス

１２月１８日（日）ボール
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１２月１５日（木）

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。

相模原協同病院　市民健康教育公開講座

歌って、笑って、がんと闘う in さがみはら
　山田邦子さんによるがん体験のお話と、スター混声
合唱団によるクリスマスコンサートを行います。
日　時　１２月１９日（月）午後６時～８時
会　場　 杜 のホールはしもと　　

もり

定　員　５００人（申込順）
申し込み　同病院ホームページ（http://www.sagami 

harahp.com/）から

お問い合わせ　相模原協同病院　1０４２－７７２－４２９１

「世界エイズデー」in さがみはら２０１１
エイズとわたし ～ 支えることと 防ぐこと ～

　１２月１日は世界エイズデーです。予防啓発のグッズ配布やパネル展示、
アンサンブルリエゾンのミニコンサートなどを行います。
日　時　１２月３日（土）午後１時３０分～４時
会　場　相模大野駅南北自由通路

お問い合わせ　疾病対策課　1０４２－７６９－８２６０

ＳＩＤＳから赤ちゃんを守りましょう
　ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）はそれまで元気だった赤ちゃんが眠っ
ている間に突然亡くなる病気です。平成２２年には、全国で１４０人の乳児が
亡くなっていて、０歳児の死亡原因の第３位になっています。
　原因は明らかになっていませんが、次の３つを守ることで発症率を低く
できます。特に喫煙している人は妊娠や育児を機会に禁煙しましょう。子
どもは有害物質への感受性が高く、受動喫煙によって病気のリスクが高ま
ります。

○うつぶせ寝は避けましょう　○たばこはやめましょう
○できるだけ母乳で育てましょう

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－８３４５

グッバイ脂肪！ ウェルカム美貌♪
アラフォーからの美的計画〈全２回〉

　血管・体年齢や運動量の測定、食生活について学びます。
日　時　１２月５日（月）・１３日（火）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　電話で南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

生活習慣病
予防教室

申し込み　電話で１１月２４日までに各申込先へ
※申込先は表面の「申し込み・お問い合わせ」をご覧ください。

時　間　午前９時４５分～１１時４５分
対　象　６５歳以上で介護認定を受けていない、低栄養等食事に問題がある人

シニアのための食生活セミナー〈全６回〉
　低栄養を予防するために必要な食生活を学びます。

定　員申込先会　場日にち

各９人
（申込順）

④南保健福祉センター１２月２日・１６日、２４年１月１３日・２７日、
２月１０日・２４日の金曜日

③ウェルネスさがみはら１２月５日・１９日、２４年１月２３日、２月
６日・２０日、３月５日の月曜日

時　間　午前９時４５分～１１時４５分
対　象　６５歳以上（介護保険要介護・要支援者を除く）で、次のいずれか

に該当する人　 
　○６か月前に比べ、硬いものが食べにくくなった 
　○お茶や汁物を飲んだとき、むせることがある 
　○口の渇きが気になる

シニアのための歯っぴー健口セミナー〈全５回〉
　一人ひとりに合った、歯や口の機能を維持・向上させるためのプログラ
ムを作成して、口の体操や清掃などの方法を学びます。

定　員申込先会　場日にち
８人

（申込順）③ウェルネスさがみはら１２月５日・１９日、２４年１月２３日、２月
６日、３月５日の月曜日

時　間　午前１０時～正午
対　象　６５歳以上で介護認定を受けていない、物忘れ等が気になる人
費　用　無料（調理実習は実費）

脳を鍛える！ 脳活道場〈全１３回〉
　ウオーキングや調理などのグループワークを通して、脳の活性化を図る
方法を学びます。

定　員申込先会　場日にち

各１４人
（選考）

④南保健福祉センター１２月５日～平成２４年３月５日の原則月
曜日

②シティ・プラザはしもと１２月８日～２４年３月８日の原則木曜日

③ウェルネスさがみはら１２月１４日～２４年３月７日の原則水曜日

山
田
邦
子
さ
ん




