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さがみはらスイーツフェスティバル２０１１  参加店募集 12

２０回目を迎えた 
「高齢者よい歯のコンクール」で２９人を表彰 

市民文化祭�～作品・出演者を募集～ 5
小田急多摩線延伸に向けた取り組み 6

　６月１２日、「一生自分の歯で食べる」ことをめ
ざす運動の一環として、市と共催で市歯科医師会
が同コンクールを開催しました。 
　２０回目を迎えた今年は、７０歳以上の市民８９人か
ら応募があり、最優秀賞・市長賞を長谷川昭吾さ
ん（７０歳代の部）、溝呂木龍三さん（８０歳以上の
部）が受賞し、優秀賞を７０歳代の部は１９人、８０歳
以上の部は８人が受賞しました。 

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－８３４５ 

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

７０歳代の部の表彰式 
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6月1日現在（　）は前月との増減 

人 口  718,704　（284増） 

世 帯  305,316　（421増） 
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※削減率は、在宅世帯の日中の平均的消費電力（午
後２時、約１２００Ｗ）に対する削減率の目安（資
源エネルギー庁の推計）です。

※このほかの電気製品による節電対策は、市ホーム
ページの 節電関連情報について をご覧ください。

　節電に取り組む市民や事業者への支
援事業などを２㌻で紹介しています。

お問い合わせ
環境政策課　1０４２－７６９－８２４０

冷房 

室内 
風量 

Ｌ 

設  定 28
30.0
.
0 ℃ 

家庭や 家庭や 事業所の 事業所の 

　今年の夏は、深刻な電力不足が生じると予想されています。市は、「市節電対策基本方

針」を策定し、さまざまな節電対策に全力で取り組んでいますが、この状況を乗り越える

には、市民・事業者の皆さん一人ひとりが、「節電対策の主役」として行動することが不

可欠です。皆さんのより一層の節電をお願いします。

　● 消費電力が多いのは午前９時～午後８時
　● 夏の消費電力のピークは午後２時ごろ

昨年の夏、最も電力を使用した日 

全需要 
家庭 

（時刻） 

（万kW） 

資料：資源エネルギー庁推計を参考に本市で作成 
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東京電力の 
供給見通し 夏の日中（午後２時ごろ）の消費電力（全世帯平均） 

エアコン 
53％ 冷蔵庫 

23％ 

テレビ  5％ 

照明  5％ 
温水洗浄便座  0.8％ 
パソコン  0.3％ 
待機電力  4％ 

その他 
10％ 

資料： 
資源エネルギー庁推計 

※端数処理の関係で合計は１００％になりません。 

　● 夏の午後２時ごろの家庭での消費電力は、エアコン、
冷蔵庫、テレビ、照明が８割以上を占める

　● 消費電力の多い時間帯の節電が効果的

　● 室温を２８℃に（設定温度
を２℃上げた場合）

　● 「すだれ」や「よしず」など
で日差しを和らげる

削減率

10％
削減率

10％

　● 設定を省エネモードに変
更し、画面の輝度を下げ、
見ないときは消す ２％

　● 日中明るいときは消し、
夜間もできるだけ減らす

　● 設定を「強」から「中」に変
更し、食品は詰め込まず、
扉を開ける時間を減らす

５％

電力の使われ方と節電について 

28℃ 詰め込み 
過ぎない 

冷蔵庫

OFF

OFF

家庭の主な節電対策 削減率合計１５％をめざそう 

めざそう  使用電力  前年比15％削減 

節電が 
電力不足の危機を救う 

エアコン

テレビ 照  明

削減率 削減率

２％

削減率

エアコンの控え過ぎによる熱中症などに気を付け、無理のない範囲で節電しましょう

　「よしず」は日差しを和
らげ、室内温度の上昇を緩
和します。エアコンとの併
用も節電に効果的です。
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 市民の皆さん向け
住宅用太陽光発電システム設置補助
対　象
○自らが電力会社と電灯契約を結び、居住する市内の住宅に設置する人
○共同住宅の共用部分へ電力供給するために設置する所有者や管理組合

住宅用太陽熱利用システム設置補助
対　象　市内で自らが居住するための住宅に設置する人

◇　　　◇
お問い合わせ　環境政策課　1０４２－７６９－８２４０

屋上緑化・壁面緑化の推進（みどりのまちづくり奨励金交付事業）
　日差しを緩和し温度上昇を防ぐ建築物の屋上緑化・壁面緑化に支援します。
対　象　次のいずれかに該当する人
○市内で建築物を所有するか管理する　　○市内で建築物の新築予定がある

お問い合わせ　市みどりの協会　1０４２－７７７－２８６０

住宅リフォーム助成制度
　床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事などの住宅リフォームに支援します。
対象者　市内在住で、本市に住民登録か外国人登録がある、市税等の滞納がない人
対象住宅　対象者が市内に所有し居住している住宅
対象リフォーム　市内の施工業者が行うリフォーム

お問い合わせ　住宅課　1０４２－７６９－８２５６

※各制度の補助等の金額や申し込み方法など詳しくは、市ホームページの 節電関
連情報について → 目指そうマイナス１５％！家庭や事業所で取り組む節電対策 
→ 家庭における節電対策 をご覧になるか、各担当課へお問い合わせください。

※工事などの着工前に申請等が必要です

　外出時の家庭の電力消費は、在宅時を大きく下回ります。
家族や友人などと出掛ければ、避暑と節電の一挙両得です。

プールで涼もう！
　夏といえば、やっぱりプール。健康増進・体力向上にもなります。

※障害者は無料です。６５歳以上の人の料金は各プール等にお問い合わせください。
※表の利用料金で利用できる時間は施設ごとに異なります。
※天候や大会、設備保守などで利用できない場合があります。
※午後６時以降、小学生は保護者など（１６歳以上の人）の同伴か送迎が必要です。

再生可能エネルギーセミナー  
　太陽エネルギーや地中熱などの再生可能エネルギーを利用した設備導入を考えている
事業者などに、関連技術に関するセミナーを実施します。
日　時　７月２８日（木）午後２時～４時３０分
会　場　産業会館　　　定　員　１００人（申込順）
申し込み　環境政策課にある申込用紙（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 からダウンロード可）を７月２５日（必着）までに同課
（1０４２－７６９－８２４０）へ

お問い合わせ利用料金利用時間施設名

1０４２－７５８－３１５１

４００円（中学生以下
の人２００円）

午前９時～午後９時３０分
※さがみはらグリーンプ
ールは７月２０日～８月
３１日は午後１０時まで

さがみはら
グリーンプール

1０４２－７７６－５３１１銀河アリーナ

1０４２－７７３－５５７０
午前９時３０分～午後８時
※７月１６日～８月３１日は
午前９時から

さがみはら北の丘
センタープール

1０４２－７４７－４６４１２００円（中学生以下の
人１００円）午前１０時～午後６時古淵鵜野森公園

屋外水泳プール

1０４２－７８２－１１２２３００円（中学生以下の
人１５０円）午前９時～午後４時３０分こだま（小倉）

プール

1０４２－６８４－３２５７
（生涯学習課相模湖教育班）市内在住の人は無料午前１０時～午後５時小原プール

７月２１日から

夏は避暑地
市民の憩いの場「たてしな」

　長野県立科町の白樺高原は、８月の平均気温２０℃の爽やかな
風が吹きわたる自然豊かな観光地です。

たてしな自然の村
　周辺に女神湖、蓼科牧場など観
光スポットがある市民の憩いの場
で、山小屋風のキャビンや８月ま
で利用可能なテントでの宿泊もで
きます。
※費用や予約方法など詳しくは、たてしな自然の村ホームペー
ジをご覧になるか、お問い合わせください。
お問い合わせ　たてしな自然の村　1０２６７－５５－６７７６

長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野赤沼平９９５

白樺高原観光協会の
相模原市・立科町友好都市割引キャンペーン
　同協会の協力により、市民割引で利用できるホテル・ペンシ
ョンなどの宿泊施設、飲食施設があります。
※対象施設や割引率など詳しくは、同協会ホームページをご覧
になるか、お問い合わせください。
お問い合わせ　白樺高原観光協会　1０２６７－５５－６２０１

進めています
公共施設の節電対策

　市の施設では、今年の夏の使用最大電力を昨年夏のピークか
ら２０％抑制することを目標に、節電対策に取り組んでいます。
　市役所本庁舎では、間引き消灯などにより、昨年同月比の使用
最大電力を４月３６．９％、５月２５．３％抑制することができました。

お問い合わせ
企画政策課　1０４２－７６９－８２０３

スイッチをオフにして涼しさを感じに行こうスイッチをオフにして涼しさを感じに行こう

さがみはら  家族で節電  キャンペーン  
　市では、家族ぐるみで取り組む節電キャンペーンを予定しています。
　７月～９月分の電気使用量が前年比１５％削減できた世帯が対象になります。
※応募には、東京電力が発行する「電気ご使用量のお知らせ」が必要です。
※詳しくは、本紙７月１５日号や市ホームページでお知らせします。

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

７月～９月

エコな取り組み始めませんか

さがみはら北の丘センタープール

補助金、
融資など「節電する」皆さんをサポート「節電する」皆さんをサポート

 事業者の皆さん向け
事業所用蓄電器等購入助成事業（小規模機器対応）
　蓄電器、発電機（太陽光発電機を含む）、デマンドコントロ
ーラーの購入費用の一部を助成します。
補助金額　購入費の２分の１以内（限度額１０万円）
※詳しくは市ホームページの 産業・ビジネス → 事業者向け情
報 → 事業主向け助成制度 をご覧になるか、お問い合わせく
ださい。

中小企業等施設整備特別融資の条件変更
　大規模な自家発電設備か蓄電設備の整備を支援します。
変更内容　融資額の下限を３，０００万円から１，０００万円に引き下げ

◇　　　◇
お問い合わせ　産業・雇用政策課　1０４２－７６９－９２５３

地球温暖化防止支援資金（市中小企業融資制度）
　市指定の金融機関から、省エネの機械・設備、太陽光発電設
備の導入等を行う資金を融資します。
限度額　３，０００万円
利　率　２．４％（市の利子補給１．９％含む）
※申し込み要件など詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ　産業・雇用政策課　1０４２－７６９－８２３７

節電アドバイザーの派遣
　専門家による節電アドバイスを無料で実施します。
対　象　節電に関するアドバイスを必要とする市内事業者

お問い合わせ　相模原商工会議所　1０４２－７５３－８１３５

パンフレット「相模原節電プロジェクト  STOP  THE 
計画停電～めざせ節電名人！」
　削減目標、チェックリストなど節電に
役立つ情報を掲載しています。 
※市ホームページの 節電関連情報につ
いて → 目指そうマイナス１５％！家庭
や事業所で取り組む節電対策 からご
覧になれます。

お問い合わせ
産業・雇用政策課
1０４２－７６９－９２５３

ソ
ー
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ー
パ
ネ
ル



���23 (2011) .7.1No.1220

市職員を募集
　市民の皆さんのご意見を取り入れた計画等を策定するため、ご意見をお
待ちしています。
さがみはら児童厚生施設計画（素案）★
　児童厚生施設の効果的な運営の推進や、既存施設を活用した子どもの場
づくりなどを定めた計画
　担当課　こども施設課　1０４２－７６９－９２２７　6０４２－７５４－５１１２
　　　　　Eメール kodomoshisetsu@city.sagamihara.kanagawa.jp
キャンプ淵野辺留保地整備計画（案）
　将来の整備の方向性を示すため、その導入機能や土地利用のゾーニング
などをとりまとめた計画
　担当課　土地利用調整課　1０４２－７６９－８２０９　6０４２－７５３－９４１３
　　　　　Eメール tochiriyou@city.sagamihara.kanagawa.jp
相模原市外郭団体に係る改革プラン（案）
　本市における外郭団体の改革について、今後の方向性を示すプラン
　担当課　経営監理課　1０４２－７６９－９２４０　6０４２－７５４－２２８０
　　　　　Eメール keieikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp

※採用は、原則、平成２４年４月１日以降です。
※詳しくは、人事委員会事務局、市役所本館１階受け付け、各区役所総務
課・まちづくりセンターなどにある受験案内をご覧ください。

申し込み　受験案内に付いている申込書（市ホームページの　相模原市、職
員募集。からダウンロード可）を郵送で８月５日（消印有効）まで
に人事委員会事務局へ

※電子申請は７月１５日午前９時～８月１日午後５時（受信有効）　
　第１次試験日　９月２５日（日）　麻布大学

お問い合わせ　人事委員会事務局　1０４２－７６９－８３２０

計画（案）等の閲覧と配布場所
　各担当課・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）・図書館（★の計画（素案）は各こど
もセンター・児童館・児童クラブでも閲覧可）
※市ホームページの　市へのご意見・ご提案　→　パブリックコメント
でもご覧になれます。
意見の提出
　直接か郵送、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、意見を
書いて、８月１日（必着）までに、各担当課（〒２５２－５２７７　中央区中
央２－１１－１５）へ

対　象　次のいずれかに該当する人か法人　
　①市内に１年以上在住する人か、市内に１年以上本店か主たる事務所がある法人
　②①に対して電気自動車のリースを行う事業者
奨励額　１台２０万円　　台　数　６０台（申込順）
申し込み　環境政策課にある申請書（市ホームページの　暮らしの情報　→ 

　環境　→　補助制度　からダウンロード可）と必要書類を、７月１１日
から同課（1０４２－７６９－８２４０）へ

電気自動車購入奨励金 購入前の申し込みが必要

受験資格職務内容採用予定人数試験区分
平成２年４月２日～６年４
月１日に生まれた人一般行政事務５人程度行　政

（高校卒業程度）
平成２年４月２日～６年４
月１日に生まれ、赤色、青
色、黄色の色彩の識別がで
きる人

消防業務２人程度消　防
（高校卒業程度）

平成２年４月２日～６年４
月１日に生まれた人

市立小・中学校
の学校事務１人程度学校事務

（高校卒業程度）
昭和６０年４月２日以降に生
まれ、保育士登録をしてい
るか、平成２４年３月までに
登録見込みの人

保育業務等１５人程度保育士

募集

パブリックコメント ご意見をお寄せください 果敢に挑戦する人
待ってます

募集

　横山公園陸上競技場の再活用の方針について検討します。
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）＝１人（選考）
任　期　８月～１２月（会議は３～４回程度）
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・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）に、
住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を書いて、直接か郵送、
ファクス、Ｅメールで７月１５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.kanagawa.jp）へ

横山公園陸上競技場 再活用検討委員

募集

指定期間　平成２４年４月～２６年３月
募集要項の配布　７月４日～２２日に文化振興課
※市ホームページの 市政情報 → 市政運営 → 指定管理者制度　からもご覧
になれます。

申し込み　募集要項に付いている申請書などを８月８日～９月９日に文化
振興課へ

※個人での申請はできません。
※申請資格や募集・選考のスケジュール、業務内容など、詳しくは募集要
項等をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

城山文化ホールを管理運営する
法人・団体（指定管理者）

　食の安全・安心の確保に向けて意見交換し、今後の取り組みに生かして
いきます。
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）
任　期　委嘱の日～平成２５年３月（会議は年２回程度）
申し込み　生活衛生課、各行政資料コーナー・まちづくりセンター・公民

館（青根・沢井公民館を除く）にある応募用紙（市ホームページの 
市政情報 → 審議会・情報公開・個人情報 からダウンロード可）を
８月１日（必着）までに生活衛生課（1０４２－７６９－９２３４）へ

食の安全・安心懇話会委員

　市政に関するテーマについて、自主的に課題解決方策を調査研究し、独
力で成果をまとめ、市に提言します。
テーマ　福祉、環境、地域経済、都市計画、防災、教育など日頃から関心

を持っていること
研究期間　９月から１年程度
対　象　２０歳以上の人（本市の職員、議員を除く）＝２人程度（選考）
申し込み　広域行政課さがみはら都市みらい研究所、各行政資料コーナー・

まちづくりセンター・公民館（青根・沢井公民館を除く）・図書館
にある応募用紙（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７月２９日までに同研究所へ

お問い合わせ　さがみはら都市みらい研究所　1０４２－７６９－９２２４

明日の相模原を創りませんか

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研研究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究究員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員募集

　市内の保育園では、家庭での保育ができないときに、一時的に子どもを
保育しています（実施していない園もあり）。

※受け入れ状況や費用などは保育園、年齢ごとに異なりますので、各園に
お問い合わせください。

お問い合わせ　各保育園、保育課　1０４２－７６９－８３４０

理　由条　件
○就労　○就学
○職業訓練

原則、週２日以上、１日４時間を超
えて、継続的に保育を希望する人特定保育

○通院、入院、出産　○就労
○家族等の看護・介護
○親族等の冠婚葬祭　
○災害、事故
○社会的奉仕活動　　　など

原則、１か月１４日を上限一時預かり

子育てを応援 利用してください 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育育育育育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預預かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり

笑顔がいっぱい！

子どもたちの楽しい遊び場
　市では、遊びを通じて子どもたちの健康を増進し、豊かな情緒を育むこ
とを目的に児童厚生施設を設置しています。子どもたちが誰でも遊べる施
設です。気軽に利用してください。
○こどもセンター
　遊戯室、幼児室、図書室、児童クラブ室などが
あり、幼児でも安心して遊べます。月１回乳幼児
の育児相談や、親子遊びを紹介する「ふれあい親
子サロン」を開催するなど、さまざまな催しを行
っています。
開館時間　午前９時～午後５時
休館日　年末年始と偶数月の第３日曜日など
○児童館
　遊戯室、図書室、集会室などがあり、各館でさまざまな催しを行っています。
開館時間　月～金曜日　午後１時～５時
　　　　　土・日曜日、祝日、学校休業日　午前９時～午後５時
休館日　年末年始など
○児童遊園
　ブランコなどの遊具、砂場などがあります。
※各施設の所在地は市ホームページの　暮らしの情報　→　子育て　→　子ども
の遊び場　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

★★
★★

★
★★★

相模台こどもセンター
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対　象　国民年金保険料を納めることが困難な人
対象の保険料　平成２３年７月～２４年６月分
※７月２９日までに申請すれば、２２年度分（２２年７月～２３年６月分）も可
申請に必要なもの
○年金手帳など基礎年金番号のわかるもの　
○認め印（本人申請の場合は不要）
○離職票か雇用保険受給資格者証の写し（２２年３月３１日以降に離職した人）
など
※状況により追加の書類が必要な場合があります。
※申請者本人と配偶者（免除の場合は世帯主も）の前年所得などが定めら
　れた基準に該当することが必要です。
申し込み　直接、国民年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンタ
　　ー・出張所へ

お問い合わせ　国民年金課　1０４２－７６９－８２２８

　病院などで支払う自己負担割合（１割か３割）を判定し、８月１日から
利用できる高齢受給者証を、７月下旬に送付します。病院などで受診する
場合は、高齢受給者証と国民健康保険証の両方を提出してください。
判定の基準

※判定対象者が２人以上いる世帯で、１人でも自己負担割合が３割の人が
　いる場合は、対象者全員が３割になります。

お問い合わせ　国民健康保険課　1０４２－７６９－８２９６

教育研究発表大会
～ともに見つめ、ともに創る子どもの未来～

日にち　８月３日（水）　　会　場　市民会館ほか

■全体会・記念講演会
テーマ　『好き』こそ道を切り開く
時　間　午前１０時～正午
講　師　戸田奈津子さん（映画字幕翻訳者）
定　員　１，２００人（申込順）

■分科会（分野別１０分科会）
　本市の子どもの教育に取り組むさまざまな立場の人が、研究・研修・活
動実践などの発表や意見交換を行います。
時　間　午後１時３０分～４時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の人、教育関係者
定　員　各会場ごとに定員あり（申込順）
※未就学児（２歳以上）の保育あり〈定員９人（申込順）、要電話予約〉

申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号を書いて、７月
２７日までに総合学習センター（1０４２－７５６－３４４３　Eメール 
centerkk＠sagamihara‐kng．ed．jp）へ

　日中に、市税（国民健康保険税を除く）の納税や納税相談ができない人
のために、窓口を開設します。電話での相談もできます。
日　時　７月１４日（木）・２６日（火）午後５時３０分～７時

※午後６時以降に市役所へ来庁するときは、市役所本館裏玄関の守衛室に
申し出てください。

 
対　象　１年以上市内に在住の６５歳以上（平成２３年９月１５日現在）で、７月

１日現在、次のいずれかに該当する人
○寝たきり状態が６か月以上継続している
○認知症の状態が継続している
○要介護４・５の認定を受けているか、これに相当する
申し込み　直接、８月１日までに各所へ

※２２年度に慰問品を交付された人は、窓口での届け出が不要です。市から
送付される現況届に記入し、返送してください。

　７月は犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深
める強調月間です。
●街頭啓発キャンペーン
日　時　７月１日（金）午前　　　会　場　市内各駅周辺ほか
●社会を明るくする運動の集い
　地元で活躍する音楽家・団体によるライブと、同運動の構成団体による
トークショー
日　時　７月２２日（金）　午後１時～３時
会　場　アリオ橋本グランドガーデン　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　地域福祉課　1０４２－７６９－９２２２

　私たちの身近な生活がどのように変わるのか、一緒に考えてみませんか。
○基調講演
　テーマ　妻が僕を変えた日
　講　師　広岡守穂さん（中央大学法学部教授）
○第２次さがみはら男女共同参画プラン２１（骨子案）の説明
○パネルディスカッション
　テーマ　大学生に聞くこれからの男女共同参画

お問い合わせ　男女共同参画課　1０４２－７６９－８２０５

相談・お問い合わせ会　場
1０４２－７６９－８３００納税課（市役所第２別館２階）
1０４２－７７５－８８０８緑市税事務所（シティ・プラザはしもと内５階）
1０４２－７４９－２１６３南市税事務所（市南区合同庁舎３階）

1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課1０４２－７７５－８８１２介護予防推進課緑班
1０４２－７８０－１４０８津久井保健福祉課1０４２－７６９－８３４９介護予防推進課中央班
1０４２－６８４－３２１５相模湖保健福祉課1０４２－７０１－７７０４介護予防推進課南班
1０４２－６８７－５５１１藤野保健福祉課お近くの地域包括支援センター

自己負担割合市民税課税標準額判定対象者
　３割※１４５万円以上同じ世帯の７０～７４歳の

国民健康保険加入者 １割１４５万円未満

国民年金保険料の免除・猶予の申請受け付け

戸
田
奈
津
子
さ
ん

夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口ののののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用をををををををををををををををををををををを

寝たきり等の高齢者に
慰問品（防水シーツ）を贈ります

国民健康保険に加入している７０～７４歳の人へ
新しい高齢受給者証を送付します

■もやもやスッキリ私の文章術〈全５回〉
日　時　８月６日～９月１７日の土曜日（８月１３

日、９月３日を除く）午後２時～４時
対　象　女性＝１２人（申込順）
■七夕まつり
親子で楽しむ簡単ゆかたの着付け

日　時　８月７日（日）午前１０時～正午
定　員　３０人（申込順）　※ゆかたなどは持参

■介護を楽にするおしゃべりサロン
日にち　７月２８日（木）
時　間　 午後１時３０分～３時３０分
定　員　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　７月２９日（金）①午前９時②１０時３０分

　③午後１時④２時３０分
定　員　各１人（申込順）
■自分らしく年を重ねるための下着ボディケア
日にち　７月３０日（土）
時　間　午前１０時３０分～正午
対　象　女性＝２０人（申込順）
■女性のための心とからだの健康相談
日にち　７月３０日（土）
時　間　午後１時３０分・２時３０分
定　員　各１人（申込順）

■アイデアたっぷり！！エコ工作教室

対　象　小学生＝各２０人（申込順）
費　用　各２００円
■親子で作ろう！夏野菜を使って楽しくクッキング
日　時　８月６日（土）　午前１０時～午後１時
対　象　小学生とその保護者＝１５組（申込順）
費　用　１人５５０円（材料費・保険料）

ソレイユさがみの催し

作るもの時　間日にち
ダンボールの
写真フレーム午前１０時３０分～正午

７月３１日（日）
布の

ストラップ午後１時３０分～３時

安全で香る
針刺し午前１０時３０分～正午８月９日（火）

包装紙で
貼り絵午後１時３０分～３時８月１８日（木）

申し込み　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　1 

０４２－７７５－１７７５　6０４２－７７５－１７７６）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あり〈女性の
ための個別キャリアカウンセリングの③
④・エコ工作教室は除く〉（要予約）

～ふれあいと 対話が築く
明るい社会～社会を明るくする運動

男女共同参画シンポジウム
『気づこう！変わろう！

自分らしく生きるために』

日　時　７月２３日（土）午後１時～４時３０分
会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）　　定　員　１５０人（申込順）
申し込み　電話で７月２１日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あり（７月１２日までに要予約）
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市民文化祭
出品・出演料　１人１，０００円 
　　　　（短歌・俳句・川柳・現代詩は入選者のみ。中学生以下の人は無料）
※申し込みの際、★の分野で６５歳以上の人は経験年数も書いてください。

※申し込み方法など詳しくは、各公民館、相模原市民ギャラリー、総合学
習センターにある募集要項をご覧ください。市ホームページの　観光・
文化　からもご覧になれます。

　今回で６２回目を迎える市民文化祭を

９月３０日（金）から開催します。

　優秀な作品・出演者には、文化祭賞・

市長賞などの賞を贈ります。

　今回から書も参加できます。どなた

も気軽に応募してください。

～作品・出演者

を募集～

お問い合わせ　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

申し込み・お問い合わせなど作品の搬入・搬出など会　場展示期間募集内容分　野

展

示

部

門

　搬入時に募集要項にある「出品申込書」を持参し
てください。
お問い合わせ
　絵画　市美術協会　山田さん　1０４２－７４７－３１０７
　写真　市写真連盟　伊藤さん　1０４２－７５１－２０３４

搬入　９月２４日（土）
　　　午前１０時～午後５時に会場へ
搬出　１０月４日（火）午後４時～５時相模原市民

ギャラリー

９月３０日（金）
～１０月４日（火）

午前１０時～午後６時
※４日は午後４時まで

日本画、洋画（水彩画、
水墨画、版画なども可）
※各分野１人１点まで

絵　画

搬入　９月２４日（土）
　　　午前１０時～午後５時に会場へ
搬出　１０月１１日（火）午後４時～５時

１０月７日（金）～１１日（火）
午前１０時～午後６時
※１１日は午後４時まで

カラープリント、
モノクロプリント
※１人２点まで

写　真

　はがきの表面に住所、氏名・雅号（ふりがな）、
年齢、電話番号、裏面に分野と作品（ふりがな）を
書いて、８月３１日（必着）までに各担当者へ
　短歌　市民短歌会の小川惠子さん
　　　　〒２５２－０２３７　中央区千代田７－９－１８　
　　　　1０４２－７５８－７９１８
　俳句　市俳句連盟の野口蘭恵さん
　　　　〒２５２－０３２７　南区磯部３０６－３
　　　　1０４６－２５４－９４７７
　川柳　相模原川柳協会の花井ようこさん
　　　　〒２５２－０３４４　南区古淵２－６－６
　　　　1０４２－７５６－８６５５

※作品の搬入・搬出はありません。

【文芸セミナー】

会場　市民会館
※詳しくは募集要項をご覧ください。

あじさい
会館

１０月３０日（日）
　　　　～１１月３日（祝）
午前１０時～午後６時
※３日は午後４時まで

題　「近詠」
※１人２首まで　短　歌★

題　「夏・秋季雑詠」
※１人２句まで　俳　句★

題　「雑詠」
※１人２句まで　川　柳★

　原稿用紙の裏面に住所、氏名・雅号（ふりがな）、年
齢、電話番号を書いて、郵送で８月３１日（必着）まで
に相模原詩人クラブの富永たか子さん（〒２５２－０３２１ 
南区相模台１－７－１　1０４２－７４４－１３８６）へ

テーマ　自由
※１人２編まで（１編
につき４００字詰め原
稿用紙２枚まで）

　現代詩★

　往復はがきに住所、氏名、雅号（ふりがな）、年齢、
電話番号、種類、題名、大きさを書いて、８月２０日
（必着）までに、市書道連盟の中森博文さん（〒２５２－
０１７２　緑区与瀬本町４０　1０４２－６８５－１６２８）へ

搬入　１０月２９日（土）
　　　午後１時～２時に会場へ
搬出　１１月３日（祝）午後４時～５時

漢字、かな、少字書、
 篆刻 、刻字等
てんこく

※１人１点まで
書

　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、流派
を書いて、７月３１日（必着）までに相模原華道協会
の正　奈史さん（〒２５２－０３２１　南区相模台４－８
－１６　1０４２－７４４－６６３０）へ

生け込み　１１月１０日（木）
　　　　　午後２時～７時に会場へ
揚 げ 花　１１月１２日（土）午後６時

グリーンホール
相模大野
多目的ホール

１１月１１日（金）・１２日（土）
午前１０時～午後７時
※１２日は午後６時まで

 格  花 ・自由花
かく ばな

（レリーフ・フラワー
アレンジメント不可）

華　道

　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、主木
樹種名を書いて、７月３１日（必着）までに、相模原
園芸愛好会の多田作治さん（〒２５２－０３３３　南区東大
沼３－８－１０　1０４２－７４３－５８５９）へ

搬入　１１月１０日（木）
　　　午後２時～５時に会場へ
搬出　１１月１２日（土）午後６時

小品盆栽（樹高２０㎝・
一席幅１２０㎝以内）
※飾台・地板などは出
品者が用意

定員　２０席（申込順）

盆　栽

時　間日にち
午前９時
～正午１０月２９日

（土）

川柳会

午後１時
～４時現代詩の会

午前９時
～正午１０月３０日

（日）

俳句会

午後１時
～４時短歌会

申込期限費　用対象・定員（申込順）時　間日にち講　座　名

７月７日
無料１６歳以上の人＝５０人

午後２時～４時７月９日（土）放射能と水〈全３回〉
　外部講師を招いて、原子力発電所の事故と風評の聞き分
け方などを学びます。

1
午前１０時～正午７月２３日・３０日の土曜日

５００円３～５歳の子どもがい
る保護者＝１０人午前１０時～正午７月１１日（月）・１２日（火）・

１４日（木）・１５日（金）こども甚平を手作りしましょう〈全４回〉2

７月１５日

各２５０円１６歳以上の人＝各１６人
午前１０時～１１時３０分７月２０日（水）

ヨガで楽々リラックス3
午後２時～３時３０分７月２７日（水）

８００円１６歳以上の人＝１５人午前１０時～正午７月２０日（水）・２７日（水）、
８月４日（木）

楽しいマジック
～面白さ・不思議さを体験し、みんなで楽しく簡単なマジ
ックをマスターしてみませんか～  〈全３回〉

4

申し込み・お問い合わせ会　場大会日時募集内容分　野

芸

能

部

門

　往復はがきに代表者の住所・氏名・電話番号、団体名、演奏の
種類、曲目、演奏時間、作曲者名、作詞者名、出演者名を書い
て、８月１５日（必着）までに市三曲協会の�松胞山さん（〒２５２－
０１３１　緑区西橋本１－２１－８　1０４２－７７３－６６７１）へ

あじさい会館１０月１６日（日）
午後１時～４時

 筝 
そう

 曲 
きょく

、尺八、 長  唄 、 端  唄 、小唄、 常磐津 、 新  
なが うた は うた ときわず しん

 内 、
ない

 琵  琶 、現代邦楽など
び わ

曲目　自由　　時間　１５分以内（出入り含む）
対象　１５人以内の団体

邦楽演奏

　往復はがきに住所、氏名（本名・ふりがな）、年齢、電話番号、
吟題、本数、会に加入している場合は会名を書いて、８月３１日（必
着）までに市吟剣詩舞連盟の志田岳富さん（〒２５２－０２４２　中央区
横山３－１－３　1０４２－７５４－７２４９）へ

市民会館

１０月２３日（日）
午前９時３０分

～午後２時３０分

詩吟、独吟
吟題　募集要項にある課題吟１０題から選択
※尺八の伴奏あり

吟剣詩舞★

　往復はがきに住所、氏名（芸名）、年齢、電話番号、曲目、伴
奏者の有無、会に加入している場合は会名を書いて、８月３１日（必
着）までに市民謡協会の小山内清弦さん（〒２５２－０２３８　中央区星
が丘４－１４－１０　1０４２－７５６－４１９４）へ

１０月３０日（日）
午前１０時３０分～午後７時

曲目　自由
時間　２分以内（出入り含む）
定員　２００人（抽選）

民　謡

　往復はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、出場区分を
書いて、８月３１日（必着）までに市ダンス協会の小川恭子さん
（〒２５２－０２３６　中央区富士見１－８－１６）へ
お問い合わせ　市ダンス協会の上田さん　1０９０－１１２９－７６２６

市体育館
（市役所前）

１１月６日（日）
トライアル大会の部＝
午前９時１５分～正午
ダンスパーティーの部＝
午後１時～４時

トライアル大会の部
○ワルツ・タンゴ・スロー＝正装・平服
○ルンバ・チャチャチャ・サンバ＝服装自由
※ダンスパーティーの部もあり

ダンス

運営も講師も市民が行う講座

市民講座「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「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びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび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らららららららららららららららららららららららららららららいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶ塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾塾学びのらいぶ塾」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」受講者募集
※各講座の内容など、詳しくは同センターか各公民館にある募集案内をご覧ください。
同センターのホームページからもご覧になれます。

申し込み　直接か電話で各申込期限までに同センターへ

会場・お問い合わせ
総合学習センター　
1０４２－７５６－３４４３



23 (2011) .7.1��� No.1220

こ ど も の国 

新百 合 ケ丘 

多 摩 セ ン タ ー 
唐木田 

京王
相模
原線
 　

 　
 　
 　
 小
 田
 急

 多 摩 線 

小
 田 急 小 田 原 線 

小 
田 
急 
江 
ノ 

線 
島 

中央林間 

相模大野 

中央林間 

相模大野 

　 　 
東 急 田 園 

都 市
 線
 

東 
急 
こ 
ど 
も 
の 
国 
線 

上溝 

橋本 

町田 

長津田 

Ｊ Ｒ 横浜線 

Ｊ Ｒ 横浜線 

Ｊ
 Ｒ 相
模
線
 

Ｊ
 Ｒ 相
模
線
 

　
 　
 　
 　
 小
 田
 急

 多 摩 線 

小
 田 急 小 田 原 線 

　 　 
東 急 田 園 

都 市
 線
 

東 
急 
こ 
ど 
も 
の 
国 
線 
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相模原市 

町田市 

しょう しょう 相模原 相模原 

市では、首都圏南西部の広域的な公共交通網を形成し、地域の交通
利便性を向上させるために、小田急多摩線の市内への延伸に向けた取
り組みを進めています。

小田急多摩線延伸実現化検討調査の結果は、各行政資料コーナーで閲覧できるほか、
市ホームページの 市政情報 → 交通 → 鉄道 → 小田急多摩線の延伸の促進 でご覧になれます。

お問い合わせ　都市鉄道・交通政策課　1０４２－７６９－８２４９

小田急多摩線の延伸整備

　本市と町田市は、平成１８年１１月に「小田急多
摩線延伸検討会」を設立し、鉄道事業者等の協
力を得ながら、延伸の実現に向けた検討を進め
てきました。ここで、２１・２２年度の２か年をか
けて実施した、両市による共同調査（小田急多
摩線延伸実現化検討調査）の結果がまとまりま
した。

　今後は、この調査結果を踏まえ、早期の事業
化に向けて、関係機関や地域での合意形成がで
きるよう、さらなる検討の深度化に取り組んで
いくことを両市で確認しました。

＜調査概要＞
○唐木田～上溝を検討区間としました。
○５駅整備と３駅整備の場合を想定して検討を
行いました。
○沿線のまちづくりや加算運賃を見込んで、需
要予測、事業採算性の検討を行いました。

＜調査結果＞
⇒３駅整備の場合、沿線のまちづくりや加算運
賃を見込んだケースにおいて一定の事業性が
見込まれました。
⇒運賃や運行本数といったサービスレベルの向
上の検討において、事業採算性が見込まれな
いケースも確認されました。

小田急多摩線延伸により期待される効果
より便利に、より快適に
○ＪＲ横浜線やＪＲ相模線との鉄道ネットワークの強化により、通勤通学等の時
間短縮や混雑緩和が図られるなど、利便性の向上が図られます。

広域交流拠点都市として発展
○東京都と神奈川県を結ぶ首都圏南西部の交通軸のさらなる構築により、広域交
流拠点都市の形成に大きく寄与します。

まちが活性化し、生活が便利に
○相模原駅周辺は、多様な機能の集積により、相模
原市の表玄関にふさわしい土地利用が図られると
ともに、中心市街地として魅力と活力ある街づく
りを推進することができます。また、ＪＲ相模線
や新線の沿線土地利用の活性化が期待できます。
人と環境にやさしいまちに　
○駅を中心とした公共交通ネットワークを形成することで、過度に自動車に依存
せず、誰もが安心して移動でき、環境にもやさしいまちづくりが図られます。

例えば相模原駅から新宿に行く場合は 

約１７分の 
短縮！ 

これまでは… 

新宿駅  町 田 駅  相模原駅 

ＪＲ横浜線（１１分） 

小田急多摩線　小田急小田原線（４９分） 

小田急小田原線（４８分） 

合計　１時間６分 

合計　４９分 

延伸後は… 

新宿駅  唐木田駅 相模原駅 

延伸線 

乗り換え（７分） 乗り換え（７分） 
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相模原駅周辺地区将来イメージ
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○答申第１８号の位置付け（共同調査
検討区間）：唐木田～上溝

○相模原市の位置付け：唐木田～田
名地域を経由し、厚木・愛川方面

※小田急多摩線延伸実現化検討調査結果より

都心への所要時間が短くなります！
相模原－新宿が約１７分の短縮に※

一体的に
整備

事業実現化には、
事業手法や事業主
体の検討、さらに
は事業に関わる関
係機関との合意形
成が必要です。

関係機関との
合意形成

鉄道整備には多額
の費用がかかるこ
とから、民間活力
を含め計画的な財
源の確保が必要に
なります。

財源の確保

利用しやすい鉄道
サービス水準と事
業コストのバラン
スを見極めながら、
事業性を高める必
要があります。

事業採算性
の確保

新駅を中心とした
まちづくり計画や
他の公共交通との
ネットワークの検
討が必要です。

沿線の
まちづくり

　延伸の早期事業化に向けて、次のような取り組みを進めていきます。

延伸の実現化に向けて

事業化までの流れ

　現在は、①基礎調査を進め、②関係機関の合意形成をめざす段階にあります。

⑦
新
線
開
業

⑥
工
事
着
手

⑤
工
事
施
行
認
可
手
続
き

④
環
境
影
響
評
価

③
事
業
許
可
手
続
き

②
関
係
機
関
の
合
意
形
成

①
基
礎
調
査

現在は、こ
の段階です

小田急多摩線延伸の位置付け・取り組み
○平成１２年１月に、国の諮問機関である運輸政策審議会（現：交通政策審議会）
の答申第１８号において、「唐木田駅からＪＲ横浜線・ＪＲ相模線方面への延伸
について、今後整備を検討すべき路線（Ｂ路線）」に位置付けられており、町
田市とともに「小田急多摩線延伸検討会」において、鉄道事業者等の協力を得
ながら、延伸に向けた取り組みを進めています。
○本市では、さらなる広域交通網の実現に向けて、ＪＲ相模線方面までの延伸に
加え、「田名地域を経由し、厚木・愛川方面の延伸」についても市都市計画マ
スタープランの中に位置付けており、厚木市、愛川町、清川村とともに「小田
急多摩線の延伸促進に関する連絡会」において、延伸に向けた取り組みを進め
ています。
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　テーマの見つけ方から上手なまとめ方まで、調べ学習をするため
のポイントを学び、実際に作品を作ります。

申し込み　電話か、相模大野図書館にある申込書を同館へ

相模大野
図書館

図書館で調べるって、こんなにおもしろい！

夏休み自由研究応援講座

定員（申込順）対　象時　間日にち

各２４人
小学校３・４年生午後２時～４時３０分７月２１日（木）
小学校５・６年生午後１時３０分～５時　　２２日（金）

橋本図書館

図書館へ行こう
ブックトークと工作 エコトーク！
～昔のくらしをのぞいてみよう～

　昔の暮らしが分かる本の紹介と、新聞紙で手提げバッグを作ります。
日　時　７月２１日（木）午後３時～４時
会　場　ミウィ橋本コミュニティールーム
対　象　小学生＝２５人（先着順）
※橋本図書館で整理券を配布しています。

「発見」がいっぱい

ブックトーク  自分の身近な環境から考えよう
　ブックトークとパズルゲームを通して環境について考えます。
日　時　８月２日（火）午後２時～４時
対　象　市内在住の小学校３～６年生
定　員　２４人（申込順）　※保護者の見学可
申し込み　電話か、相模大野図書館にある申込書を同館へ

お問い合わせ

　市 立 図 書 館　1０４２－７５４－３６０４
　橋 本 図 書 館　1０４２－７７０－６６００
　相 模 大 野 図 書 館　1０４２－７４９－２２４４
　相 武 台 分 館　1０４６－２５５－３３１５

子ども読書スタンプラリー各　館

　本や図書館に関するクイズに正解した人には、記念品（コット
ンバッグ）をプレゼントします。
期　間　８月３１日（水）まで
会　場　市立図書館、相模大野図書館、橋本図書館、相武台分館
対　象　４歳～小学生＝各館３００人（申込順）
申し込み　直接、各館へ

懐かしい昭和の街頭紙芝居

　「鉄腕アトム」の紙芝居を上演します。
日　時　７月１０日・２４日の日曜日午前１１時～１１時１０分
※希望者は直接会場へ

市立図書館
（鹿沼台）

暮らしに役立つ！ データベース検索講座
　オンラインデータベース「ヨミダス文書館」「Japan Knowledge」
を利用した情報の調べ方を学びます。
日　時　７月２８日（木）午後１時３０分～３時３０分
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７月２２日までに同館へ

①一日図書館員 大募集 !!
②やってみよう !! プチ図書館員
　カウンター業務や本の配架など普段できない図書館の業務を体験
します。

申し込み　往復はがき（１枚につき１人）に住所、氏名（ふりがな）、
学校名、学年、電話番号、①は希望日と「一日図書館員」、
②は希望時間と「プチ図書館員」と書いて、７月１５日（必着）
までに同館（〒２５２－０１４３　緑区橋本３－２８－１）へ

対象（抽選）時　間日にち
市内在住の小学校４～６
年生＝各１２人午前１０時～午後３時１５分

８月３日（水）
①
　　４日（木）

市内在住の中学生、高校
生＝各６人

午前１０時～午後１時
　　５日（金）②

午後２時～５時

ＹＡ大賞201１
短編小説大募集!!

　夏休みの思い出に小説を書いてみませ
んか。テーマ、ジャンルは問いません（未
発表のもの）。
形　式　４００字詰め縦書き原稿用紙（Ａ４）

か、Ａ４用紙に２０字×２０行（縦書き）
で３枚～１０枚。原稿にはページ数を
入れてください。

対　象　中学生、高校生（同年齢の人を
含む）

申し込み　直接か、郵送で作品と、タイト
ル、住所、氏名（ふりがな）、ペン
ネーム、学校名、学年（年齢）、電
話番号を書いた紙を、８月３１日（必
着）までに橋本図書館（〒２５２－０１４３ 
緑区橋本３－２８－１　1０４２－７７０－
６６００）へ

※原稿は返却しません。
※入賞作品の著作権は、市に帰属します。

誕生

　さがみはら地域ポータルサイトは、相模原のさまざまな地域情報の入り口（ポータル）として、
地域のイベントやサークル・団体活動などが掲載できるホームページです。市内で活動している
団体・自治会などのホームページや日記を作れるほか、みんなの掲示板など、皆さんが自由に利
用できます。市民の皆さんとの協働で生まれたばかりのポータルサイト。みんなで使って、みん
なで育てていきましょう。

● 使ってみようポータルサイト ●
地域情報を発信
　「みんなの掲示板」では、イベントのお知らせや募集など、さまざまな情報が交換できます。

サークルのホームページの作成
　自治会や自分が所属している団体・サークルのホームページを作って、サークルや活動内容の
紹介などができます。ホームページの作成方法が分からない人は、質問・相談もできます。

　そのほかにも、日記の作成や、写真や動画をアップするなどの地域ＳＮＳ（ソーシャルネット
ワーキングサービス）機能などもあります。

協働事業

お問い合わせ　市コミュニティサイト運営プロジェクトの鮎川さん　1０９０－４６１３－７９３１
Ｅメール　info@sagami-portal.com

http://www.sagami-portal.com/

さがみはら地域ポータルサイト 検索 
まずはアクセスまずはアクセス

夏の大きなおはなし会
　紙人形劇「ブレーメンのおんがくたい」や布
絵本による読み聞かせなどを行います。

定員（先着順）対　象時　間日にち

各５０人
２・３歳児とその保護者午前１０時３０分

７月２０日（水）
４歳～小学生午後３時３０分

※希望者は直接会場へ

相武台
分館

さがみはら地域ポータルサイトさがみはら地域ポータルサイト
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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。

みんなの スポ・レク情報

スポーツで楽しい夏 !!

申し込み　往復はがきかＥメールに全員の住所・
氏名（ふりがな）・年齢・性別・電話番
号・集合場所、「富士登山」と書いて、
７月１０日（必着）までに市体育協会へ

市公認記録会（陸上競技）

時　間　午後０時３０分～５時
会　場　相模原麻溝公園競技場
対　象　中学生以上の人
費　用　８００円（中学生４００円、高校生５００円）
※日本陸上競技連盟の未登録者は別途４，０００円
※申込方法など詳しくは、市体育協会にある募集
要項か、同協会ホームページをご覧ください。

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

市体育協会からのお知らせ
市少年柔道選手権大会
日にち　９月１１日（日）
時　間　午前９時～午後３時
会　場　総合体育館
対　象　市内在住か在学、市内の道場に通う小・

中学生
費　用　５００円
申し込み　市体育協会にある申込用紙を７月１５

日（必着）までに同協会へ

中級ダンス技術講習会
日　時　７月１７日（日）午前９時３０分～正午
会　場　市体育館（市役所前）
費　用　７００円（ダンススポーツ連盟会員５００円）
※希望者はダンススポーツができる服装で直接
会場へ

市民軟式野球選手権大会（学童の部）
日にち　８月２７日（土）～１０月２３日（日）
会　場　ひばり球場ほか
申し込み　市少年野球協会ホームページから 

７月２１日までに同協会へ

市民新体操選手権大会
日　時　９月１８日（日）午前９時
会　場　光明学園相模原高校（南区当麻）
申し込み　市体操協会ホームページからか、電

話で８月３０日までに市体育協会へ

市民富士登山
日にち　８月２０日（土）～２１日（日）
集　合　午前６時３０分＝市南区合同庁舎　 

津久井総合事務所　　
　　　　午前７時＝市役所
対　象　市内在住か在勤・在学の中学生以上の

人＝８０人（抽選）※中学生は保護者同伴
費　用　１万１，２００円

申込期限（必着）日にち種　目
７月２２日８月６日（土）中長距離・競歩
８月５日８月２０日（土）フィールド

相模原麻溝公園競技場の教室
運動能力測定大会
　運動能力を測定し、測定結果の説明や指導などを行います。

申し込み　直接か、ファクス、Eメールに氏名、年齢、電話番号（団体の
場合は代表者の氏名・電話番号、参加人数）、「運動能力測定大会」
と書いて、同競技場へ

ランニングクリニック
　加納由理選手（２０１０年名古屋国際女子マラソン優勝）が所属するクラブ
チームが指導します。
日　時　７月１０日（日）午前１０時～正午
対　象　１６歳以上の初心者・経験者＝各２０人（申込順）　　費　用　５００円

夏休み宇宙科学教室「星くずから探る太陽系の始まり」
　８月に見られるペルセウス座流星群や、小惑星探査機「ドーン」、「はや
ぶさ」が持ち帰った微粒子の分析結果などのお話をします。
日　時　７月２６日（火）午前１０時３０分～正午
対　象　小学生以上の人＝８０人（申込順）　　費　用　３００円

夏休みキッズスポーツ〈全６回〉
　スポーツをするときの体の使い方の基本を学びます。
日　時　７月２２日～８月２６日の毎週金曜日午前８時～９時
対　象　小学校１・２年生、３・４年生＝各１０人（申込順）
費　用　各３００円

夏休みサッカー〈全５回〉
　パスやドリブルなど、基本的な技術を学びます。
日にち　７月２７日～８月３１日の毎週水曜日（８月３日を除く）
時　間　午前８時～９時　　費　用　各３００円
対　象　小学校１・２年生、３・４年生＝各１０人（申込順）

申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、
年齢・学年、電話番号、教室名を書いて、同競技場へ

お問い合わせ　相模原麻溝公園競技場　1０４２－７７７－６０８８
6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp

対　象時　間日にち
中学生以上の人午前１０時３０分～午後１時３０分

７月１８日（祝）
小学生午後２時３０分～４時３０分

   ナイター開放を一部再開  
　東日本大震災以降、停止していた屋外スポーツ施設のナイター開放を
７月９日（土）から一部再開します。
日　時　月～金曜日＝午後７時３０分～９時３０分（うち１日は輪番で休場）

土・日曜日、祝日＝午後５時３０分（学校ナイターは午後６時３０分）
～９時３０分

※学校ナイター、サーティーフォー相模原球場、横山公園野球場は、土・
日曜日、祝日のみ利用できます。
申し込み　７月３日午前８時から、さがみはらネットワークシステムで受

け付けを開始します。
※施設ごとの利用可能日、ナイター照明なしでの開放日など詳しくは、市
ホームページの 施設一覧 → 屋外スポーツ施設の夜間照明設備の一部再 
開について をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－８２８８

屋外スポーツ施設

トレーニング器具の使い方教室 
日　時　７月１９日（火）午前１０時～１１時３０分　　会　場　銀河アリーナ
対　象　１５歳以上のトレーニング未経験者か初心者＝２０人（申込順）
費　用　５００円
申し込み　直接か電話で、７月１０日までに同アリーナ（1０４２－７７６－５３１１）へ

野球教室〈全３回〉
　元横浜ベイスターズの選手が指導します。
日　時　８月２２日（月）～２４日（水）午前１０時～午後３時
会　場　サーティーフォー相模原球場
対　象　市内在住か在学で、軟式野球の経験があり、高校で硬式野球をし

たいと思っている中学校３年生＝７０人（抽選）
費　用　４,０００円
申し込み　ファクスに住所、氏名、学校名、電話番号、ファクス番号、指

導を希望するポジション（第２希望まで）、経験ポジション、高校
で希望するポジションを書いて、７月２０日までに同球場（1０４２－
７５３－６９３０　6０４２－７５３－７８９７）へ

さがみはら北の丘センターの教室
ラベンダースティック作り

日　時　７月９日（土）午後１時３０分～３時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝１５人（申込順）
費　用　３００円（保険料を含む）

親子着衣泳体験
日　時　７月１０日（日）午後４時～６時３０分
対　象　５歳以上の子どもとその保護者＝２０組（申込順）
※未就学児は保護者同伴
費　用　プール利用料と１００円（保険料）

◇　　　◇
申し込み　直接か電話で、同センター（1０４２－７７３－５５７０）へ
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講座・教室
費　用対象（申込順）時　間日にち講座・教室名

１，０００円１８歳以上の人
＝２０人

午前１０時
　～正午７月１４日（木）絵手紙体験

４，０００円
クロールで２５ｍ
以上泳げる小・
中学生＝２０人

午前１０時３０分
　～１１時３０分

７月１６日～９
月１７日（７月
３０日、９月３
日を除く）の
毎週土曜日

初心者シンクロナ
イズドスイミング
〈全８回〉

４００円
（中学生以
下２００円）

小学生以上の人
＝２０人

午後２時
　～３時７月１８日（祝）命を守る着衣泳

各４００円

１５歳以上の人
（中学生を除く）
＝各１０人

午前１０時
　～１１時

７月３０日（土）
　　３１日（日）はじめてのバラン

スボール〈全２回〉 午後３時
　～４時

８月１日（月）
　　２日（火）

６０歳以上の人
＝１５人

午後１時３０分
　～２時３０分

８月１日（月）
　　２日（火）転倒予防〈全２回〉

申し込み　直接か電話で同プールへ

ささささささささささささささささささささささががががががががががががががががががががががみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみははははははははははははははははははははははららららららららららららららららららららららググググググググググググググググググググググリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンププププププププププププププププププププププーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル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しししししししししししししししししししししし

夏休み水泳教室〈全４回〉

費　用対　象
（抽選）時　間日にち教室名

各８００円

小・中学生
（Ｂ・Ｄは
バタ足で２５
ｍ以上泳げ
る人）
＝各８０人

午前８時３０分
　～１０時８月１日（月）

～４日（木）

水慣れ～クロールＡ

午前１１時～
午後０時３０分クロール～バタフライＢ

午前８時３０分
　～１０時８月８日（月）

～１１日（木）

水慣れ～クロールＣ

午前１１時～
午後０時３０分クロール～バタフライＤ

申し込み　往復はがきに住所、氏名、学年、性別、電話番号、教室名
を書いて、７月１０日（必着）までに同プール（〒２５２－０２４２　中
央区横山５－１１－１）へ　※兄弟姉妹の連名可

お問い合わせ　さがみはらグリーンプール　1０４２－７５８－３１５１

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
７月の休館日　４日・１１日（７月１２日～８月３１日は無休）
入館料　３００円（小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円）

�フィールドミュージアム企画   水郷田名探検隊
　ふれあい科学館周辺の歴史や川の生きものについて学ぼう。
日　時　７月２３日（土）・２４日（日）午前９時３０分～正午
コース　ふれあい科学館～田名八幡宮～新堀用水路（旧烏山用水）～相模川
定　員　各３０人（申込順）　※小学校２年生以下は保護者同伴
費　用　入館料と３００円　　申し込み　電話で同館へ

�ボクもわたしも飼育係
　１日飼育係を体験してみよう。
日　時　７月３０日（土）・３１日（日）午前９時３０分～正午
対　象　小学校３年生以上の人＝各８人（申込順）
費　用　入館料　　申し込み　電話で同館へ

�サマースクール
　親子で相模川にすむ生きものを観察しよう。
日　時　８月５日（金）～７日（日）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　相模川（上大島付近）
対　象　小学校３年生以上の子どもとその保護者＝各１５組（１組２人。申込順）
費　用　１組１，０００円（保険料など）
申し込み　電話で同館へ

�マンスリー水槽　７月３１日（日）まで
　今年度のテーマは「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　コブヒトデ、コブヒトデモドキ

�七夕水槽
　七夕にちなんだ名前の生きものを展示します。
展示生物　シモフリタナバタウオ
展示期間　７月７日（木）まで
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小・中学生のための ココココココココココココココココココココココーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーララララララララララララララララララララララススススススススススススススススススススススワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワ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シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョ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〈全２回〉
　コーラスを通して、合唱の美しさや歌うことの楽しさを体験しよう。

日　時　７月３０日（土）・３１日（日）午前１０時～正午
会　場　青少年学習センター
対　象　小・中学生＝３０人（申込順）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、学年、電

話番号、「コーラスワークショップ」と書いて、同
センター（1０４２－７５１－００９１　Ｅメール seisyone 
n-center@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

夏休み環境教室
　魚のつかみ取りや、川の生きものを調べます。
日　時　７月３０日（土）午前８時４５分～午後４時
集合・解散場所　市役所
会　場　青野原オートキャンプ場（緑区青野原）
対　象　市内在住か在学の小学生とその保護者
定　員　３０人（申込順）　　費　用　１人５００円

ジュニア・リーダー研修会〈全３回〉
　レクリエーションゲーム、けがや病気の応急処置、宿泊研修などを通して、リ
ーダーとしての知識と技術を習得します。

対　象　市内在住の中学生＝２５人（申込順）
費　用　９００円（宿泊費など）
申し込み　直接か電話で、７月２２日までに同センター（1０４２－７５１－００９１）へ

会　場日にち
青少年学習センター８月１日・８日の月曜日
相模川ビレッジ若あゆ８月１５日（月）～１６日（火）〈１泊２日〉

法政大学公開講座　テニス教室
日　時　７月１０日（日）午後１時３０分～４時
会　場　同大学テニスコート（町田市相原町４３４２）
※雨天時は同大学体育館アリーナ
対　象　市内在住か在勤・在学の高校生以上の人＝５０人（抽選）
費　用　１，５００円
申し込み　ファクスかＥメールに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、

ファクス番号かＥメールアドレスを書いて、７月８日までに同
大学（1０４２－７３０－２７３０　6０４２－７８３－２７３５　Ｅメール tama 
tai@hosei.ac.jp）へ

法政クラブスポーツ教室

スポーツリーダー養成講座〈全２回〉
　スポーツの指導計画や安全計画、医学的知識などを学びます。
日　時　９月１０日（土）午前９時～午後７時 

　　１１日（日）午前９時～午後５時３０分
会　場　法政大学多摩キャンパス総合体育館
　　　（町田市相原町４３４２）
対　象　１８歳以上の人＝４０人（申込順）
※費用や申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ　法政クラブ　1０４２－７８３－２７２０

スターウォッチング
　夏の星座を観察し、夜空の明るさと大気環境保全について考えます。
日　時　７月２３日（土）午後７時～９時　　会　場　市立博物館ほか
対　象　市内在住か在勤・在学の人とその家族＝２５人（申込順）

申し込み　電話で相模原の環境をよくする会事務局（環境政策課内　1０４２
－７６９－８２４０）へ

親子ムーブメント教室
　音楽に合わせて体を動かし、遊具で遊びます。
日　時　８月８日（月）午前１０時～正午
会　場　総合体育館
対　象　１～３歳の子どもとその保護者　※兄弟姉妹の参加も可
定　員　３０組（抽選）　　費　用　１組５００円
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、
７月１５日（必着）までに同館（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２２８４－１ 
1０４２－７４８－１７８１）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。

お知らせ 

イベント 

募　　集 

さがみはら・ふれあい

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３０分～３時３０分
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

福祉有償運送運営協議会

　ＮＰＯ法人などが登録申請する
際の輸送の必要性や条件等を協議
日時７月６日（水）午前１０時
会ウェルネスさがみはら
※傍聴希望者は直接会場へ
問障害福祉課

平成２２年度食品衛生監視

指導計画に基づく実施結果

　スーパーや飲食店などへの立ち
入り検査や衛生管理の指導、食品
の抜き取り検査の結果をまとめま
した。実施結果は、生活衛生課、
各行政資料コーナー・消費生活セ
ンターなどで配布するほか、市ホ
ームページの 暮らしの情報 → 健 
康・衛 生・医療 → 食品衛生 から
もご覧になれます。
問生活衛生課

建物の耐震巡回相談

日７月１３日（水）
時午後１時３０分～４時３０分
会相模湖まちづくりセンター
※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

日時７月１０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

介護支援専門員

実務研修受講試験

日時 １０月２３日（日）午前１０時
会青山学院大学相模原キャンパス
ほか
費 ９，０００円
申介護保険課、介護予防推進課の
各班、各保健福祉課・図書館、市社
会福祉協議会などにある申込書を
７月３１日（消印有効）までに県社会
福祉協議会（1０４５－３１１－８８９９）へ

大規模小売店舗立地審議会

　２店舗の変更に関する審議
日時７月５日（火）午前１０時
会市役所第２別館第３委員会室
定８人（抽選）
※傍聴希望者は午前９時４５分まで
に直接会場へ
問商業観光課

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

　９月まで平日に空きあり
申随時受け付け
１０月分の抽選申し込み　さがみは
らネットワークシステムからか、
商業観光課、各まちづくりセンタ
ー・出張所・公民館にある申込書
を７月１０日までに各施設へ。抽選
後の空き室の申し込みは７月２１日
から電話で①7０１２０－９８８－５４７②
1０２６７－５５－６７７６へ
①１０月の休館日
１７日（月）・１８日（火）
※１０月３１日（月）は専用使用のため
宿泊できません。
②日～金曜日は特別料金で宿泊で
き、地域の特産品をプレゼント

不用品回収業者に注意

　「無料で不用品を回収する」と
チラシなどで宣伝している業者と
トラブルになる事例が発生してい
ます。粗大ごみやテレビなどの家
電リサイクル品の処分方法は冊子
「ごみと資源の日程・出し方」か市
ホームページの 暮らしの情報 → 
リサイクルとごみ → 家庭ごみ を
ご覧ください。
問廃棄物政策課

相模ダムの催し

相模湖・ダム建設殉職者合同追悼会
日７月３１日（日）
時午後１時３０分～３時３０分
会県立相模湖交流センター
定 ４００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
相模ダム建設資料展示会
日７月３０日（土）～８月６日（土）
時 午前９時３０分～午後５時
会 相模湖記念館

◇　　　◇
問 同実行委員会（1０４２－６８４－３５１４）

非常勤保健師

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

①児童育成補助員②児童館補助員

　児童の遊びや生活面を指導
※募集施設など詳しくは、市ホー
ムページをご覧になるか、お問い
合わせください。
勤務　８月の①週３日程度②週２・
３日
賃金　時給８７０円

申こども施設課、各児童クラブ・
こどもセンター・公民館にある申
込書（市ホームページからダウン
ロード可）を７月１３日までにこど
も施設課（1０４２－７６９－９２２７）へ
※７月１５日（金）午前９時１５分か
ら１次試験（体力測定）あり

「仕事と家庭両立支援推進

企業表彰」の候補企業

　仕事と子育て・介護の両立支援
に取り組んでいる企業を表彰
対市内に本社か事業所があり、次
のような取り組みを行い成果をあ
げている企業など
○短時間勤務制度の促進○フレッ
クスタイム制○託児施設の設置
○子育て休暇制度　など
申産業・雇用政策課にある応募用
紙（市ホームページの 産業・ビジ
ネス → 事業者向け情報 → 表彰制　
度 からダウンロード可）を７月２９
日までに同課（1０４２－７６９－８２３８）
へ

相模原口腔保健センターの

休日急患歯科診療スタッフ

勤務　日曜日、祝日、１２月２９日～
１月４日の午前８時３０分～午後５
時３０分（月２～４日）
対歯科衛生士の資格がある人＝１人
申履歴書（写真貼付）を直接か郵
送で７月１２日までに市歯科医師会
（〒２５２－０２３６　中央区富士見６
－１－１　1０４２－７５６－１５０１）へ

さがみはらの市民活動映像素材

　市内の公益的な活動を紹介する
「市民活動ＰＲビデオ」の編集用
映像。完成品は図書館での貸し出
しや、市ホームページに掲載
※募集内容など詳しくは、お問い
合わせください。
問 NPO法人ナレッジ・リンク
（1０９０－６５４４－５８１１　Ｅ shimi 
nnpr@yahoo.co.jp）

古民家園の七夕飾り

　 笹 竹に短冊を飾ってみませんか
ささ

日７月７日（木）まで
時午前９時３０分～午後５時３０分
会同園（相模川自然の村公園内）
※希望者は直接会場へ
問文化財保護課

さがみはら 国  際  交  流 ラウンジの
こく さい こう りゅう

お 茶  会 －おしゃべり 広  場 －
ちゃ かい ひろ ば

日時７ 月 ９ 日 （ 土 ）
がつ にち ど

 午  後 ４ 時 ～６ 時 
ご ご じ じ

定 ４０人
にん

   （ 先  着  順 ）
せん ちゃく じゅん

※ 希  望  者 は 直  接  会  場 へ
き ぼう しゃ ちょく せつ かい じょう

問 同 ラウンジ（1０４２－７５０－４１５０）
どう

女子美術大学芸術学科４年生

企画展「祭magic」

　上溝夏祭りを中心に、祭りの持
つ不思議な力に迫る展覧会
日７月３１日（日）まで
※火曜日休館
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
問同所（1０４２－７７８－６８０１）

リサイクルスクエア　７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、７月２０日までに各会場へ
※抽選発表は７月２１日（木）午後
１時
※展示家具の一部を市ホームペー
ジの 暮らしの情報→リサイクル
とごみ→家庭ごみ（一般ごみ、
資源、粗大ごみ、その他） か
らご覧になれます。
おもちゃの病院
日時７月３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

旧石器ハテナ館の催し

体験教室「弓矢作り」
　竹で弓矢を作り、試射体験
日時７月１７日（日）午後２時～４時
対 小学生以上の人
費 ５０円（材料費）
八瀬川を探検しよう
　川登り体験や魚の観察
日７月２４日（日）〈小雨決行〉
時午前１０時～正午

◇　　　◇
定 各３０人（申込順）
申 電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）
へ

釣りに親しむつどい〈全２回〉

対中学生以上の人＝３０人（抽選）
費 １，１００円（中学生８００円）
申電話で７月８日までに相模川を
愛する会事務局（水みどり環境課
内　1０４２－７６９－８２４２）へ

相模湖ふるさとの森自然体験教室

　火おこしやエコクラフトなどを
体験
日８月６日（土）
時午前９時～午後３時
会相模湖ふるさとの森キャンプ場
対県内在住の小学生以上の人
※小学生は保護者同伴
定 ３０人（抽選）　　費 １，０００円
申はがきかファクスに住所、氏名、
電話番号を書いて、７月１５日まで
に相模湖経済観光課（〒２５２－５１６２　
緑区与瀬８９６　1０４２－６８４－３２４０　
6０４２－６８４－３６１８）へ

相模グリーンフォトクラブ

写真展

日７月５日（火）～１８日（祝）
時午前９時３０分～午後４時
会県立相模原公園サカタのタネグ
リーンハウス
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

内容会場日　時
仕掛け
作り

市民
会館

７月１６日（土）
午前９時３０分～正午

実習相模川
７月１７日（日）
午前８時～正午
※雨天時は１８日（祝）

会　場日にち
ウェルネスさがみはら７月２５日（月）
南保健福祉センター８月２５日（木）
橋本公民館９月２７日（火）

施設のお休み

さがみはら北の丘センター
日７月１２日（火）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）
老人福祉センター若竹園の浴室
日７月１８日（祝）～３０日（土）
問同園（1０４２－７４６－４６２２）
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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。

危険です。
　過労運転、
　　無謀運転

交通ルールを守って
夏を楽しく安全に

講演・講座 

催 し

応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募はははははははははははははははははははははははははははははははははは発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日のののののののののののののののののののののののののののののののののの３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前ままままままままままままままままままままままままままままままままままでででででででででででででででででででででででででででででででででで

神奈川フィル

ファミリークラシック

　曲目は「崖の上のポニョ」ほか
日８月５日（金）
時午後２時
会 県立相模湖交流センター
対親子（０歳から可）＝４５０人（抽選）
※申込方法など詳しくは同催しホ
ームページか、携帯ホームページ
（http://www.kanaphil-family. 
com/m/）をご覧になるか、お問
い合わせください。
問同事務局〈tvk コミュニケーシ
ョンズ内　1０４５－６６２－７５５７（月
～金曜日　午前１０時～午後６時）〉

土曜コンサート「ポップス」

日７月１６日（土）
時午後５時３０分～７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）

子ども自然体験キャンプ

日８月２２日（月）～２４日（水）〈２泊
３日〉
会県立愛川ふれあいの村（愛川町
半原）
対市内在住の小学校４～６年生
定 ３６人（抽選）
費 ４，５００円
申往復はがきかＥメールに住所、
氏名、性別、学校名、学年、保護
者名、電話番号、「子ども自然体
験キャンプ」と書いて、７月１５日ま
でにさがみネイチャーフレンドの
関口寿和さん（〒２５２－０２０２　中央
区淵野辺本町１－１９－８　Ｅ info 
@sagami-nf.net　1０９０－４５４７
－９０７６）へ

みんなで歩こう！

　涼風・尾根緑道〈１４㎞〉

日７月１０日（日）〈小雨決行〉
集合　午前７時５０分に鹿沼公園
費 ５００円
※希望者は飲料水を持って、直接
集合場所へ
問市ウオーキング協会（1０９０－
４１３４－５８０８）

傾聴ボランティア養成講座

～傾聴を学ぶ講座～〈全６回〉

　地域活動や日常に生かすコミュ
ニケーションを学ぶ
日時７月３０日～９月３日の毎週土曜
日午前９時４５分～１１時３０分
会智泉会はあとぴあ（中央区清新）
定 ４０人（抽選）
費３，０００円（資料代・実習費）
申往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、「傾聴ボランティア養
成講座」と書いて、７月１５日まで
に傾聴ボランティアの会相模原（あ
じさい会館ボランティアセンター
内　 〒２５２－０２３６　中央区富士見
６－１－２０）へ
問同会の瀧川さん（1０９０－８０８０
－４０６３）

夏休み親子下水道教室

　下水処理場の見学や、微生物の
顕微鏡観察、水質実験など
日７月２７日（水）
時午前１０時～午後５時
集合・解散場所　市役所前
会柳島管理センター（茅ヶ崎市）
対市内在住の小学校４～６年生と
その保護者
定 ３０人（申込順）
申電話で７月１５日までに下水道管
理課（1０４２－７６９－８２７０）へ

発見しよう！

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 ７月１８日（祝）
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）

障害者ふれあい文化講座

「絵画」〈全３回〉

日８月６日・２０日・２７日の土曜日
時 午後２時～４時
会けやき体育館
対市内在住か在勤・在学の知的障
害児・者＝１５人、ボランティア＝
５人（申込順）
費 ２００円
申直接か電話、ファクスに住所、
氏名、電話番号、「絵画」と書い
て、７月３１日までに同館（1０４２－
７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

東日本大震災から学ぶ

人と人との絆フォーラム

日７月２３日（土）
時 午後１時３０分～４時３０分
会けやき会館
対市民活動団体、ＮＰＯ法人、自
治会関係者など＝５０人（申込順）
費５００円（資料代）
申電話か、ファクス、Ｅメールに
住所、氏名、電話番号を書いて、さ
がみはら市民活動サポートセンタ
ー（16０４２－７５５－５７９０　Ｅ saga 
mi.saposen@iris.ocn.ne.jp）へ

夏休みそろばん教室〈全３回〉

日７月２５日（月）～２７日（水）
時 午前１０時～正午　
会 産業会館
対 小学生＝５０人（申込順）
費３，５００円
申電話で７月１３日までに相模原商
工会議所（1０４２－７５３－８１３４）へ

若者自立支援セミナー

旭爪あかね氏 講演会

　小説家によるひきこもりの経験
談と、映画「アンダンテ」の上映
日７月２６日（火）
時午後１時～４時３０分
会サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４ー２０）
対 １５～３９歳の人＝７０人（申込順）
申電話でさがみはら若者サポート
ステーション（1０４２－７０３－３８６１）
へ

トークサロン「緑区の魅力」

日７月１６日（土）
時午後２時～４時
会 桂北公民館
定 ２０人（先着順）
費 ２００円（学生は無料）
※希望者は直接会場へ
問さがみはら市民会議の滝口さん
（1０７０－５５９２－１７４３）

北里大学病院　膝教室

　膝の痛みとのつきあい方など
日 ７月１４日（木）
時 午後１時～３時３０分
会 グリーンホール相模大野多目的
ホール
講 相川　淳さん（北里大学医学部
整形外科医師）
定 ２４０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同病院リハビリテーションセン
ター（1０４２－７７８－９８７２）

市民公開講座

やさしい脳腫瘍のはなし

日９月１１日（日）
時 午前１０時～午後１時
会 はまぎんホールヴィアマーレ
（横浜市西区みなとみらい３－１
－１）
定５００人（申込順）
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、参加人数、「脳腫瘍のはな
し」と書いて、８月１６日までに北
里大学医学部脳神経外科（〒２５２
－０３７４　南区北里１－１５－１ 1０４２
－７７８－８１１１）へ

初・中級社交ダンス講習会

〈全４回〉

日７月９日～３０日の毎週土曜日
時 午前１０時～正午
会 共和小学校
定 ３０人（申込順）
申電話で市ダンス協会の松村さん
（1０４２－７５４－７４０４）へ

　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。
▼相模原邦楽アンサンブル定期演奏
会　曲目は「大津絵幻想」ほか　７
月２日（土）午後２時～４時、杜   の

もり

ホールはしもと。入場料１，０００円　�問 
西谷（1０４２－７４６－５９９８）
▼津軽三味線と民謡と仲間の集い　
７月３日（日）午前１０時３０分～午後４
時３０分、城山公民館　�問 落合（1０４２
－７８２－５２９３）
▼ダンスパーティー　７月３日・２４
日の日曜日午後１時～４時、サン・エ
ールさがみはら。入場料６００円　�問 小
沼（1０９０－８７４０－７５８０）
▼女声合唱団「おくみほ」定期演奏会　
曲目は「夏の日の恋」ほか　７月９日
（土）午後２時～４時、杜のホールは
しもと　�問 松本（1０４２－７８４－２５１７）
▼夏休み子ども手話教室　７月２８日
（木）午前１０時～正午、あじさい会館。
対象は小学生～高校生。定員２０人（先
着順）　�問 平子（1０４２－７６９－６１７７）
▼西門フリマ　７月３１日（日）午前
１０時～午後５時、西門商店街アーケ
ード通り。フリーマーケット出店希
望は７月２５日まで（１ブース１，０００
円）　�問 西門まちづくり協議会（1 

０４２－８１０－６１７２）
　　　　　　会費などは個別にお問
　　　　　　い合わせください。
▼油絵　月４回土曜日午後１時、青
少年学習センター。初心者歓迎　�問 
関戸（1０４２－７５６－０５２３）
▼女声コーラス　毎週金曜日午後１
時、大野南公民館。対象は中高年　�問 
蓑口（1０４２－７４６－９０８２）
▼ダンスとストレッチ　毎週水曜日
午後８時、北総合体育館　�問 江成（1 

０４２－７６２－１６０５）
▼ヨガ　月３回火曜日午前１０時、ソ
レイユさがみ。初心者歓迎　�問 伊藤
（1０４２－７３３－４５０８）
▼居合・剣術（柳生新陰流）　毎週
土曜日午後６時、鶴園小学校。初心
者歓迎　�問 小山（1０８０－５４１３－６４２６）
▼ストレッチとダンス　毎週月曜日
午前１０時、城山保健福祉センター
�問 鈴木（1０４２－７６２－６１７５）

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。

今年は“さつまいも”を使ったスイーツ 

相模原よさこいＲＡＮＢＵ！
参加チーム募集

エエエエエエエエエエエエエエココココココココココココココネネネネネネネネネネネネネネッッッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトトトのののののののののののののの輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪 夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏休休休休休休休休休休休休休みみみみみみみみみみみみみ環環環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境境境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夏休み環境学校
　実験や体験を通して楽しみながら環境について学びます。

　市内の菓子店などが、相模原産の素材を使った各店独自の「さがみはらスイーツ」
を創作し、さがみはらスイーツグランプリを決定します。
日にち　販売・スタンプラリー　１０月１日（土）～１１月３０日（水）
　　　　コンテスト　１１月５日（土）　
参加資格
○市内に店舗を構え、菓子製造・販売を行
っていること

　○１０月１日～１１月３０日に、出品作品の販売・
スタンプラリーを行うこと　ほか

出品スイーツの条件
　○相模原産のさつまいも（加工製品を含む）

を使用すること　ほか
参加費　３，０００円
申し込み　同フェスティバルホームページからダウンロードできる申込書と作品の写

真を、７月２９日（必着）までに同実行委員会へ
※参加資格など詳しくは、同フェスティバルホームページをご覧ください。

お問い合わせ　さがみはらスイーツフェスティバル実行委員会事務局（商業観光課内）
1０４２－７６９－８２３６　http://www.sagamihara-sweets.com

さがみはらスイーツフェスティバル2011

対象（抽選）・費用会　場時　間日にち講座名
小学校４～６年生
＝２０人麻布大学午後１時

　～４時３０分８月９日（火）身近な木について学ぼう
～葉っぱ調べと標本作り～

小学校４～６年生
＝２５人

環境情報
センター

午前１０時
　～１１時３０分　　１１日（木）

パソコン解体体験でリ
サイクルのヒミツを探
してみよう！

小学校１～３年生と
その保護者＝２０組

午後１時３０分
　～４時　　１７日（水）

せみ博士になろう！ 
～ぬけがら調べとせみ
工作～

小学生とその保護者
＝２０組（５・６年生は
単独での参加も可）
費　用　１組５００円

午後２時
　～４時３０分　　２０日（土）

“おひさまランタン”
作って節電・省エネル
ギー

小学校３～６年生と
その保護者＝１０組
費　用　１組１，５００円

午前９時３０分
～午後１時　　２１日（日）

保温調理でカレーもで
きる、省エネソーラー
クッカー作り

小学校４～６年生
＝３０人

午前１０時
　～１１時３０分　　２３日（火）

みんなで防ごう地球温暖化
～体験しよう！－１６２℃ 
の不思議な世界～

小学校３～４年生
＝２０人

相模原
麻溝公園

午前９時３０分
～正午　　２５日（木）

ゴーヤのタネの不思議
～タネを調べて、タネ
でクラフト作り！～

小学校３～６年生と
その保護者＝２０組
費　用　１人３００円

相模川、境川
（集合は環境情
報センター）

午前９時～
午後３時３０分　　２８日（日）

バスで行く相模川と境川
～川の生き物で水質調
べ～

小学校３～６年生
＝１５人

環境情報
センター

午前９時３０分
～正午　　３０日（火）

植物で実験！
～酸性雨と大気汚染に
ついて考えよう～

申し込み　はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、学年、保護者名
（参加の場合）、電話番号、講座名（１枚に１講座）を書いて、７月１０日（必
着）までに環境情報センター（〒２５２－０２３６　中央区富士見１－３－４１　1０４２
－７６９－９２４８　6０４２－７５１－２０３６　Ｅメール kankyo@eic-sagamihara.jp）へ

日にち　９月１８日（日）
時　間　午前１１時～午後４時
会　場　古淵駅駅前通りほか
対　象　よさこい踊りができる

１０人以上のチーム
定　員　４０組（抽選）
費　用　小学生以下＝１人１００円、中学生以上＝１人５００円
申し込み　直接か電話で、８月５日までに相模原よさこい

ＲＡＮＢＵ！実行委員会の河原さん（青史堂印刷内 
1０４２－７４８－３９２１）へ

「家庭の日」写真コンテスト作品募集
～写真がつなぐ家族のきずな～

テーマ　家族のきずな
部　門　小学生、中学生、一般
対　象　市内在住か在勤・在学の人
規　格　カラーか白黒プリントのサー

ビス判（Ｌ判含む）
※撮影日は入れないでください。
応募方法　作品（１人３点まで）の裏

に住所、氏名、年齢（学年）、
電話番号、題名、撮影場所、撮
影日、コメントを書いた紙を貼
って、直接か郵送で９月７日（必
着）までに、こども青少年課（〒２５２－５２７７　中央区
中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２８９）へ

　賞　　○ふれあい大賞（１点）
　　　　○ほのぼの賞、はつらつ賞、にこにこ賞（各部門

１点）
その他　○作品は未発表のものに限ります。
　　　　○撮影する被写体の肖像権侵害などの責任は負い

かねますので、応募者が了解を得てください。
　　　　○作品は返却しません。
　　　　○応募作品の著作権は作者に帰属しますが、市は

ポスター、チラシ、展示等に使用できることと
します。

昨
年
の
「
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ず
」
と
「
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卵
」
を

使
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ス
イ
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入
賞
作
品
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参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加加加チチチチチチチチチチチチチチーーーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムムムム募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集

昨年度ふれあい大賞
「信頼」

参加店募集参加店募集

 こども環境講座

相模原をいただきます！〈全２回〉
バスで市内のトマト農園、ダチョウ牧場など地域産業を
見学し、見学先の卵やケチャップでオムライスを作ります。

会 場 環境情報センター ほか
対 象 小学校４～６年生とその保護者＝２０組（申込順）
費 用 １人１，０００円
申し込み 電話で環境情報センター（1０４２－７６９－９２４８）へ

内　容時　間日にち
施設見学午前８時３０分～午後４時７月１７日（日）
オムライス作り午前９時３０分～午後３時９月４日（日）




