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　１１月８日、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市
の知事・市長で構成する「九都県市首脳会議」が
川崎市内で開催され、放射線・放射性物質対策や
子どものための現金給付制度の地方負担などにつ
いて活発な話し合いが行われました。 
　本市からは、未利用国有地の有効利用方策につ
いて国へ要望することを提案し、合意を得ました。 

お問い合わせ　広域行政課　1０４２－７６９－８２４８

九都県市首脳会議で広域的課題を議論
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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。 
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世 帯  306,632
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お問い合わせ　環境政策課　1０４２－７６９－８２４０

　東日本大震災の影響により、今年の夏は深刻な電力不足が懸念されていましたが、
市民や事業者の皆さんの節電への取り組みにより、この危機を乗り切ることができま
した。ご協力ありがとうございました。
　この冬は、東京電力管内での電力は安定供給できる見通しですが、冬期はさまざま
な暖房器具等の使用により電力消費が増え、それに伴い地球温暖化の原因にもなる二
酸化炭素（CO2）排出量も増加します。無理のない範囲で、引き続き節電・省エネへ
の取り組みをお願いします。

12月は地球温暖化防止月間 

なく節電 なく節電 なく節電 

12月は地球温暖化防止月間 

なく省エネ なく省エネ なく省エネ 

12月は地球温暖化防止月間 

人と地球に 
　　　やさしく 

人と地球に 
　　　やさしく 
人と地球に 
　　　やさしく 

ムリ ムダ 

　最新型の家電製品の多くは、消費電力
やCO2排出量が少なく、環境にやさしく
節電にもつながります。物を長く使うこ
とも大切ですが、家電製品の買い替えの
ときには、省エネ性能等を考慮して選ん
でみませんか。 

蛍光灯・ＬＥＤ照明で省エネ

１０年前の製品と
最新型を比べてみると

エアコン（６～９畳用） 
年間CO2排出量　 
　約１４０kg削減！ 
年間電気代　 
　約７,０００円節約！ 

冷蔵庫（容量３５１～４００　）
年間CO2排出量 
　約１２０～１６０kg削減！ 
年間電気代 
　約５,７００～８,０００円節約！ 

他にもこんな省エネ家電

設定温度を
調節しよう

暖房の設定温度を１℃低くする

家庭でできる、 

環境にも家計にもやさしい取り組み 

炊飯器の保温をやめる
年間CO2排出量　 
　約３７kg削減！ 
年間電気代　 
　約２,３１０円節約！ 
　ご飯はまとめて炊いて残りは冷凍し、食べ
るときに電子レンジで温めましょう。 

１０年前の製品と
最新型を比べてみると

電気カーペットは
広さと温度を調節する 

年間CO2排出量 
　約６５ｋｇ削減！ 
年間電気代 
　約４，０９０円節約！ 
（３畳用で設定温度を強⇒中に変えた場合） 
　設定温度は低めにし、人のいる部分だ
けを暖めましょう。 

ON OFF

買い替えのときには、 

省エネ家電を選んでみませんか 

※環境省省エネ製品買換ナビゲーション「しんきゅうさん」
　より作成 

　白熱電球からの交換で、蛍光灯は約４
分の１、ＬＥＤ照明は約７分の１に消費
電力を削減でき、
ＬＥＤ照明は寿命
も２０～４０倍になり
ます。 

年間CO2排出量 
　約１９kg削減！ 
年間電気代　 
　約１,１７０円節約！ 
　暖房を使っている部 
屋のドアは閉め、着る物で工夫しましょう。 

 ほかにも家庭でできる取り組みはたく
さんあります。詳しくは、市ホームペ
ージの 暮らしの情報 → 環境 → 保全
活動・教育・環境問題 をご覧になるか、
お問い合わせください。 

※出典　財団法人省エネルギーセンター 
　　　　（家庭の省エネ大事典２０１１年版） 

家族みんなが同じ部屋で団らん家族みんなが同じ部屋で団らん
家族が一つの部屋で過ごし冷暖房と照明の利用を２割減らす　家族が一つの部屋で過ごし冷暖房と照明の利用を２割減らす
と年間で約と年間で約２３８２３８㎏㎏のCOのCO22削減削減、、約約１１万４００万４００円の節約になります円の節約になります。。
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

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

　日本とアメリカの暮らしや金銭感覚などの違い
を楽しく学びます。
日　時　１月１４日（土）午後２時３０分～４時
会　場　あじさい会館
講　師　ダニエル・カールさん（タレント）
定　員　３３０人（抽選）
申し込み　電話（１組３人まで）で１２月２２日まで

にコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

潤水都市さがみはら債潤水都市さがみはら債（１０年債）（１０年債）を発行を発行 市消費生活基本計画（案）説明会市消費生活基本計画（案）説明会
　市消費生活基本計画の策定の趣旨と概要をお話しします。

会　場時　間日にち
ソレイユさがみ

（緑区橋本６－２－１）午後２時～３時３０分
１２月１３日（火）

中央公民館　　１５日（木）

おださがプラザ午後７時～８時３０分　　１６日（金）

※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

くらしの経済講演会くらしの経済講演会

震災後 オラの日米くらしとお金のリベンジ震災後　オラの日米くらしとお金のリベンジ講座講座

市民・行政協働運営型市民ファンド「ゆめの芽」市民・行政協働運営型市民ファンド「ゆめの芽」

平成２４年度助成対象事業を募集平成２４年度助成対象事業を募集

　市民や企業の皆さんからいただいた寄付金を、市内で活動している市民
活動団体へ、活動資金として助成します。
　市民ファンド「ゆめの芽」は、公募で選ばれた「ＮＰＯ法人市民ファン
ドゆめの芽」（認定ＮＰＯ法人）と市が協働で運営しています。
対象団体　次の全てに該当する団体
　○市内に活動の拠点がある　○団体の構成員が５人以上
　○会則などを定め、継続的な活動を行う意思がある
　○暴力など不法行為を行う恐れがない
対象事業　２４年度中に実施する次の全てに該当する事業
　○公共的・公益的　○営利的な活動が主たる目的でない
　○政治的・宗教的活動が含まれない　○法令に違反していない　
助成額

　平日や日中に市税（国民健康保険税を除く）の納税や納付相談ができな
い人のために、窓口を開設します。電話相談もできます。

※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。

相談・お問い合わせ会　場
日　時

夜　間休　日

1０４２－７６９－８３００納税課※
（市役所第２別館２階）

１２月１２日（月）
　　１９日（月）
午後５時３０分
　～７時 

１２月１１日（日）
　　１８日（日）
午前９時
　～午後４時

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）

緑市税事務所津久井税務班
（津久井総合事務所１階）

助成額対象団体
（申請日現在）コース

上限１０万円（総事業費の９０％以内）設立後３年未満ファーストステップ

上限５０万円（総事業費の８０％以内）設立後３年以上  ステップアップ

募集要項（申請書付き）の配布場所　同事務局、さがみはら市民活動サポ
ートセンター、市民協働推進課、各公民館

※市民ファンド「ゆめの芽」ホームページからもご覧になれます。
申し込み　申請書など必要書類を１月２０日（必着）までに同事務局へ
選　考　助成金支給事業や助成額は、審査会で決定します。
※詳しくは募集要項をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ
市民ファンド「ゆめの芽」事務局　1０４２－７５２－０８８５

助成対象事業　募集説明会
　助成金の制度などを説明します。
日　時　１月７日（土）午後２時　　　会　場　けやき会館
※希望者は直接会場へ

ダ
ニ
エ
ル
・
カ
ー
ル
さ
ん

市スポーツ推進審議会委員市スポーツ推進審議会委員
　スポーツの推進に関する重要事項について調査・審議します。
任　期　４月～平成２６年３月（会議は年２回程度）
対　象　市内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会などの委員・職員・

議員を除く）＝２人（選考）
申し込み　スポーツ課、各行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張

所・公民館（青根・沢井公民館を除く）にある応募用紙（市ホーム
ページの 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報 からダウンロー
ド可）を直接か郵送、ファクス、Ｅメールで１２月２６日（必着）まで
にスポーツ課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－
９２４５　6０４２－７５４－７９９０　Ｅメール sports@city.sagamihara.ka 
nagawa.jp）へ

募集募集

※さがみはらまちづくり債（５年債）については、本紙１月１日号でお知
らせします。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

「潤水都市さがみはら債」と
「さがみはらまちづくり債」（２月中旬発行）の主な違い

さがみはらまちづくり債潤水都市さがみはら債
住民参加型市場公募地方債全国型市場公募地方債種　　別

１０億円１００億円発行総額

５年１０年償還年限

市内在住で２０歳以上の人なし購入資格

１月１日～１月中旬を予定取扱金融機関へお問い合わせ
ください申込期間

２月中旬を予定１２月１２日～２２日販売期間

事前に往復はがきを市へ（抽選）直接、取扱金融機関で購入方法

１０万円以上、１０万円単位１万円以上、１万円単位最低購入額

　潤水都市さがみはら債は、道路や公園など、公共施設の整備等に必要な
資金を借り入れるために、市が発行する債券です。
窓口販売期間　１２月１２日（月）～２２日（木）
発行総額　１００億円
購入資格　原則、なし（個人・法人どなたでも購入できます。）
利　　率　国債の利率を参考に、１２月９日午後決定予定
※決まり次第、市ホームページの 市政情報 → 政策・総合計画・財政 → 
市債・ＩＲ情報 でお知らせします。
申し込み・購入方法　直接、取扱金融機関へ申し込み（先着順）
　　　（窓口販売期間内でも売り切れになる場合があります。）
取扱金融機関　横浜銀行全店、八千代銀行全店（目黒支店を除く）、西武

信用金庫橋本支店・矢部支店、大和証券相模原支店、ＳＭＢＣ日興
証券横浜駅前支店、浜銀ＴＴ証券全店

　市では、橋本・相模原駅周辺の一体的なエリアを首都圏南西部の中心的
な地区として周辺都市からの求心性を高める都市づくりをめざし、広域交
流拠点基本計画を策定していきます。
　同計画は、検討委員会からご意見を伺いながら策定を進めていきます。
任　期　１月～平成２５年３月（会議は５回程度）
対　象　市内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会などの委員・職員・

議員を除く）＝３人（選考）
申し込み　都市計画課、各行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張

所・公民館（青根・沢井公民館を除く）にある応募用紙（市ホーム
ページの 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報 からダウンロー
ド可）を直接か郵送、ファクス、Ｅメールで１２月１５日（必着）まで
に都市計画課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－
８２４７　6０４２－７５４－８４９０　Ｅメールtoshikeikaku@city.sagami 
hara.kanagawa.jp）へ

広広域域交交流流拠拠点点基基本本計計画画
検検討討委委員員会会のの委委員員募集募集

　緑区青野原の湧水を使ったペットボトル飲料水を、４月に発売する予定
です。その水にふさわしいと思う名前を、次の中から選んで投票してくだ
さい。
候補名　○さがみの潤水
　　　　○さがみの森の贈りもの
　　　　○みずのわ
対　象　市内在住か在勤・在学の人
投票方法　相模原商工会議所にあるチラシに必要事項

を書いて、１２月２２日までに同所（1０４２－７５３－
８１３５）へ

※同所ホームページ（http://www.ssp２１.or.jp/）か
らも投票できます。

さがみはらの水の名前を決めてね！さがみはらの水の名前を決めてね！

休日・夜間納税相談窓口のご利用を休日・夜間納税相談窓口のご利用を
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取り組みステージ

３月１１日
東日本大震災
福島第一原子力
発電所の事故

第１ステージ
６月～

第２ステージ
７月～

第３ステージ
１０月～

第４ステージ
１２月～

　市では、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故以来、市民の

皆さんの安全・安心を確保するため、全ての小・中学校、保育所・幼稚園

等の空間放射線量の測定をはじめ、土壌、市内産の農林産物や給食等の放

射性ヨウ素、放射性セシウムの放射能（放射性物質）濃度検査などさまざ

まな対応を行っています。

　今後も引き続き測定・監視を行っていきます。

　各測定結果など詳しくは、市ホームページの 放射線・放射能についての情報および測定結果 で公開しているほ
か、各区役所・まちづくりセンターでご覧になれます。

そそそそそそそそそそそののののののののののの他他他他他他他他他他他

ごみ・し尿等
　市清掃工場・し尿処理施設から排出された灰や汚泥等を採取し、放射
能濃度を測定するとともに、各施設の敷地周辺等の空間放射線量を月１
回測定しています。放射性セシウムの測定結果は、飛灰が６９１～２，０９３
Ｂｑ／㎏、主灰が１３７～２９５Ｂｑ／㎏、汚泥が４０．７～１７３Ｂｑ／㎏。施設周
辺等の空間放射線量は０．０４～０．１６μＳｖ／時（６月～１１月実施）でした。
※放射性セシウムを含む焼却灰等は環境省から示された取り扱いに基づ
き、埋め立てた場所を特定できるよう埋め立て処分しています。

堆肥（牛ふん）
　農林水産省からの通知では、神奈川
県内の家畜ふん堆肥について原則、検
査の対象外とされています。しかし、
市内畜産業者が生産する堆肥への放射
能の影響を把握し、生産者の参考とし
てもらうため検査を実施し、数値は国
の暫定許容値を下回りました。

緑　地
　市内の緑地のうち、比較的面積
が広く利用者数が多い緑地の落ち
葉がある場所や堆肥場等で、空間
放射線量を測定しました。測定結
果は０．０４～０．１２μＳｖ／時で、市
の暫定基準値を下回りました。

食食食食食食食食食食食品品品品品品品品品品品・・・・・・・・・・・水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道水水水水水水水水水水水 　市内産の農林産物や水道水の状況を把握するため、放射
能濃度の検査を行っています。

給　食
事前検査　市立小・中学校と保育所の給食で使用する食材の一部の放射能濃度

を週２回検査しています。現在、国の暫定規制値を超える数値は検出さ
れていません（１１月２２日現在）。

給食１食分の検査　１２月７日から、市立小学校のうち各区１校と保育所の給食で
実際に提供した給食１食分を１週間（５日間）ごとにまとめて検査します。

市内産の農林産物
　生シイタケやサツマイモ、ユズなど、市内産の農林産物の出荷時期を踏まえ、
市独自に放射能濃度を検査しています。
　国の暫定規制値を超えたものに関しては出荷・使用を差し控えるよう自粛要
請を行い、国から出荷制限が指示されます。

水道水
　県営水道では、一部の区域で県内広域水道企業団
からの水道水を供給していますが、県営水道、同企
業団ともに、全ての浄水場で放射能濃度の測定を行
っています。また、本市の一部の地域で利用している市営簡易水道等に
ついては、市が放射能濃度の測定を行っています。
　県営・市営水道水ともに、現在、国の暫定規制値を超える数値は検出
されていません。

野生鳥獣肉
　市鳥屋猟区の開猟にあたり、市内の狩猟対象であるイノシシとシカの
肉について放射能濃度を検査し、数値は国の暫定規制値を下回りました。

本市における
放射線・放射能対策
本市における

放射線・放射能対策

○Ｓｖ（シーベルト）＝放射線による人体への影響度合いを表す単位
　　Ｓｖ／時（ｈ）＝１時間あたりの空間放射線量
　　１ｍＳｖ（ミリシーベルト）＝１，０００μＳｖ（マイクロシーベルト）
○Ｂｑ（ベクレル）＝放射能の量を表す単位
　　Ｂｑ／㎏＝１㎏あたりの放射能の強さ、または量

　市内２９区画と小・中学校などの９施設（計３８か所）で、継続的な空間放射線量の測定・
監視を行っています。さらに、雨水や落ち葉がたまる場所などが比較的高い空間放射線量
を示す傾向にあるため、子どもの生活圏域となる施設を優先的に、放射性物質が堆積してい
る可能性がある場所の落ち葉や土砂等の清掃・除去を現在の重点対策として行っています。
　また、放射性物質による市域への影響を早期に発見するため、モニタリングポストで、
大気中の空間放射量率を常時監視しています。

空空空空空空空空空空空間間間間間間間間間間間・・・・・・・・・・・土土土土土土土土土土土壌壌壌壌壌壌壌壌壌壌壌等等等等等等等等等等等

子ども関連施設の放射線対策
　市立小・中学校、保育所・幼稚園、こどもセンター、児童館、公園等で、局所的に
高い空間放射線量を示す傾向にある場所の対策を実施
一次的対策　子どもが近づきやすい場所にある雨どい下部や、雨水浸透ますなどの清

掃、土砂など堆積物の除去
二次的対策　一次的対策を行った場所等の点検（空間放射線量の測定）を行い、市の

暫定基準値を超えた場所は、空間放射線量を低減する対策を実施
定期点検　定期的な点検による経過観察
一次的・二次的対策実施済み施設　５１１施設（１１月２１日現在）
※除去した堆積物は施設内で適切に一時保管

状況の
監視

原発についての情報、モニタリ
ング測定等の情報を収集

市域全体の空間放射線量の傾向を把握、継続監視

小・中学校、保育所・幼稚園の空間
放射線量の概況を確認、継続監視

より身近な箇
所での空間放
射線量を測定

市域全体の土
壌放射能濃度
の状況を把握

モニタリング
ポストによる
測定

市の暫定基準
値を定め、放射
線対策を実施

継続的な監視、対策の検討

○全ての小・中学校、保育所・幼稚園、こどもセンター、児童館、主要な公園等、３０５
か所で空間放射線量を測定。測定結果は０．０５～０．１８μＳｖ／時（７・８月実施）
○市内２９区画での土壌放射能濃度を測定。測定結果は放射性ヨウ素は不検出、放射性
セシウムが２９．９～２６６．０Ｂｑ／㎏（７・８月実施）
○地域開放や部活動で使用する全ての小・中学校等の屋外プール水の放射能濃度を測
定。放射性ヨウ素、放射性セシウムともに不検出（７月実施）

○市域全体を２７区画（７月以降２９区画）に区分し、各区画で空間放射線量の継続的な
測定を開始（毎月１回）。１１月の測定結果は０．０３～０．１１μＳｖ／時

○各区の小・中学校、保育所・幼稚園のうち３か所、合計市内９か所で、空間放射線
量の継続的な測定を開始（毎月１回）。１１月の測定結果は０．０３６～０．０９６μＳｖ／時

○各区で小・中学校屋外プール水の放射能濃度を測定。放射性ヨウ素、放射性セシウ
ムともに不検出（６月～９月実施）

放射線・放射能の単位

お
問
い
合
わ
せ

公園について 公園課 1０４２－７６９－８２４３
保育所・幼稚園について 保育課 1０４２－７６９－８３４１
こどもセンター等について こども施設課 1０４２－７６９－９２２７
小・中学校、給食について 学校保健課 1０４２－７６９－８２８３
農産物、堆肥について 農政課 1０４２－７６９－８２３９
林産物について 津久井経済観光課 1０４２－７８０－１４１６

市営水道水について 緑土木事務所 1０４２－７７５－８８１８
県営水道水の水質について 県企業庁浄水課 1０４５－２１０－７２８２
野生鳥獣肉について 津久井環境課 1０４２－７８０－１４０４
ごみ・し尿等について 清掃施設課 1０４２－７６９－８２４６
緑地について 水みどり環境課 1０４２－７６９－８２４２
放射線量暫定基準値について 環境保全課 1０４２－７６９－８２４１
その他の事項について 危機管理室 1０４２－７６９－８２０８

本市の放射線量暫定基準値本市の放射線量暫定基準値

０．２３μＳｖ（マイクロシーベルト）／時
　市では、清掃等の作業を要する空間放射線量の暫定基準値を、環境省の
考え方（自然界からの放射線量に追加被ばく線量を加える）に基づき上記
のとおり定めました。

ゲルマニウム半導体検出器による放射能濃
度の測定を開始

　その他、市の施設などで空間放射線量や放射能濃度の測定を行っています。

本市における
放射線・放射能対策
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市市民民桜桜ままつつりりにに参参加加ししよようう

テーマ　桜が咲く中で行う市民まつりのイメー
ジを自由に表現したもの

対　象　市内在住か在学の小・中学生
応募方法　四つ切判画用紙（縦５４㎝×横３８㎝）

を縦長に使い、裏面に住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、学校名（学年、組）、
電話番号を書いて、直接か郵送で１月１３
日（必着）までに、市民まつり実行委員
会事務局へ

※入賞作品はポスターやパンフレットに利用し
ます。また、応募者全員に記念品があります。

※応募作品は原則、返却しません。
※応募作品の著作権は、同実行委員会に帰属し
ます。

絵画コンテスト作品募集
　活動発表や作品展、
ステージ発表、パレー
ドなど

日　時　４月７日（土）　午後１時～５時
　　　　　　８日（日）　午前１０時～午後５時
会　場　市役所さくら通りほか
対　象　市内で活動する団体（個人、営利目

的、物販のみの参加は不可）
申し込み　商業観光課、城山・津久井・相模

湖・藤野経済観光課にある申込用紙を
１２月２２日までに各課へ

※参加条件など詳しくは、申込用紙をご覧に
なるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　市民まつり実行委員会事務局（商業観光課内）
〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２３６

傷傷病病者者のの受受けけ入入れれ医医療療機機関関をを
確確保保すするるたためめのの基基準準をを策策定定

年末年始特別警戒　１２月１日～１月３日　防犯対策を忘れずに！
　年末年始は防犯に関して手薄になりやすい時期です。被害に遭わないよ
う注意しましょう。
振り込め詐欺に注意！
　「携帯電話の番号が変わった」、「キャッシュカードを預かります」と
電話をかけ、現金をだましとる振り込め詐欺が多発しています。また、自
宅に現金を直接取りに来るケースも増えています。注意しましょう。
○お金の振り込みを要求する電話がかかってきたら必ず、本人や家族に確
認し、振り込む前に家族や交番、警察に相談する。
ひったくりなどの街頭犯罪に注意！
【ひったくり対策】　○歩行中はバッグを車道と反対側に持つ。
　　　　　　　　　　○自転車の前かごに防犯ネットを付ける。
【車上ねらい対策】　○車を離れるときはカバンなどを必ず持ち出す。
　　　　　　　　　　○手荷物が多いときはトランクに入れる。
【自転車の盗難対策】○鍵は二重にかけ、駐輪場を利用する。
空き巣に注意！
○二重ロックや防犯フィルム、センサーライトなどの防犯対策をする。
○長期不在の場合は新聞の配達を止める。

年末の交通事故防止運動　１２月１１日～２０日　無事故で年末　笑顔で新年
飲酒運転は絶対にやめましょう
　飲酒を伴う会合には、自動車や自転車で行かない。また、車両を運転す
る人に、酒類を絶対に提供しないようにする。
歩行者と自転車の交通事故に気を付けましょう
　夜間の外出には、目につきやすい「明るい服装」や「夜光反射材」を身に付
ける。自転車の夜間走行時は、前照灯を点灯し、「夜光反射材」を活用する。
シートベルトとチャイルドシートの着用を徹底しましょう
　自動車に乗車するときは、後部座席の人も着用を徹底する。　

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

年年末末年年始始をを安安全全にに

　コミュニティバスせせらぎ号（橋本駅南口～相模川自然の村を運行）の車
体への広告掲出を通じて、運行を支援していただける事業者を募集します。
掲出期間　４月１日～平成２５年３月３１日
掲出箇所　車体右側面２か所、後面１か所
　　　　　（３台、合計９枠）
規　格　１枠 ＝ 縦３０㎝×横９５㎝
費　用　１枠 ＝ 年額１２万円
申し込み　必要書類を、直接か郵送で１月２０日（必

着）までに都市鉄道・交通政策課（〒２５２－
５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２４９）へ

※必要書類など詳しくは、市ホームページの　市政情報　→　交通　→　バス　を
ご覧になるか、お問い合わせください。

ココミミュュニニテティィババススのの車車体体広広告告募集募集

ノノーーママラライイゼゼーーシショョンンのの理理念念をを学学ぶぶ

みみんんななちちががっっててみみんんなないいいい
いいっっししょょににくくららししてていいくくたためめにに

　障害の有無に関わらず、それぞれが地域で主体となって共生する社会の
実現をめざす「ノーマライゼーション」について学びます。
日　時　１２月１７日（土）午後１時３０分～４時
会　場　あじさい会館
講　師　鈴木敏彦さん（和泉短期大学准教授）
定　員　１８０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市障害児者福祉団体連絡協議会　16０４２－７５５－５２８２

講演会講演会

１１２２月月３３日日～～９９日日はは障障害害者者週週間間

障障害害者者へへのの理理解解をを深深めめ、、社社会会参参加加をを応応援援ししよようう
障害者週間作品展
　障害者週間のポスターと心の輪を広げる体験作文の優秀作品を展示しま
す。
日　時　１２月５日（月）～９日（金）午前８時３０分～午後５時１５分
会　場　市役所本館１階ロビー

お問い合わせ　障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５

ほかほかふれあいフェスタ２０１１障害者週間キャンペーン
　車いすダンスや大道芸の発表と、パネル展示などを行います。
日　時　１２月３日（土）午後１時～４時
会　場　相模大野駅北口ペデストリアンデッキ
お問い合わせ　ほかほかふれあいフェスタ実行委員会　1０４２－７５９－７９８２

市民芸能大会参加者募集
　舞踊（３人以上の組で１曲のみ）、演芸、詩吟、合唱、
奇術、歌謡曲など１人（１グループ）１種目で５分以内
（準備・片付けを含む）

定員（抽選）日　時
４０組４月７日（土）午後１時３０分～５時
８０組　　８日（日）午前１０時～午後５時

会　場　市民会館ホール
対　象　市内在住か在勤の個人・グループ（出演は１人

１回のみ）
費　用　個人・グループともに１，０００円
※伴奏・テープなどは各自で用意（ＣＤ、ＭＤは不可）
申し込み　はがき（１組１枚まで）に代表者の住所・氏名・

電話番号、グループ名（グループ参加のみ）、全員の
氏名（他グループとの重複は不可）、種目、題名、所
要時間、テープ・伴奏の有無、出演希望日を書いて、
１月３１日（必着）までに、スポーツ課（〒２５２－５２７７
中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－９２４５）へ

　市では、傷病者の緊急搬送時に、速やかに受け入れ医療機関を確保する
ため、二次救急医療機関や北里大学病院救命救急センターと連携し、受け
入れ医療機関を確保するための基準を定めました。今後はこの基準により、
速やかな救急搬送を実施していきます。

概 要

北里大学病院救命救急センター

初期、二次救急医療機関

受け入れ照会

救急搬送

必要な処置をしたあと、二次応需当
番病院へ搬送します。

医療機関へ４回以上傷病者受け入れ
の照会をしても受け入れ先が決まら
ない場合や、現場に到着してから受
け入れ先が３０分以上決まらない場合
は、一時的受け入れ先の北里大学病
院救命救急センターへ搬送します。

二次応需当番病院

１１９番
通報

一時的な
受け入れ

お問い合わせ
警防・救急課　1０４２－７５１－９１４２

受け入れ回答

鈴
木
敏
彦
さ
ん

　市役所の税務職員などを装い、家族構成や家族の勤務先などを聞き出す
事例が発生していますので、十分ご注意ください。
　このような電話がかかってきたら、氏名、所属を確認し、いったん電話
を切り、お問い合わせください。
　詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 → 暮らしの安全 → 消費生
活 → ご注意ください！ をご覧ください。

　お問い合わせ　納税課　1０４２－７６９－８２２５

ににせせ税税務務職職員員等等ににごご注注意意をを！！

参加団体募集
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日　時　１月１９日（木）午後２時～３時４０分
会　場　あじさい会館
講　師　 辺 　 真  一 さん（ジャーナリスト）

ぴょん じん いる

定　員　１００人（申込順）
申し込み　電話か、ファクス（１通４人まで）に全員の氏名（代表者に○）、

代表者の電話番号・ファクス番号、「人権啓発講演会」と書いて、１２
月２２日までに地域福祉課（1０４２－７６９－９２２２　6０４２－７５９－４３９５）へ

心心のの国国際際化化をを目目指指ししてて
～人権感覚豊富な社会実現を～

　人権とは、誰もが生まれながらにして持っている「人が人らしく幸福に生
きていくための権利」です。
　しかし、私たちの周囲には、女性に対する差別やドメスティック・バイオ
レンス、子どもや高齢者、障害者に対する虐待や差別、北朝鮮当局による拉
致問題など、人権を侵害するさまざまな問題があります。
　また、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故の影響で、福島県
からの避難者がホテルでの宿泊や、ガソリンの給油を拒否されたり、小学生
が避難先の学校でいじめられることがあったなどと報じられました。根拠の
ない思い込みや偏見で差別することは人権侵害につながります。優しさを忘
れず、相手の気持ちを考えて行動することを心掛けましょう。
　１２月４日～１０日は「人権週間」、１２月１０日～１６日は「北朝鮮人権侵害問題
啓発週間」です。「ともに生きる」地域社会の実現のために、あらためて人
権について考えてみませんか。

●身体障害者相談員
連絡先氏　名所属団体

1０４２－８５４－３０３０小出庄作

市肢体障害者協会

1０４２－７５４－４５７８橋本一男

1０４２－７５４－２５６７江副滋子

1０４２－７３３－４２０７瀬戸　武

1０４２－７６１－９０１９小島千鶴子

1０４２－７５６－６００４八代義男
市視力障害者協会

1０４２－７４９－０５２５福島美栄子

6０４２－７７２－００４７久保　博
市聴覚障害者協会　

6０４２－７４９－８２１５川口　聖

1０４２－７４５－６２０６町田克子
市車いす友の会

1０４２－７５８－１９５３牧野裕二

1０４２－７５８－１４５９平�眞一
市肢体不自由児者

父母の会
1０４２－７６２－４４２２山口幸雄

1０４２－７４３－６０６８（塚本方）河村みどり

1０４２－７４８－３７７３羽田　弥

市腎友会

火・木・土曜日の午後３時～９時は相談不可

1０４２－７５４－９６０４吉野敏男

火・木・土曜日の午前７時～午後３時は相談不可

1０４２－７６２－１２８５今井直子

月・水・金曜日の午前１１時～午後８時は相談不可

1０４２－７８４－３７２５井上　寛津久井町身体障害者福祉会

1０９０－３４２０－４０９０相田正子城山町肢体不自由児
父母の会 火・金曜日の午後に相談可能

1０４２－６８４－３５００中里明治相模湖身体障害者福祉会

1０４２－７５３－５４４７平出正司市オストミ－協会

●知的障害者相談員
連絡先氏　名所属団体

1０４２－７６１－７８９３鎭守健一

市手をつなぐ育成会

1０４２－７４５－１３８３田中孝子

1０４２－７５８－６４７０田中玉江

月～金曜日の午前９時～午後４時は育成会
（1０４２－７５９－４３１０）へ

1０４２－７５６－３４３３湯谷東子

1０４２－７４６－３１６９小川邦子

1０４２－７５３－２６１０野崎廣子

1０４６－２５７－４０４５鈴木秀美

市自閉症児・者親の会 1０４２－７４５－９１９１島森政子

1０４６－２５１－７４８１松原充子

1０４２－７８４－１４８７賀澤洋子
津久井町のぞみの会

1０４２－７８４－２０８９小野利枝

●精神障害者相談員
連絡先氏　名所属団体

1０４２－７５０－６９７６鈴木富美子
みどり会

1０４２－７６１－８６８８菊池京子

1０９０－２５３５－５９２５ピアサポートピアカム地域活動支援センター 
カミング 火・金曜日の午後５時～８時に相談可能

1０４２－７８０－１９８０南場泰子
つくいの里

月～土曜日の午後１時～７時に相談可能

電話番号受付窓口時　間相談日

1０４２－７７５－１７７３緑区役所
市民相談室

午後１時３０分
～４時　

第４金曜日

1０４２－７６９－８２３０中央区役所
市民相談室第１・３金曜日

1０４２－７４９－２１７１南区役所
市民相談室第２水曜日

1０４２－７８３－８１０３城山まちづくり
センター第１金曜日

1０４２－７８０－１４００津久井まちづくり
センター第２水曜日

1０４２－６８４－３２１４相模湖まちづくり
センター第２金曜日

1０４２－６８７－５５１４藤野まちづくり
センター第３水曜日

1０４２－７５３－２１１０横浜地方法務局
相模原支局

午前８時３０分　
～午後５時１５分月～金曜日

※祝日、１２月２９日～１月３日を除く

受付窓口時　間日にち

緑・中央・南区役所市民相談室、　
津久井まちづくりセンター午後１時３０分

～４時　

１２月７日（水）

城山・相模湖まちづくりセンター

　　９日（金）

藤野まちづくりセンター午後１時～３時

人権啓発
講演会

人権のことで困ったときは
　人権擁護委員などが相談に応じます。

人権週間特設相談

希望者は
直接会場へ

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

お問い合わせ
地域福祉課　1０４２－７６９－９２２２

身近な相談相手

障障害害福福祉祉相相談談員員

　市では、障害のある人やその家族の身近な相談相手として、各協会等の皆さんに障
害福祉相談員をお願いしています。日常生活の中での悩みや心配ごとなどを気軽に相
談してください。すべて無料、秘密は厳守します。
※不在の場合があります。また午後９時以降の相談はご遠慮ください。　　（敬称略）

みみんんななでで築築ここうう 人人権権のの世世紀紀
～考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～～考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～

相談日　月～金曜日　　時　間　午前８時３０分～午後５時１５分

女性の
人権ホットライン
　夫やパートナーから
の暴力やセクハラ相談
1０５７０－０７０－８１０

子どもの
人権１１０番

　いじめや虐待など子ど
もの人権にかかわる相談
7０１２０－００７－１１０

みんなの
人権１１０番

　さまざまな人権問題
についての相談
1０５７０－００３－１１０

辺　

真
一
さ
ん
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街かどコンサート

ママリリンンババにによよるる演演奏奏ををししまますす。。曲曲目目はは「「ククリリススママスス
メメドドレレーー（（冬冬景景色色～～ききよよししここのの夜夜））」」ほほかか
日日 時時 １１２２月月１１００日日（（土土））午午後後６６時時～～６６時時３３００分分
会会 場場 ミミウウィィ橋橋本本５５階階イインンナナーーガガーーデデンン

弦弦楽楽二二重重奏奏にによよるる演演奏奏ををししまますす。。曲曲目目はは「「ホホワワイイトト
ククリリススママスス」」ほほかか
日日 時時 １１２２月月１１８８日日（（日日））午午後後５５時時～～５５時時３３００分分
会会 場場 伊伊勢勢丹丹相相模模原原店店本本館館２２階階ギギャャララリリーーススククエエアア
おお問問いい合合わわせせ 文文化化振振興興課課 11００４４２２－－７７６６９９－－８８２２００２２

ささがみはらグリーンプールがみはらグリーンプール

クリスマス会

ササンンタタククロローーススととのの記記念念撮撮影影ががででききまますす。。
日日 時時 １１２２月月２２３３日日（（祝祝））午午前前１１００時時～～午午後後３３時時
※※希希望望者者はは直直接接会会場場へへ

おお問問いい合合わわせせ 同同ププーールル 11００４４２２－－７７５５８８－－３３１１５５１１

クリスマスが近づき、街がイルミネーションで彩られる季節が訪れました。　クリスマスが近づき、街がイルミネーションで彩られる季節が訪れました。
今年のイルミネーションは、東日本大震災で被災した人たちに希望の光を届　今年のイルミネーションは、東日本大震災で被災した人たちに希望の光を届
けたい、地域を明るく盛り上げたい、そんな思いも込められ、またＬＥＤ電球けたい、地域を明るく盛り上げたい、そんな思いも込められ、またＬＥＤ電球
の使用や点灯時間の変更など、環境に配慮した取り組みも広がっています。の使用や点灯時間の変更など、環境に配慮した取り組みも広がっています。
市では、市民、企業、大学などで構成するシティセールス推進協議会との連　市では、市民、企業、大学などで構成するシティセールス推進協議会との連
携・協働により、市の魅力アップに取り組んでいます。携・協働により、市の魅力アップに取り組んでいます。

J

E F G H I

A B C D

届け希望の灯
相模原ウィンター・イルミネーション
　相模原駅前のモニュメントをはじめ、周辺の通り
をイルミネーションで彩ります。
 日時 １月中旬まで　午後５時～１１時
 会 相模原駅ペデストリアンデッキと周辺街路樹等
 問 市観光協会（商業観光課内）　1０４２－７６９－８２３６

アリオ橋本　イルミネーション

　約２万球のＬＥＤ電球が輝きます。カラフルなモ
ニュメントも魅力的です。
 日 ３月下旬まで
 時 午後５時～１０時ごろ
 会 アリオ橋本
 問 アリオ橋本ＳＣ管理事務所　1０４２－７７９－３３１１

mewe Symphony Christmas

　インナーガーデンでは、ＬＥＤ電球を使用した高
さ１０ｍの新しいツリーが季節の彩りを演出します。
 日 １２月２５日（日）まで
 時 午後４時～午前０時
 会 ミウィ橋本５階インナーガーデン、エントランスほか
 問 ミウィ橋本管理組合　1０４２－７００－７４００

　

橋本駅前イルミネーション
　同駅北口・南口に昨年設置した装飾照明は節電の
ため消灯していましたが、再点灯します。
 日時 １２月９日（金）から　午後５時～１０時
 会 同駅北口ペデストリアンデッキほか
 問 商業観光課　1０４２－７６９－９２５５

相模大野ステーションスクエア
クリスマスツリー
　時間で色が変化するイルミネーション。クリスマ
スツリーのさまざまな表情が楽しめます。
 日時 １２月２５日（日）まで　午前１０時～午後１１時
 会 相模大野駅南北自由通路
 問 相模大野ステーションスクエア 

1０４２－７６７－１０００
　

相模大野コリドー
　約４，０００球の明かりに照らされたホワイトツリー
と幻想的な音楽隊の影絵がお迎えします。
 日時 通年　午後５時～１１時
 問 商業観光課　1０４２－７６９－９２５５ 

青山学院大学（中央区淵野辺５－１０－１）

　校内のヒマラヤ杉と礼拝堂のステンドグラスをラ
イトアップします。
 日 １２月２５日（日）まで
 時 午後４時３０分～９時３０分

和泉短期大学 （中央区青葉２－２－１）

　校内のモミの木をライトアップします。
 日 １２月２５日（日）まで
 時 午後５時～９時

桜美林大学プラネット淵野辺キャンパス
（中央区淵野辺４－１６－１）　　

　淵野辺駅北口スクールバス発着所周辺を飾ります。
 日 １月６日（金）まで
 時 午後４時３０分～９時
※１２月１日（木）午後５時～６時には、一時的
に消灯します。

北里大学 （南区北里１－１５－１）

　Ｌ１号館前のモミの木と外階段をライトアップします。
 日 １２月２７日（火）まで
 時 午後４時３０分～９時

津久井湖城山イルミネーション
　高さ約３０ｍのメタセコイアの木などが、１万５，０００
球の輝きに照らされます。
 日 １２月３日（土）～２５日（日）
 時 午後５時～９時
 会 県立津久井湖城山公園花の苑地
 問 津久井観光協会　1０４２－７８４－６４７３

さがみ湖イルミリオン

　関東最大級となる３００万球のＬＥＤのイルミネー
ションが、希望をテーマに美しい輝きで彩ります。
 日 ４月８日（日）まで　
※１月９日までは毎日開催。以降は土・日曜日、祝
　日と特定日に開催します。
 時 １２・１月＝午後５時～９時３０分
※点灯時間は季節により異なります。
※観覧には料金が必要です。
 会 さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト
 問 さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト 

1０４２－６８５－１１１１

藤野駅前イルミネーション
　駅前のモミの木などを約７，０００球のＬＥＤ電球で
ライトアップします。
 日時 １２月２日（金）～３１日（土）日没～午前０時
 会 藤野駅前
 問 藤野商工会　1０４２－６８７－２１３８

相模湖駅前イルミネーション
　駅前に手作りのイルミネーションの灯りが輝きます。
 日 １２月９日（金）～１月９日（祝）
 時 午後５時～１０時３０分
 会 相模湖駅前
 問 相模湖商工会　1０４２－６８４－３３４７
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 日 ＝日にち　 時 ＝点灯時間
 会 ＝会　場　 問 ＝お問い合わせ

クリスマス・
ゴスペル・ライブ

街かどコンサート

ママリリンンババにによよるる演演奏奏ををししまますす。。曲曲目目はは「「ククリリススママスス
メメドドレレーー（（冬冬景景色色～～ききよよししここのの夜夜））」」ほほかか
日日 時時 １１２２月月１１００日日（（土土））午午後後６６時時～～６６時時３３００分分
会会 場場 ミミウウィィ橋橋本本５５階階イインンナナーーガガーーデデンン

弦弦楽楽二二重重奏奏にによよるる演演奏奏ををししまますす。。曲曲目目はは「「ホホワワイイトト
ククリリススママスス」」ほほかか
日日 時時 １１２２月月１１８８日日（（日日））午午後後５５時時～～５５時時３３００分分
会会 場場 伊伊勢勢丹丹相相模模原原店店本本館館２２階階ギギャャララリリーーススククエエアア
おお問問いい合合わわせせ 文文化化振振興興課課 11００４４２２－－７７６６９９－－８８２２００２２

ささがみはらグリーンプールがみはらグリーンプール

クリスマス会

ササンンタタククロローーススととのの記記念念撮撮影影ががででききまますす。。
日日 時時 １１２２月月２２３３日日（（祝祝））午午前前１１００時時～～午午後後３３時時
※※希希望望者者はは直直接接会会場場へへ

おお問問いい合合わわせせ 同同ププーールル 11００４４２２－－７７５５８８－－３３１１５５１１

イイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトももももももももももも楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽しししししししししししもももももももももももううううううううううう！！！！！！！！！！！

ゴゴススペペルルググルルーーププJJeellllyy BBeeaannssのの
ジェリー ビーンズ

総総勢勢５５００人人をを超超ええるるメメンンババーーにによよるる屋屋
外外ラライイブブでですす。。
日日ににちち １１２２月月２２４４日日（（土土））
時時 間間 午午後後５５時時３３００分分～～６６時時３３００分分
会会 場場 相相模模大大野野駅駅北北口口ペペデデスストトリリ

アアンンデデッッキキ
※※希希望望者者はは直直接接会会場場へへ

おお問問いい合合わわせせ
商商業業観観光光課課 11００４４２２－－７７６６９９－－９９２２５５５５

クリスマス・
ゴスペル・ライブ

F

G
希望者は
直接会場へ
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手作りの正月飾りで新年を

子どもおもしろ実験教室 
～葉っぱを科学しよう～

　葉の筋だけを残した葉脈標本でオリジナルカード
を作り、植物の不思議を調べます。
日　時　１２月１８日（日）午後２時～３時３０分
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　小学生＝２０人（申込順）
※４年生以下は保護者同伴
申し込み　電話で午前９時３０分から同館（1０４２－

７５４－３６０４）へ

正月飾り作り
　わらを使って正月飾りを作り
ます。
日にち　１２月２３日（祝）
時　間　午前１０時～１１時３０分
会　場　古民家園（相模川自然

の村公園内）
定　員　１００人（抽選）　　費　用　１００円（材料費）
申し込み　はがきに全員の住所・氏名・電話番号を書いて、

１２月７日（必着）までに文化財保護課（〒２５２－５２７７　中
央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８３７１）へ

図書館の催し

 杜 のホールはしもと８階多目的室
もり

　人形劇「だいくとおにろく」など
時　間　午後２時＝２・３歳児向け、午後３時３０分＝４歳児以上向け
定　員　各２００人（先着順）
※１２月１日から橋本図書館で整理券を配布

お問い合わせ　橋本図書館　1０４２－７７０－６６００

市立図書館（中央区鹿沼台）

　人形劇「ヘンゼルとグレーテル」や大型絵本の読み聞
かせなど

時　間　午前１１時＝２・３歳児向け、午後３時＝４歳児以上向け
定　員　各８０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

相武台分館

　人形劇「なかよし」や絵本の読み聞かせなど
時　間　午前１０時３０分＝２・３歳児向け、午後３時３０分＝４歳児以上向け
定　員　各５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　相武台分館　1０４６－２５５－３３１５

 体験教室 　勾玉作り
　古代アクセサリーの製作方法や 勾  玉 に込められ

まが たま

た意味などを学びます。
日　時　１２月１８日（日）午後２時～４時
会　場　旧石器ハテナ館
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）　
費　用　３００円（材料費）　
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

四季にあわせた七宝焼き教室～初冬～
　来年の 干  支 にちなみ、「タツノオトシゴの壁掛け」を作ります。

え と

日　時　１２月１３日（火）午前９時～正午、午後１時～４時
会　場　老人福祉センター若竹園
対　象　６０歳以上の人＝各１５人（申込順）
費　用　各１，０００円
申し込み　直接か電話で同園（1０４２－７４６－４６２２）へ

プリザーブドフラワー教室
　切り花を美しく咲いた状態で長期間楽しめるように加工するプリザーブ
ドフラワーを、初心者向けのキットで作ります。
日　時　１月８日（日）午後１時～３時
会　場　市民健康文化センター
対　象　小学生以上の人＝３０人（抽選）
費　用　３，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号、「プリザーブドフラワー

教室」と書いて、１２月１５日（必着）までに同センター（〒２５２－０３２８
南区麻溝台１８７２－１　1０４２－７４７－３７７６）へ

勝坂を学ぼう！　勝坂の今昔植物
　史跡勝坂遺跡公園内にある照葉樹林などに
ついて講義・探訪を行い、縄文時代と現代の
植物の生育環境などを学びます。
日　時　１２月１０日（土）午前１０時～正午

〈小雨決行〉
集合場所　史跡勝坂遺跡公園管理棟
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で１２月９日までに文化財保護

課（1０４２－７６９－８３７１）へ

相模大野図書館
　人形劇「三枚のおふだ」のほか、大型絵本の読み聞かせ、
パネルシアターなど

時　間　午後２時＝３～５歳児向け、午後３時＝６歳児以上向け
定　員　各１５０人（先着順）
※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

１１２２月月２２２２日日
（（木木））

若者の自立を応援します
①家族セミナー　子どもの自立と就職に向けて〈全３回〉
　若者への理解や就職支援の在り方などを学びます。セミナー後、希望者
に個別カウンセリングを行います。
日にち　１２月１０日～２４日の毎週土曜日
時　間　午前１０時～正午
対　象　ニート・ひきこもり状態、フリーターの子どもを持つ家族

②若者支援セミナー　履歴書の空白に悩むあなたへ
　ニート・ひきこもり状態から自立への最初の一歩を応援します。
日　時　１２月１５日（木）午後２時～４時
対　象　１５～３９歳の就労に悩む人

みんなで歩こう！初冬の道保川〈１３㎞〉
日にち　１２月１２日（月）〈小雨決行〉
集　合　午前９時２０分までに相模大野中央公園
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

会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本５－４－２０）
定　員　各３０人（申込順）
申し込み　電話で①１２月９日②１４日までに、さがみはら若者サポート

ステーション（1０４２－７０３－３８６１）へ

１２月２１日１２月２１日
（水）
１２月２１日
（水）

１２月１２月２２２２日
（木）
１２月２２日
（木）

１２月１２月２２２２日
（木）
１２月２２日
（木）

ミニ門松作り
　竹を使って卓上用の「ミニ門松」を作ります。
日にち　１２月２３日（祝）
時　間　午前１０時～１１時３０分
　　　　午後１時３０分～３時
対　象　小学生　※３年生以下は保護者同伴
定　員　各２０人（申込順）
費　用　各１，０００円

親子飾り凧作り教室
　正月向けの飾り 凧 を作ります。

だこ

日にち　１２月２４日（土）
時　間　午後１時３０分～４時
定　員　２０人（申込順）
※中学生以上の人は１人での参加も可
費　用　７００円（材料費）

会　場　相模の大凧センター
申し込み　直接か電話で同センター（1０４６－２５５－１３１１）へ

葉
脈
標
本
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
カ
ー
ド

史跡勝坂遺跡公園

冬の大きなおはなし会 保護者同伴可
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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～

北総合体育館の教室
定　員
（抽選）対　象時　間日にち教室名

〈全８回〉

各４０人

１５歳以上の人
（中学生を除く）

午前９時３０分
　～１１時３０分１月１３日～３月２日

の毎週金曜日

バウンドテニス

２０歳以上の人

午後２時３０分
　～４時

健康シェイプ
ダンス

午後１時３０分
　～３時３０分

１月１７日～３月６日
の毎週火曜日気功

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

室名を書いて、１２月１５日（必着）までに同館（〒２５２－０１３４　緑区
下九沢２３６８－１　1０４２－７６３－７７１１）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/

さがみはら元旦マラソン大会
日　時　１月１日（祝）午前８時
会　場　相模原麻溝公園競技場と周辺道路
費　用　５００円
種　別　１．５㎞（ジョギング・ファミリー・小学生）、

３㎞、５㎞
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電

話番号、年齢、性別、種別を書いて、１２
月２２日までに市体育協会へ

相模川寒中水泳大会
日にち　１月１日（祝）
時　間　正午～午後１時３０分
会　場　相模川高田橋（下流）付近
定　員　２００人（先着順）
※希望者は水着と履物を持って直接会場へ
※素足での参加はできません

市民バレーボール選手権大会（小学生）
日　時　１月１４日（土）午前９時
会　場　北総合体育館
種　別　男女別６人制
申し込み　市体育協会にある申込用紙を１２月１１

日（必着）までに同協会へ

スノーシューハイキング（浅間山周辺  高峰高原）
日にち　２月４日（土）～５日（日）〈１泊２日〉
集　合　午前７時に相模原駅北口
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人
定　員　２４人（抽選）
費　用　３万２，０００円（３食付き）
申し込み　往復はがき（１枚４人まで）に全員

の住所・氏名・生年月日・性別・電話番
号、「高峰高原」と書いて、１２月１５日（必
着）までに市体育協会へ

※雪の中を歩くので、防水加工された登山靴な
ど山の装備が必要です。

初級・中級水泳教室〈全８回〉

会　場　さがみはらグリーンプール
対　象　市内在住の１８歳以上の人

費　用　各４，８００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、

年齢、電話番号、希望時間、「初級・中
級水泳教室」と書いて、１２月１５日（必着）
までに市体育協会へ

市民日帰りスキースクール
日にち　２月１２日（日）
集　合　午前５時＝市南区合同庁舎

午前５時１５分＝市役所
会　場　サンメドウズ清里スキー場（山梨県）
対　象　小学校３年生以上の人＝４０人（抽選）
費　用　講習あり＝９，５００円、講習なし＝７，５００

円、小学生＝６，５００円（昼食付き） 
レンタル希望者は板・靴のセット２，６００
円、ウエア１，８００円が別途必要
※リフト券代が別途必要

申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、生
年月日、性別、電話番号、集合場所、講
習の有無、レンタル希
望者は身長・靴・服の
サイズを書いて、１月
１６日（必着）までに市
体育協会へ

さがみはらグリーンプールの講座・教室
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち講座・教室名

各
１，０００円各２０人

１８歳以上の人午前１０時
　～正午１２月１５日（木）話し方

６歳～
小学校３年生

午後３時
　～４時１２月２５日（日）英語で遊ぼう

クリスマス

申し込み　直接か電話で、同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

相模原麻溝公園競技場の講座・教室
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち講座・教室名

各
５００円

１０組
小学校１～
４年生とそ
の保護者

午前１０時
　～１１時１２月２４日（土）親子サッカー

各２０人１６歳以上
の人

午前１０時
　～正午

１２月２３日（祝）・
１月２１日（土）

初
心
者ランニング

クリニック 経
験
者

３００円７０人小学生
以上の人

午前１０時３０分
　～正午１２月２８日（水）JAXA教授による

冬休み宇宙科学

各
５，０００円

各２０人

１８歳以上
の人

午前９時１５分
　～１０時１５分

１月５日～
２月２３日の
毎週木曜日

初心者向け
シェイプアップ
ヨガ〈全８回〉

午前１１時
　～正午シェイプアップ

ヨガ〈全８回〉 午後０時４５分
　～１時４５分

各
３００円

小学校
３・４年生

午後４時３０分
　～５時３０分

１月５日～
３月２９日の
毎週木曜日

キッズスポーツ

各
５，０００円

１８歳以上
の人

午前９時１５分
　～１０時１５分１月６日～

２月２４日の
毎週金曜日

初心者向け
お手軽ヨガ
〈全８回〉 午後０時４５分

　～１時４５分

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

ラージボール卓球教室
（初中級クラス）〈全８回〉

　通常より大きいボールを使う卓球です。
日にち　１月１１日～２月２９日の毎週水曜日
時　間　午後１時～２時３０分
会　場　サーティーフォー相模原球場体育室
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の人（高校生を除く）
定　員　２０人（抽選）
費　用　３，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番

号、「ラージボール卓球教室」と書いて、１２月１２日（必着）まで
に同球場（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６　1０４２－７５３－
６９３０）へ

キッズサッカー教室
　東京ヴェルディ１９６９相模原支部の指導者が、サッカーの楽しさを教え
ます。
日　時　１２月１８日（日）午前１０時～正午
会　場　津久井又野公園
対　象　市内在住か在学の小学校１～４年生＝３０人（申込順）
費　用　５００円
申し込み　直接か電話で相模湖林間公園（1０４２－６８５－１３３０）へ

相模湖駅伝競走大会
日　時　１月９日（祝）午前９時
費　用　１チーム２，０００円（中学生の部は無料）
※コースなど詳しくはお問い合わせください。
申し込み　生涯学習課各教育班、スポーツ課にある申込用紙を１２月１４日

（必着）までに生涯学習課相模湖教育班（1０４２－６８４－３２５７）へ

定　員
（抽選）時　間日にち

８０人午前１０時
　～正午

１月１７日～３月２７日の毎週
火曜日（１月３１日、２月７
日、３月２０日を除く）

６０人午後７時
　～９時

１月１８日～３月２１日の毎週
水曜日（２月１日・８日を
除く）



����23 (2011) .12.1 No.1230

市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

建物を取り壊したときは連絡を建物を取り壊したときは連絡を

　今年中に取り壊した建物には、
平成２４年度から固定資産税・都市
計画税が課税されません。また「事
務所や店舗から住宅へ」など建物
の利用状況に変更があったときは、
課税内容が変更になる場合があり
ます。
問 資産税課

市街化調整区域の市街化調整区域の 

土地購入や土地購入や利用にご注意を利用にご注意を

　市街化調整区域は原則として建
築物を建てることはできません。
また、同区域を一定の区画に分け、
宅地と見せかけた「現況有姿分譲
地」は、倉庫、物置、コンテナな
ども建てることができません。
問 開発調整課

来年４月に小・中学校へ入学する来年４月に小・中学校へ入学する

人に就学通知書を郵送人に就学通知書を郵送

対 小学校＝平成１７年４月２日～１８
年４月１日に生まれた人、中学校
＝１１年４月２日～１２年４月１日に
生まれた人
※１２月中旬に郵送。届かない場合
はお問い合わせください。
通学する市立小 ･中学校の変更
　市が指定した学校を、申し立て
により変更できる場合があります。
詳しくは市ホームページの 暮らし
の情報 → 子育て→ 小学校・中学
校 → 小・中学校の通学区域 → 指
定変更許可制度 をご覧になるか、
お問い合わせください。
東日本大震災で被災地から市内に
避難された人へ
　市立小・中学校への入学を希望
し、手続きが済んでない場合はお
問い合わせください。
問 学務課

宿泊利用①相模川清流の里宿泊利用①相模川清流の里 

②たてしな自然の村②たてしな自然の村

２月までの空き状況　平日に空き
あり
申 随時受け付け
３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１２月
１０日までに各施設へ。抽選後の空
き室の申し込みは１２月２１日から電
話で①7０１２０－９８８－５４７②1０２６７
－５５－６７７６へ
①３月の休館日　１２日（月）・１３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

選挙人名簿・在外選挙人名簿の縦覧選挙人名簿・在外選挙人名簿の縦覧

対 選挙人名簿　平成３年１２月２日
までに生まれた人で、２３年９月１
日までに市の住民基本台帳に記録
され、１２月１日まで引き続き記録
されている人
在外選挙人名簿　海外に転出し引
き続き３か月以上滞在していて同
名簿への登録申請をした人のうち
１２月２日までに同名簿に登録され
た人
※すでに登録されている人は除く
縦覧期間　１２月３日（土）～７日
（水）
会 各区選挙管理委員会事務局（中
央区は３日・４日が市役所本館守
衛室）
※縦覧希望者は直接会場へ（電話
での登録確認は不可）
問 各区選挙管理委員会事務局

農業委員会委員選挙人名簿の農業委員会委員選挙人名簿の

登載申請を１月１０日までに登載申請を１月１０日までに

　名簿の使用期間は３月３１日～平
成２５年３月３０日
対 市内在住の２０歳以上（平成４年
４月１日までに生まれた人）で、
次のいずれかに該当する人①１０ア
ール以上の農地で耕作の業務を営
んでいる②①の人と同居している
親族かその配偶者で、年間おおむ
ね６０日以上耕作に従事している③
１０アール以上の農地で耕作業務を
営む農業生産法人の組合員か社員、
株主で年間おおむね６０日以上耕作
に従事している
※申請書が１２月１５日までに届かな
い場合はお問い合わせください。
問 市選挙管理委員会事務局

さがみはら・ふれあいさがみはら・ふれあい

ハートポイント事業登録説明会ハートポイント事業登録説明会

　市内の高齢者福祉施設などで行
うボランティア活動をポイントに
換え、貯まったポイントに応じて
報償金として還元

時 午後２時～３時
対 市内在住の６５歳以上の人
※希望者は直接会場へ
問 介護予防推進課

枯れ草火災防止にご協力を枯れ草火災防止にご協力を

　枯れた雑草へのたばこの投げ捨
てや火遊びなどによる火災が毎年
発生しています。空き地の所有者
は早めに刈り取ってください。火
災予防上危険な場合は、消防署か
ら刈り取りを依頼することがあり
ますのでご協力ください。
問 各消防署

建物の耐震巡回相談建物の耐震巡回相談

日 １２月７日（水）
時 午後１時３０分～４時３０分
会 橋本公民館
※希望者は直接会場へ。確認通知
書と図面があれば持参してくださ
い。
問 建築指導課

マンション管理 無料相談会マンション管理　無料相談会

日 １２月１１日（日）
時 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

マンション管理セミナーマンション管理セミナー

　「エレベータ新設の諸問題と課
題」についての講演と、マンショ
ン管理士等による無料相談
日 １２月１７日（土）
時 午後１時３０分～４時
会 市民会館
対 市内か近郊に在住の人
定 ５０人（申込順）
申 電話で相模原マンション管理組
合ネットワーク（1０４２－８５５－
０５５５）へ

首都圏首都圏 

年内就職応援キャンペーン年内就職応援キャンペーン

　離職によって住居を失った人や
雇用保険受給資格が無く（または
受給が終了し）、就職活動中の生
活費に困っている人などを対象に、
ハローワークの住居・生活支援窓
口が相談を受け付けています。
問 ハローワーク相模原（1０４２－
７７６－８６０９　部門コード４２#）

国民健康保険税収納推進員国民健康保険税収納推進員

勤務　４月から、橋本・大沢・城
山地区、中央区、南区への訪問徴
収など
賃金　歩合給
対 市内在住で、市税等を滞納して
いない人
定 若干名
申 国民健康保険課にある申込書を
１２月２１日までに同課（1０４２－７６９
－８２３４）へ

相模原看護専門学校相模原看護専門学校

平成２４年度の学生平成２４年度の学生

　一般入試を実施します。詳しく
は同校のホームページか、同校で
販売する募集要項（１部１，０００円）
をご覧ください。
問 同校（1０４６－２５９－１１５５）

県立相模原公園サカタのタネ県立相模原公園サカタのタネ 

グリーンハウス内の展示作品グリーンハウス内の展示作品

募集作品　同公園の花と緑をテー
マにした写真・絵画など
※詳しくは同ハウスのホームペー
ジにある募集要項をご覧になるか、
お問い合わせください。
問 同公園（1０４２－７７８－１６５３）

南こども家庭相談課の南こども家庭相談課の 

非常勤社会福祉職非常勤社会福祉職（福祉指導担当）（福祉指導担当）

　療育支援・療育相談・巡回訪問
業務など
勤務　１月４日～３１日（土・日
曜日、祝日を除く）の午前１０時～
午後５時
賃金　時給１，１５０円
対 社会福祉主事任用資格を持ち障
害児支援の経験がある人＝１人
申 電話で１２月５日～９日に南こど
も家庭相談課（1０４２－７０１－７７２７）
へ

市体育協会の①正規職員市体育協会の①正規職員

②嘱託職員③臨時職員②嘱託職員③臨時職員

　スポーツ事業の企画運営など
対 ①は昭和５６年４月２日～平成６
年４月１日生まれの人
※給与・賃金など詳しくは、お問
い合わせください。
定 各若干名
申 市体育協会にある申込書（同協
会ホームページからダウンロード
可）を１２月２０日までに同協会（1 

０４２－７５１－５５５２）へ

リサイクルスクエア １２月の催しリサイクルスクエア　１２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 １２月２０日までに、各会場へ
※抽選発表は１２月２１日（水）午後
１時
おもちゃの病院
日時 １２月４日（日） 午前１０時～正午
※受け付けは１１時３０分まで
会 橋本台リサイクルスクエア
費 無料（１人２点まで。部品代は
有料）
※希望者は直接会場へ
問 資源循環推進課

「ｉｎｐｕｔ→ｏｕｔｐｕｔ「ｉｎｐｕｔ→ｏｕｔｐｕｔ　 

溝田コレクション×溝田コレクション×光島貴之」光島貴之」

　初公開のコレクションと、その
作品鑑賞をもとに制作された作品
を展示
日 １２月９日（金）～２月５日（日）
時 午前１０時～午後５時
※入館は４時３０分まで
会 女子美アートミュージアム
※火曜日、１２月２８日（水）～１月
９日（祝）は休館。費用など詳し
くはお問い合わせください。
問 同所（1０４２－７７８－６８０１）

トークサロントークサロン 

「地域・市民活動のすすめ！」「地域・市民活動のすすめ！」

　地域に根ざした自治会活動や市
民団体の活動紹介と意見交換
日時 １２月１７日（土）午後２時～４時
会 さがみはら市民活動サポートセ
ンター
定 ２０人（先着順）
費 ２００円（大学生以下の人は無料）
※希望者は直接会場へ
問 さがみはら市民会議（1０９０－
４１２４－１９８５）

お知らせ 

イベント 

施設のお休み

市民健康文化センター
日１２月１２日（月）、２９日（木）
～１月３日（火）
問同所（1０４２－７４７－３７７６）

さがみはら北の丘センター
日１２月１３日（火）、２８日（水）
～１月３日（火）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）

募　　集 

会　場日にち
橋本公民館１２月２０日（火）

ウエルネスさがみはら１月３０日（月）

電話番号
０４２－７７５－８８２０緑　区
０４２－７６９－９２５９

中央区 ３日・４日は
０４２－７５４－１１１１
０４２－７４９－２１１７南　区

電話番号
０４２－７５１－０１１９相模原
０４２－７４４－０１１９南
０４２－７７４－０１１９北
０４２－６８５－０１１９津久井
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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各広告主へ。

お茶会～おしゃべり広場お茶会～おしゃべり広場

テーマ　ロシア文化について
日 １２月１０日（土）
時 午後４時～５時３０分
会 さがみはら国際交流ラウンジ
定 ４０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
※毎月第２土曜日に同ラウンジで
活動している外国人、日本語を勉
強している外国人を交えて、どな
たでも参加できる国際色豊かな交
流会を開いています。
問 同ラウンジ（1０４２－７５０－４１５０）

土曜コンサート「ゴスペル」土曜コンサート「ゴスペル」

日時 １２月１７日（土） 午後５時３０分
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定 ２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 同所（1０４２－７７５－５６６５）

県立相模原公園「サカタの県立相模原公園「サカタの 

タネグリーンハウスの催し」タネグリーンハウスの催し」

大野匡子「植物のある風景」シャ
ドーボックス展　
日 １２月６日（火）～１８日（日）
時 午前９時３０分～午後４時
「とみ工房」七宝焼き展
日 １２月６日（火）～２５日（日）
時 午前９時３０分～午後４時
七宝焼体験教室
日 １２月１０日（土）・１１日（日）
時 午前１０時、午後１時
定 各１５人（先着順）
費 各５００円
※希望者は直接会場へ
マンスリーコンサート
　ボーカルアンサンブル
日 １２月１８日（日）
時 午後１時３０分、２時３０分
問 同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

体験教室「正月の生け花」体験教室「正月の生け花」

日 １２月２３日（祝）
時 午後１時３０分～３時３０分
会 県立相模原公園
定 ４０人（申込順）
費 １，０００円
申 電話で同公園（1０４２－７７８－
１６５３）へ

職業大創立５０周年記念職業大創立５０周年記念

「職業能力開発研究発表講演会」「職業能力開発研究発表講演会」

日 １２月１日（木）・２日（金）
時 午前１０時３０分～午後５時（２日
は午後４時まで）
会 職業能力開発総合大学校７号館
（緑区橋本台４－１－１）
※希望者は直接会場へ
問 同事務局（1０４２－７６３－９０４６）

初心者民謡講座〈全１０回〉初心者民謡講座〈全１０回〉

日 １月２５日～３月２８日の毎週水曜
日
時 午後３時～５時
会 市民会館
定 ３０人（申込順）
費 ２，０００円
申 電話で１２月３１日までに市民謡協
会の辻さん（1 ０４２－７５４－７７７３）
へ

でいらぼっちとネイチャーでいらぼっちとネイチャー 

ゲームをしてみませんか？！ゲームをしてみませんか？！

日 １２月１１日（日）
時 午前１０時～正午
会 鹿沼公園
対 小学生以上の人
定 ３０人（申込順）
費 １００円
申 直接か電話で同公園（1０４２－
７５５－９７８１）へ

発見しよう！発見しよう！

まちの中の小さな自然まちの中の小さな自然

　自然観察指導員と一緒に、植物
や生き物を観察
日 １２月１４日（水）
時 午前９時３０分～１１時３０分
会 環境情報センター周辺
※希望者は、飲み物とルーぺなど
観察に必要な道具（貸し出しあり）
を持って、直接会場へ
問 同センター（1０４２－７６９－９２４８）

巨大クリスマスリースの巨大クリスマスリースの

飾り付けをしよう飾り付けをしよう

日 １２月１１日（日）
時 午後１時～３時３０分
会 相模原麻溝公園
対 ５歳～小学生とその保護者
定 １５組（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 市みどりの協会（1０４２－７７７－
２８６０）

けやき体育館の催しけやき体育館の催し

①新春！ぶんぶんゴマなどで遊ぼ
う
日 １月６日（金）
時 午前１０時～正午
定 ３０人、ボランティア＝多数（申
込順）
②体育室の無料開放
　遊具やスポーツ器具が利用可
日 １月６日（金）
時 午後１時～４時３０分
定 ３０人（申込順）
※付き添いが必要
※小学生～高校生の兄弟姉妹の参
加可
③障害者スポーツ講座「ソフトテ
ニス」〈全３回〉
日 １月８日、２月１９日、３月１８日
の日曜日
時 午後２時～４時
定 ２０人、ボランティア＝５人（申
込順）
④障害者ふれあい文化講座「書道」
〈全３回〉
日 １月１５日・２９日、２月１２日の日
曜日
時 午後２時～４時
定 １５人、ボランティア＝５人（申
込順）

◇　　　◇
対 ①市内在住か在勤・在学の障害
児・者②市内在住か在学の小学生
～高校生の障害児③④市内在住か
在勤・在学の知的障害児・者
申 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、
①②１月６日③１２月２７日④１月７
日までに同館（1０４２－７５３－９０３０ 
6０４２－７６９－１２００）へ

国際化支援のための知財と国際化支援のための知財と

海外情勢に関するセミナー海外情勢に関するセミナー

　中国を中心としたアジア地域の
最新知財事情について
日 １２月６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）

催 し

仲 間

講演・講座 
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応応応応応応応応応募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募ははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前まままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで

　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。
▼混声合唱団イル・カローレ幸友　
演奏会　１２月４日（日）午後５時～
７時、サン・エールさがみはら　曲
目は「マンマ・ミーア」など　�問 清
水（1０９０－２９４２－６２３４）
▼どんぐり会木版画展　１２月４日
（日）～８日（木）午前１０時～午後
６時（４日は午後１時から、８日は
午後４時まで）、相模大野ギャラリ
ー　�問 川上（1０４２－７４６－４６０９）
▼年忘れクリスマスダンスパーティ
ー　１２月４日（日）・２３日（祝）午後６
時１５分～９時、サン・エールさがみ
はら。費用８００円　�問 山中（1０４２－
７１２－１３５０）
▼青陵ウインドオーケストラ　ウイ
ンターコンサート　１２月１１日（日）
午後３時～５時、ハーモニーホール
座間（座間市緑ケ丘１－１－２）。
入場料５００円（小学生以下は無料）。
※同ホールで前売り券を販売　�問 同
実行委員会（1０８０－３２５１－９２６０）
　　　　　　　会費などは個別にお問い
　　　　　　　合わせください。
▼中国語　毎週土曜日午後６時３０分、
相模台公民館。見学可　�問 野口（1 

０４２－７３３－３９３４）
▼女声カラオケ　毎週水曜日午後２
時、サン・エールさがみはら。見学
可　�問 安室（1０８０－５４８６－０５２２）
▼混声合唱　月３回程度土曜日午後
７時３０分、光が丘公民館ほか。初心
者歓迎。見学可　�問 佐藤（1０４２－７５３
－４６０７）
▼小学生バレーボール　毎週火・木・
土曜日午後５時か６時、宮上小学校
体育館ほか　�問 柳川（1０８０－３４６３－
８４２６）
▼テニス　毎週土曜日午前８時３０分、
淵野辺公園テニス場ほか　対象は
初・中級者　�問 見上（1０９０－３９０２－
６９２８）
▼社交ダンス　毎週土曜日午後１時、
市体育館ほか。初心者歓迎　�問 山谷
（1０９０－８１０５－７０９４）

　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。

１２月２５日（日）まで 

クリスマス水槽・グラスツリー
　クリスマスをイメージした水槽や、生きものの入った
グラスをツリーに見立てて展示します。

フィーディングタイム 
～クリスマスバージョン～
　サンタさんから生きものたちにエサをプレゼントします。
時　間　午後１時３０分、３時３０分

１２月２３日（祝）～２５日（日）

ペンギンのお散歩タイム ～クリスマス ver. ～
サンタさんと一緒にペンギンたちがお散歩します。

時　間　午前１１時、午後１時、３時（各１５分）

１２月３１日（土）まで 

マンスリー水槽　「めざせ！ おさかな博士！」
　間違い探しをしながら「おさかな博士」をめざ
します。
展示生物　ヒラメ、カレイの仲間など

相模川ふれあい科学館　1０４２－７６２－２１１０

開館時間　午前９時３０分～午後４時３０分
１２月の休館日　月曜日（２６日を除く）
入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）

相相模模川川ふふれれああいい科科学学館館のの催催しし
～ふれあい科学館のクリスマス～

青少年学習センターの催し青少年学習センターの催し
市少年少女合唱団クリスマスミニコンサート

　クリスマスの名曲などを合唱団と一緒に歌います。
日　時　１２月２３日（祝）午前１０時３０分～１１時３０分
定　員　１５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

合唱団の団員募集
対　象　市内在住か在学の小・中学生
※青少年学習センターで土・日曜日に活動しています。見学希望者は気
軽にお問い合わせください。

　　　　　　  クリスマス飾り「モールアート」

　クリスマスツリーの飾りを作って、飾り付けをします。
日　時　１２月１８日（日）午後２時～４時
対　象　市内在住か在学の小学生＝３０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　青少年学習センター　1０４２－７５１－００９１

あそびの学校

～相模原ごみＤＥ     ７  １ 大作戦～
で な い

廃油や松ぼっくりなどを使って手作りの廃油や松ぼっくりなどを使って手作りの
キャンドルとクリスマスツリーを作ってみようキャンドルとクリスマスツリーを作ってみよう
日　時　１２月１７日（土）午前１０時～正午
会　場　環境情報センター
対　象　市内在住か在勤・在学の人（団体・親子での参加も可）
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で麻溝台環境事業所（1０４２－７４７－１２４１）へ

ヒ
ラ
メ

シシネネママササロロンン
　「東京物語」（１９５３年／日本／白黒）を上映します。
日にち　１２月１８日（日）・２０日（火）
時　間　午後２時～４時２０分
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　各１５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　視聴覚ライブラリー　1０４２－７５３－２４０１

番　組　名時　間
こどもプラネタリウム「おしえて！さがぽん　お月さまって
なぁに？」午前１１時　　

全天周映画「ＨＡＹＡＢＵＳＡ」帰還バージョン午後１時３０分
プラネタリウム「２０１２年の華麗なる天体ショー～天文現象の
金・金・金～」　　２時４０分

全天周映画「銀河鉄道の夜」　　３時５０分

金環日食

市市立立博博物物館館のの催催しし
星空観望会（１２月）
　プラネタリウムで星空解説後、天体観測室で観望します。
日　時　１２月２４日（土）午後７時～８時３０分
定　員　１２０人（先着順）　※中学生以下は保護者同伴
※希望者は午後６時３０分～７時に直接会場へ

プラネタリウム新番組「２０１２年の華麗なる天体ショー～天文現
象の金・金・金～」
　２０１２年に起きる金環日食などの天文現象について
解説します。
期　間　１月３１日（火）まで　
時　間　午後２時４０分
定　員　２１０人（先着順）　※希望者は直接会場へ
費　用　５００円（４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円）

冬休み特別上映　プラネタリウム・全天周映画
期　間　１２月２３日（祝）～２７日（火）、１月４日（水）～９日（祝）

※上映スケジュールは変更する場合があります。
※こどもプラネタリウムは１月４日から「おしえて！さがぽん　宇宙の
おしごと」に変わります。
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、６５歳以上の人２５０円）

市立博物館　1０４２－７５０－８０３０
開館時間　午前９時３０分～午後５時
１２月の休館日　月曜日、２８日（水）～３１日（土）
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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。サン・エールさがみはらは
午後２時 ～３時１５分

対象　平成２３年７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１月１６日（月）

赤ちゃん
セミナー

○ウ１月２３日（月）

サン・エール
さがみはら
（緑区西橋本）

１月２６日（木）

○１２ 

　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

○津
１月１６日（月）
　　２３日（月）
　　３０日（月）

ハロー
マザークラス
〈全３回〉

○7 

　「子育てに向いていない」「子ど
もがかわいく思えない」などと感じ
ているお母さん同士が語り合い、気
持ちを楽にする場
時間　午前１０時～１１時３０分
対象　乳幼児の母親
※保育あり（要予約）

○ウ１２月１４日（水）

ママの心の
ケアルーム
「ママの
休み時間」

●相談●
申込内容・対象など会場時　間日にち相談名

（相談員）

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

○橋
○ウ
○南

午前８時３０分
　～午後５時
（祝日を除く）

月～金曜日

健康相談
電話相談
（保健師）

○津月・木曜日

○湖火曜日

○藤水曜日

○城金曜日

○5 

　エイズ、性器クラミジア、
梅毒の検査・相談（無料・匿
名）
定員　各１２人（申込順）
※１２月６日（火）に○ウでエイ
ズ即日検査あり

○ウ午前９時
　～１１時

１２月１３日～
　　２０日の
毎週火曜日エイズ等の

検査・相談
○橋午後２時

　～４時
１２月１０日（土）
　　１７日（土）

※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　　１２月１５日（木）くすりの

相談

　ひきこもり問題を抱える家族の
グループ相談会
対象　市内在住か在勤の人
申し込み　電話で精神保健福祉セ

ンター（1０４２－７６９－９８１８）へ

○ウ午後２時
　～４時１２月２１日（水）ひきこもり

相談会

●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

１２月１５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

１２月１９日（月）

精神科
セカンド
オピニオン
外来

　専門医などが、お酒の量を減らしたい、
家族の飲み方が心配等の相談に応じます。
対象　アルコールに関する問題を持つ

人とその家族
定員　２人（申込順。調整あり）

午前１０時
　～正午１２月２０日（火）

みんなの
アルコール
相談

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

●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、市内協力医療機関などで実施しています。
※費用や日程など詳しくは、本紙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

●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

○9 

　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○ウ

午前９時４５分
　　１０時１５分
　　１０時４５分

１月１３日（金）

骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー

　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

午後１時１５分
　～４時１５分１月１１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 

△田名○こ １２月２０日（火）ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

△相武台○こ １２月２１日（水）

○湖 １２月２２日（木）

●高齢者のための事業案内●
申込内　容会場時　間日にち事業名

○3 
　専門医による認知症につい
ての相談
定員　各２人（申込順）

○ウ午前１０時
　～正午１２月６日（火）

高齢者
認知症相談

○2 ○橋午後１時
　～３時１２月７日（水）

○4 ○南午前１０時
　～正午

１２月２７日（火）
○3 ○ウ午後１時

　～３時
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

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

急病などで困ったときは
  （電話番号をよく確かめて）

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

医科

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

歯科

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

接骨

アルコール・薬物家族教室
　アルコール・薬物問題を理解し、その対応について学
びます。
日　時　１２月２８日（水）午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住か在勤のアルコール・薬物問題がある

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

生活習慣病
予防教室

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・体年齢や活動量の測定、食生活に関する講話などを通して、体の中から美しくなる
ポイントを学びます。
日　時　１月１０日・１７日の火曜日午後１時３０分～３時３０分
会　場　ウェルネスさがみはら　　対　象　市内在住か在勤の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

愛 の 献 血
会　場時　間日にち

市役所前午前１０時３０分～正午
午後１時３０分～３時３０分１２月１日（木）

相模原警察署午前９時３０分～１１時３０分　　２日（金）
市役所前

午前１０時～正午
午後１時３０分～３時３０分

　　８日（木）
橋本駅ペデストリアン

デッキ下　　１０日（土）

※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

血糖値が気になりはじめた人へ〈全４回〉 　　　　　　会　場　南保健福祉センター
内　容対　象時　間日にち

身体活動量、体
組成、血管年齢
等を測定し、糖
尿病の予防や血
糖値の改善をめ
ざします。

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当する
人＝１０人程度（選考）
①空腹時血糖値が１００～１２５㎎／dl
②HbA１cが５．２～６．０％
③検査値が①②よりも高い人で、医師の許可がある
※内服治療をしている人は医師の許可が必要です。

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分～正
午は公開講座①

１月６日（金）

午前１０時～正午
１月１７日（火）
２月３日（金）
３月２日（金）
申し込み　電話で１２月１５日までに南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）へ

血圧が気になりはじめた人へ〈全４回〉　　　　　　会　場　シティ・プラザはしもと
内　容対　象時　間日にち

血圧、身体活動
量、体組成、血
管年齢等を測定
し、高血圧の予
防や血圧値の改
善をめざします。

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当する
人＝１０人程度（選考）
①血圧の上が１３０～１３９㎜Hg
②血圧の下が８５～８９㎜Hg
③血圧が①②よりも高い人で、医師の許可がある
※内服治療をしている人は医師の許可が必要です。

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分～正
午は公開講座③

１月１８日（水）

午前１０時～正午
１月２５日（水）
２月８日（水）
３月７日（水）
申し込み　電話で１２月２８日までに緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）へ

コレステロールが気になりはじめた人へ〈全４回〉　　会　場　ウェルネスさがみはら
内　容対　象時　間日にち

身体活動量、体
組成、血管年齢
等を測定し、脂
質異常症の予防
やコレステロー
ル値・中性脂肪
値の改善をめざ
します。

市内在住の４０～６４歳で、次のいずれかに該当する
人＝８人程度（選考）
①中性脂肪が１５０～２９９㎎／dl
②ＬＤＬコレステロールが１２０～１３９㎎／dl
③ＨＤＬコレステロールが３５～３９㎎／dl
④検査値が①②よりも高いか③よりも低い人で、
医師の許可がある
※内服治療をしている人は医師の許可が必要です。

午前９時３０分～正午
※午前１０時３０分～正
午は公開講座②

１月１６日（月）

午前１０時～正午

１月２７日（金）

２月１５日（水）

３月１４日（水）

申し込み　電話で１２月１９日までに中央保健センター（1０４２－７６９－８２３３）へ

時　間　午前１０時３０分～正午　　対　象　市内在住か在勤の人＝各５０人（申込順）
申し込み　電話で①は南保健センター（1０４２－７０１－７７０８）、②は中央保健センター（1０４２

－７６９－８２３３）、③は緑保健センター（1０４２－７７５－８８１６）へ

コレステロール、血糖値、血圧が気になりはじめた人へ
　保健師などによる講義や身体活動量・血管年齢等の測定、グループワークなどを行います。
公開講座

会　場内　容日にち
南保健福祉センター血糖値はこうして下げる１月６日（金）①
ウェルネスさがみはらコレステロール値はこうして下げる１月１６日（月）②
シティ・プラザはしもと血圧はこうして下げる１月１８日（水）③

　　　　　　　麻しん・風しんの予防接種はお済みですか？
　麻しん（はしか）・風しん予防接種を各期１回無料で受けられます。
　まだ接種していない人は早めに接種しましょう。

対象（原則、保護者同伴）
小学校へ就学する前年度中（平成１７年４月２日～１８年４月１日生まれ）２期
中学校１年生に相当する年齢（平成１０年４月２日～１１年４月１日生まれ）３期
高校３年生に相当する年齢（平成５年４月２日～６年４月１日生まれ）４期

会　場　協力医療機関（要予約）　　持ち物　母子健康手帳、予診票（協力医療機関にもあり）
※対象者には、協力医療機関名簿と予診票を４月中旬に郵送しました。
※１期対象の１歳児には、１歳になる月の前月末に予診票などを郵送します。
※高校２年生に相当する年齢（平成６年４月２日～７年４月１日生まれ）の人で、学校行事で
海外旅行をする場合、４期対象者と同様に接種できます。

お問い合わせ　疾病対策課　1０４２－７６９－８３４６

インフルエンザ・感染性胃腸炎など

　感染症を予防しよう！
　これからは感染症が流行しやすい時期です。手軽にで
きることを習慣にして予防に努めましょう。

せきエチケット

①せきやくしゃみをするときは、ティ

ッシュで口と鼻を覆いましょう。

②鼻水や 痰 などが付いたティッシュは
たん

ごみ箱に捨て、その後はよく手を洗

いましょう。

③せき・くしゃみなどの症

状がある人は、必ずマス

クを着用しましょう。

お問い合わせ　疾病対策課　1０４２－７６９－８２６０

食品衛生年末総点検を実施します
　食品が大量に流通する時期になりました。食中毒など
を防ぐため、施設などへ立ち入り、衛生管理の確認や食
品の抜き取り検査を行います。
期　間　１２月２８日（水）まで
対　象　○多種多様な食品を扱う施設
　　　　○食品を大量に調理、製造する施設

お問い合わせ　生活衛生課　　1０４２－７６９－９２３４
　　　　　　　同課津久井班　1０４２－７８０－１４１３

正しい手洗い
◎水と石けんを使って、１５秒以上洗いましょう。

◎流水でよく洗い流し、水分をよく拭き取りましょう。

１　流水で手をぬ 
　らし、石けんを 
　適量つける。 

２　手のひらと 
　手の背を洗う。 

３　指の間もし 
　っかり洗う。 

４　親指も忘れず 
　にねじり洗い。 

５　指先や爪の 
　間もしっかり 
　洗う。 

６　手首も忘れ 
　ずに洗う。 

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

接種期間
平成２４年３月３１日まで
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