
リニア中央新幹線の駅
「橋本駅周辺」地区に誘致で県と合意

■ トピックス ■ T O P I C S

　ＪＲ東海が市内に設置を計画しているリニア中
央新幹線の駅について、県と協議した結果、鉄道
３線が乗り入れる広域交通ネットワークや産業集
積の状況、今後のまちづくりの発展性の観点など
から、「橋本駅周辺」地区に誘致することで合意
しました。今後、県内の市町村などで構成するリ
ニア中央新幹線建設促進神奈川県期成同盟会の賛
同を得た上で、ＪＲ東海に正式要請する予定です。 

お問い合わせ
都市鉄道・交通政策課　1０４２－７６９－８２４９
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　自転車は、気軽に利用できる交通手段で、最近
では通勤手段としても注目を集めるなど、多くの
市民が利用しています。
　市内の平成２３年中の全交通事故件数は３，６０２件
で、このうち自転車交通事故の件数は１，１８８件と全
体の３割を超え、県内平均を上回っています。
市では、市内の交通安全対策を総合的・計画的
に進めるため、第９次市交通安全計画を定め、さ
まざまな交通安全対策を実施しています。
自転車は乗り方次第で、便利な交通手段にも、
事故の被害者・加害者にもなります。守るべき交
通ルールなど正しい乗り方を知り、自転車を上手
に活用しましょう。

第９次市交通安全計画

　平成２３年度から２７年度までの５年
間を計画期間とし、「交通事故のな
い社会」の実現を目標にさまざまな
取り組みを定めています。本計画で
は特に、自転車交通安全対策を重点
的な取り組み事項としています。
※同計画は、生活安全課か、市ホー
ムページの 暮らしの情報 → 暮ら
しの安全 → 防犯、交通安全などに
関する情報 からご覧になれます。

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

右 左 

止まる 

交差点を安全に通るために

守って欲しい交通ルール

撮影地
児童交通公園（鹿沼公園内）

標標識識やや信信号号ががななくくててもも

安安全全をを 確認  すするる

　「ＴＳマーク」の看板がある自転
車安全整備店が、法令で定める大き
さや性能等を満たす安全な自転車で
あることを確認し、貼付（有料）す
るマークです。有効期間内の事故へ
の傷害保険、賠償責任保険が付いています。
※店舗の所在地など詳しくは、県交通安全協会
のホームページをご覧になるか、お問い合わ
せください。

お問い合わせ
県交通安全協会　1０４５－４７８－０１６６

事故につながりやすい  違反した乗り方
傘さし、携帯電話・イヤホンの使用 ご存じですか？ ＴＳマーク

　県内でも、違反した乗り方で自転車事故
を起こした加害者に、５，０００万円の損害賠償
の支払いを認めた判例（平成１７年１１月横浜
地裁判決）が出ています。

　道路交通法で自転車は、自動車と同じ「車両」に
区分されています。自転車で歩行者等にけがを負わ
せると損害賠償の責任を負う場合があります。

自転車が加害者の
交通事故が増えています

一時停止の標識や
信号を 守る

市内の類型別自転車事故件数（平成23年）

７割以上が交差点での事故

～～交交差差点点でではは安安全全確確認認をを～～
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　公式な陸上競技場としての役割を終えた同競技場について、より多目的な利用や、
本市のさらなるスポーツ振興につなげるための再活用方針（素案）です。
素案の閲覧と概要版の配布場所　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）・図書館
※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メールで３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

パブリックコメント ご意パブリックコメント　ご意見見をお寄せくださいをお寄せください
横山公園陸上競技場再活用方針（素案）横山公園陸上競技場再活用方針（素案）

さがみ風っ子教師塾入塾説明会さがみ風っ子教師塾入塾説明会
　的川 泰  宣 塾長（ＪＡＸＡ名誉教授）の講

やす のり

義と、同塾の概要などを説明します。
日　時　３月１０日（土）午前１０時～正午
会　場　総合学習センター
対　象　昭和４９年４月２日以降生まれで、

市内の小・中学校の教員を希望する人＝７０人（申込順）
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電

話番号を書いて、３月８日までに同センター（1０４２－７５６
－０２９０　6０４２－７５８－８１４６　Ｅメール jyuku@sagamihara- 
kng.ed.jp）へ

※同塾の内容など詳しくは、同センターホームページをご覧にな
るか、お問い合わせください。

生産緑地の指定基準を改正生産緑地の指定基準を改正

お問い合わせ　都市計画課　1０４２－７６９－８２４７

　市では、一定の要件を満たす市街化区域内の農地について、年
に１回、生産緑地地区の指定を行っています。今回、接道要件な
ど基準の一部を改正し、平成２４年度の指定分から適用します。
〈主な改正点〉
　公道に接道していなくても、農地の適正管理に必要な農機具等
の搬入通路が確保してあれば、指定できることになりました。

幅員４ｍ以上の国道、県道、市道におおむね６ｍ以上接し
ていること改正前

当該農地等が営農行為を通じて適正に管理されるために必
要な、農機具等の搬入通路が確保されていること改正後

※指定にはほかにも要件があります。生産緑地に関する相談は都
市計画課へ

※２４年度の指定に関する相談は、６月中旬ごろまで受け付けます。

３月２６日（月）から 緑区役所青野原出張所が移転緑区役所青野原出張所が移転

「市民平和のつどい」実行委員を募集「市民平和のつどい」実行委員を募集
　｢市民平和のつどい」の企画・立案を行います。
任　期　４月から２年間（会議は月１回程度）
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の人＝若干名（選考）
申し込み　郵送かファクス、Ｅメールに、住所、氏名、年齢、勤

務先か学校名（市外在住の人のみ）、電話番号、「平和思
想普及啓発事業に関する提言書」を読み「私が行いたい平
和事業」（４００字前後）をテーマにした文章を書いて、３月
１５日（必着）までに「市民平和のつどい」実行委員会事務
局（渉外課内　〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２ 
－７６９－８２０７　6０４２－７５４－２２８０　Ｅ shogaika-１@city．
sagamihara．kanagawa．jp）へ

※提言書や概要資料は同課から郵送しますので、必ず事前に連絡
してください。

市民の皆さんの参加をお待ちしています市民の皆さんの参加をお待ちしています
委員を募集委員を募集

①旧石器ハテナ館運営委員会委員
　同館の運営や事業について協議します。
任　期　委嘱の日から２年間（３月に委嘱予定。会議は年１・２回程度）
定　員　２人（選考）
担　当　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１　6０４２－７５４－７９９０
　　　　Ｅメール bunkazai@city.sagamihara.kanagawa.jp
②市地域公共交通会議委員
　「バス交通基本計画」の進行管理や、コミュニティバス、乗合タクシーの導入・
運行継続、地域の実情に合ったバス交通のあり方などを協議します。
任　期　４月～平成２６年３月（会議は年２・３回程度）　　定　員　３人（選考）
担　当　都市鉄道・交通政策課　1０４２－７６９－８２４９　6０４２－７５７－６８５９
　　　　Ｅメール toshikoutsu-２@city.sagamihara.kanagawa.jp

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）
申し込み　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）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２９日②３月５日（必着）までに各担当
課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）へ

さがみはらの水さがみはらの水「さがみの潤水」「さがみの潤水」に名称決定に名称決定
　緑区青野原の湧水を使ったペットボトル飲料水の名称投票を昨年１１
月・１２月に実施し、投票の結果「さがみの潤水」に名称が決まりまし
た。商品の販売は４月を予定しています。
投票結果　１位　さがみの潤水（９８６票）
　　　　　２位　さがみの森の贈りもの（８１８票）
　　　　　３位　みずのわ（３１０票）

お問い合わせ　相模原商工会議所　1０４２－７５３－８１３５

移転先　緑区青野原１２５０－１
 （青野原小・中学校敷地内）
電話番号　1０４２－７８７－０００２（変更ありません）

　同出張所は、津久井地区の木材を中心に神
奈川県産の木材を使用し建築しました。
　木材を使うことで、森林整備が進み、良質
な水資源の確保など森林が持つさまざまな機
能を高めることにつながります。

　同商品券は１５万冊完売しました。お買い求めいただきありがとうございました。
販売価格に上乗せした復興応援金で、銀河連邦事業で交流のある岩手県大船渡市の
小学校などに暖房器具等を贈りました。

３８０６２１３７１００８０５５６０３８７

６１５１５８０１４７３３４４６１４３６１

８６４７７７４９７６６３７２４２６２６３

９９８８９２３３

復興応援ツアー当選番号
　抽選の結果、岩手・宮城・福島県を行程に含む
旅行に使える旅行券（ペアで６万円分）の当選番
号（商品券表紙右上にある抽選番号の下４ケタ）
を次のとおり決定しました。当選した人は、３月
１５日までに同商品券実行委員会事務局（相模原商
工会議所内）で引き換えてください。

復興応援プレミアム付
さがみはら商品券

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

忘れずにお使いください忘れずにお使いください
使用期限は２月使用期限は２月２２９９日（水）まで日（水）まで

　昨年１２月９日に大船渡小学校で暖
房器具の贈呈式を行いました。この
模様は市ホームページの 産業・ビジ
ネス → 復興応援プレミアム付さが
みはら商品券 で動画配信しています。

忘れずにお使いください忘れずにお使いください
使用期限は２月２９日（水）まで

委員会のインターネット中継を開始
　本会議で付託された案件を審査する委員会の模様を、市議会の
ホームページで生中継します。終了後は録画映像をご覧になれま
す。

お問い合わせ　議事課　1０４２－７６９－８２７８

　本会議、委員会を午前９時３０分から表のとおり開催します。３
月定例会のための議会運営委員会は２月１６日（木）に開催します。
３月２６日（月）の議会運営委員会は、本会議終了後に開催します。

内　容日にち

本会議（提案説明）２月２２日（水）

本会議（代表質問・個人質疑）３月１日（木）

本会議（代表質問・個人質疑、委員会付託）　　２日（金）

総務委員会　　６日（火）

環境経済委員会　　７日（水）

民生委員会　　８日（木）

建設委員会　　９日（金）

文教委員会　　１２日（月）

本会議（一般質問）

　　２１日（水）

　　２２日（木）

　　２３日（金）

本会議（委員長報告、採決）、議会運営委員会　　２６日（月）

※会議の日程、時間などは変更になることがあります。

市議会３月定例会を開催市議会３月定例会を開催
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　これまでの高額療養費制度では、高額な外来診療を受けたとき、１か月の窓口負担が自己負

担限度額以上になった場合でも、いったんその額を支払う必要がありました。４月１日からは、

認定証などを提示すれば、医療機関ごとに１か月の自己負担限度額を超える部分を、窓口で支

払う必要がなくなります。

※「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続きになります。（高額療養費の支給申請をしてくだ
さい。支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、加入する健康保険組合などから支給されます）
※すでに「認定証」の交付を受けている人は、有効期限まではそのまま使えます。

お問い合わせ　国民健康保険　　国民健康保険課　1０４２－７６９－８２３５
　　　　　　　後期高齢者医療制度　地域医療課　1０４２－７６９－８２３１

※市国民健康保険と後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人は、それぞれ加入して
いる健康保険組合、全国健康保険協会、国民健康保険組合、共済組合等にお問い合わせください。

国民健康保険

など 

病
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・
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局
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組
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合
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高額な外来診療を受けたとき 

など など 

1.

2.

1.

2.

事前に 
認定証の申請 

認定証の交付 

3.3. 認定証を提示 窓口支払いが一定上限額に 
※窓口支払いの上限額（月当たり）は、 
　所得に応じて異なります。 

高高額額なな““外外来来診診療療””をを受受けけるる皆皆ささんんへへ

　　　　　　「認定証」などを提示すれば、「認定証」などを提示すれば、
窓口での支払いが一定の金額にとどめられます窓口での支払いが一定の金額にとどめられます
４月１日から

お問い合わせ
国民健康保険課　 1０４２－７６９－８２３５

　次のいずれかの事由により、一部負担金の支
払いが困難な人は相談してください。
○災害で家屋に著しい損害を受けたとき
○会社都合による退職（解雇、会社倒産など）
や事業の休廃止などによって見込み所得額が
前年の所得額の半分以下のとき

医医療療機機関関のの窓窓口口でで支支払払うう
一一部部負負担担金金がが減減免免さされれるる

場場合合ががあありりまますす

　ジェネリック医薬品とは、新薬（先発医薬品）
の特許が切れた後に発売され、安価で安全性や
効き目は新薬と同等※と国によって認められて
いる医薬品です。ジェネリック医薬品の使用は
皆さんの薬代が節約できるだけでなく、年々増
え続ける国民医療費の節減にもつながります。
　本市の国民健康保険では、医療費適正化の取
り組みの一つとして、「ジェネリック医薬品に
関するお知らせ」を来月から年に３回程度、１
か月当たりの自己負担額が５００円以上節減でき
る可能性のある人などにお知らせしますので、
ぜひご覧ください。
　また、「お知らせ」の対象でない人でも、ジ
ェネリック医薬品を使いたいことを医師などに
相談してみてください。
※ジェネリック医薬品は有効成分が新薬と同じ
でも添加物がメーカーごとに異なるなど、全
く同一のものではありません。

ジジェェネネリリッックク医医薬薬品品
（（後後発発医医薬薬品品））ののごご利利用用をを

病院・薬局などで事前の手続き高額な外来診療受診者
「認定証」を窓口に提示してく
ださい

加入する健康保険組合などに「認定証」（限
度額適用認定証）の交付を申請してください

○６９歳以下の人
○７０歳以上で非課税世帯等の人

「高齢受給者証」を窓口に提示
してください必要ありません７０～７４歳で、非課税世帯等では

ない人
「後期高齢者医療被保険者証」
を窓口に提示してください必要ありません７５歳以上で、非課税世帯等では

ない人

　軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。次の場合は、
廃車届・異動届などを提出してください。
○廃車・譲渡・盗難などで、現在それらの車両を所有していない
○３月３１日までに市外に転居する　○所有者が死亡した

提出先車　種
　市民税課、緑市税事務所、同津久井税務班、南市
税事務所、城山・相模湖・藤野まちづくりセンター
持ち物
○廃車（盗難を含む）の場合
　ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑
○譲渡（市内在住の人同士の名義変更）の場合
　標識交付証明書、新所有者の印鑑、旧所有者の印
鑑か譲渡証明書
※上記の持ち物を紛失したか、該当しない場合は、
市民税課にお問い合わせください。

原動機付自転車
（排気量１２５㏄以下）
ミニカー、小型特殊自動車
（フォークリフト、農耕作
業車など）

軽自動車協会相模支所
愛川町中津字桜台４０７１－３３　1０４６－２８５－１８８８

二輪の軽自動車
（排気量１２５㏄超２５０㏄以下）

関東運輸局神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所
愛川町中津字桜台７１８１　1０５０－５５４０－２０３７

二輪の小型自動車
（排気量２５０㏄超）

軽自動車検査協会神奈川事務所相模支所
愛川町中津字桜台４０７１－５　1０４６－２８４－４５５０

三輪・四輪の軽自動車
（排気量６６０㏄以下）

　医療費の一部負担金の割合は、所得金額から所得控除〈社会保険料や生命
保険料、医療費、寡婦（夫）控除等〉を差し引いた額が１４５万円未満の場合は
１割となります。所得控除の追加により、１４５万円未満になると思われる人は
市県民税の申告をしてください。

お問い合わせ
一部負担金について
　国民健康保険　　国民健康保険課　1０４２－７６９－８２９６
　後期高齢者医療制度　地域医療課　1０４２－７６９－８２３１
市県民税の申告について　市民税課　1０４２－７６９－８２２１

軽軽自自動動車車税税がが課課税税さされれまますす～～原原動動機機付付自自転転車車・・
軽軽自自動動車車をを持持っってていいるる人人へへ～～

お問い合わせ　市民税課　1０４２－７６９－８２９７

公的年金等の収入が公的年金等の収入が４００万４００万円以下で、円以下で、
年金所得者の確定申告不要制度創設年金所得者の確定申告不要制度創設にに
伴い確定申告をしない伴い確定申告をしない７０歳７０歳以上の人へ以上の人へ

閉館時間の変更期間　４月１日（日）～１２月２８日（金）
変更後の開館時間　　午前９時～午後９時
　　　　　　　　　　（変更前  午前９時～午後１０時）
※閉館時間の変更に伴い、各施設の夜間区分の利用時間は午後６時～９時、
トレーニング室の利用時間は午後９時までになります。
※閉館時間の変更期間中は、夜間区分の利用料金が次のように変わりま
す。

　緑区合同庁舎の建設に伴い、サン・エールさがみはらの駐車場は、立体
駐車場になります。この立体駐車場の建設工事が４月から１２月まで行われ
る予定です。
　工事期間中は現在の駐車場が使用できず、民間施設の一部が代替駐車場
になるため、サン・エールさがみはらの利用時間を次のとおり変更します。
　利用者の皆さんには大変なご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力を
お願いします。

料　金施　設
８，２００円平日

ホール
１万１，２００円土・日曜日、祝日
１，０００円ホール楽屋
３００円講師控室

４，８００円多目的室
２，７００円第１研修室
１，２００円第２研修室

料　金施　設
１，２００円第１会議室
１，２００円第２会議室
１，２００円工芸室
１，０００円教養文化室
１，５００円音楽練習室
２，０００円リハーサル室

※午前区分と午後区分の利用料金は従来どおりの料金です。
※午後区分からの延長利用はできなくなります。

夜間料金（午後６時～９時）

ササンン・・エエーールルささががみみははらら
立立体体駐駐車車場場のの建建設設にに伴伴うう 閉閉館館時時間間のの変変更更

※詳しくは、サン・エールさがみはらのホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。

お問い合わせ　サン・エールさがみはら　1０４２－７７５－５６６５
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直接か郵送で、履歴書（写真貼付）、資格証等
の写し、志望動機（原稿用紙１枚程度）、希望
する業務を、２月２９日までに地域福祉課（〒２５２
－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－
９２２２）へ
※後日、面接あり

①社会福祉士、精神保健福祉士、
介護福祉士、介護支援専門員等
の資格がある人＝１人
②社会福祉士か精神保健福祉士の
資格がある人＝若干名
③年金業務に精通している人＝２
人

月額
週３日勤務＝
１３万２，０００円
週４日勤務＝
１８万６，０００円
週５日勤務＝
２２万３，６００円

４月から指定する週３～５日
①事務室内、訪問による相談援助や生活上の
課題解消に向けた支援

②事務室内、訪問による相談援助
③年金受給資格の調査や手続き等への支援
※勤務地等詳しくはお問い合わせください。

生活保護自立支援相談員
①日常生活支援員
②就労支援員
③年金調査相談員　

直接か郵送で、履歴書（写真貼付）を２月２２日
までに精神保健福祉課（〒２５２－５２７７　中央区中
央２－１１－１５　1０４２－７６９－９８１３）へ
※後日、面接あり

保健師か精神保健福祉士等の資格
があるか、保健福祉に関する相談
業務に従事した経験がある人＝若
干名

日額
１万５００円

精神保健福祉手帳等の申請案内など
勤務場所　中央か南障害福祉相談課
４月～２５年３月（更新あり）の月～金曜日の
うち、週２・３日程度、１日６時間

保健福祉相談員

直接、履歴書（写真貼付）を２月２９日までに津
久井保健福祉課（1０４２－７８０－１４０８）へパソコン操作ができる人＝２人時給

８９０円

施設管理や団体の対応など
４月～２５年３月の月～金曜日のうち市が指定
する週３日程度で、午前８時３０分～午後５時
のうち７時間３０分

津久井地域福祉センター
の非常勤職員

電話連絡のうえ、郵送で、履歴書（写真貼付）
と免許証等の写しを、２月２９日までに同課（〒
２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９ 
－９２４９）へ
※後日、面接あり

看護師資格がある人＝若干名時給
１，２７０円

高齢者の介護予防に関わる看護師業務全般
勤務場所　①ウェルネスさがみはら
　　　　　②南保健福祉センター
隔月の①火曜日②木曜日（祝日、１２月２９日～
１月３日を除く）で、午後１時～４時３０分

介護予防推進課の
非常勤看護師

普通自動車運転免許がある人＝若
干名

時給
１，１４０円

高齢者の介護予防事業参加者の送迎
勤務場所　城山保健福祉センター
隔月の月曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を
除く）で、午後１時～４時３０分

介護予防推進課の
自動車運転手

①保健師②管理栄養士③歯科衛生
士の資格がある人＝各若干名

時給
①　１，７６０円
②③１，２７０円

介護予防に関する①保健指導等②栄養指導等
③ 口腔 機能向上事業の歯科指導等

こうくう

月～金曜日（祝日を除く）で、１日①４時間
か５時間３０分②③４時間。勤務日時と場所は
応相談

介護予防推進課の
非常勤職員
①保健師
②管理栄養士
③歯科衛生士

直接か郵送で、履歴書と作文（検査の準備や器具
の洗浄において適正な衛生検査業務を実施する
うえで重要だと考えていることを、経験をもと
にさまざまな観点から４００字程度）を、２月２４日
までに同所（〒２５２－０２３６　中央区富士見１－３
－４１　1０４２－７６９－８３４８）へ　※後日、面接あり

次のいずれかに該当する人＝１人
○獣医師、薬剤師、臨床検査技師
いずれかの資格がある
○化学系の大学を卒業
○衛生検査施設等で洗浄業務に従
事した経験がある

日額
７，８１０円

検査器具等の洗浄、滅菌処理など
４月から週３日程度、１日６時間

衛生試験所の
衛生検査技術補助員

電話で２月２９日までに健康企画課（1０４２－７６９
－８３４５）へ　　　　
※３月に面接と説明会あり

保健師か助産師、小児科経験があ
る看護師で、普通自動車運転免許
がある人＝若干名

日額
１万７００円

生後４か月までの乳児宅へ家庭訪問
４月から、１日おおむね５時間３０分で、勤務
日数は要相談

母子訪問相談員

直接、履歴書（写真貼付）を持って、２月１７日（金）
～２３日（木）午前９時～午後４時（土・日曜日を
除く）に同センター（1０４２－７８４－２７１１）へ

パソコン操作（エクセルの入力等）
ができる人＝１人

時給
８６０円

補助金交付事務の補助など
４月～２５年３月で月８日程度、午前９時４５分
～午後４時

津久井クリーンセンター
の非常勤職員

２月２４日までに教育総務室（1０４２－７６９－８２８０）
へ電話連絡のうえ、２月２７日（月）・２８日（火）の
指定された時間に、履歴書（写真貼付）と栄養士
免許証の写しを持って、市役所第２別館第７会
議室へ

栄養士の資格がある人＝若干名日額
９，８４２円

学校給食の栄養・衛生管理、給食指導など
４月～９月（更新あり）の原則月～金曜日（週
５日）で、午前８時３０分～午後５時１５分のう
ち７時間４５分

市立小学校・給食センタ
ー等の臨時栄養士

　６５歳になった人や他市区町村から転入した６５歳以上の人のうち、介護保
険料を納付書か口座振替による方法（普通徴収）で納めている人は、納め
方が年金からの引き去り（特別徴収）に変わります。

　次に該当する人は特別徴収に変更されません。
○老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額１８万円より少ない
○日本年金機構等の年金保険者に届け出ている住所が本市以外
○年金を担保に融資を受けている　など

　特別徴収の開始が、４月からの人は２月下旬、６月からの人は４月下旬
に、８月か１０月からの人は６月中旬に、特別徴収の開始時期や年金から引
き去る金額を通知でお知らせします。
※保険料の特別徴収が開始されるまでには、年金を受給し始めてから、お
よそ６か月～１年程度かかります。
※特別徴収が開始されるまでの間、保険料は納付書等で納めてください。

お問い合わせ　介護保険課　1０４２－７６９－８３２１

６６５５歳歳ににななっったた人人、、６６５５歳歳以以上上でで転転入入ししたた人人へへ

介介護護保保険険料料のの納納めめ方方がが変変わわりりまますす
６５歳になった人、６５歳以上で転入した人へ

介護保険料の納め方が変わります

　授業や行事、環境整備の支援、登下校時の見守り活動など、子どもたち
の学習や安全を支える活動に参加しませんか。

入門講座「はじめよう！学校支援ボランティア」
　同ボランティアの活動内容や、活動時に配慮することなどを学びます。
日　時　３月９日（金）午後２時～４時

学校支援ボランティア情報交換会
　同ボランティアの情報交換を通して、課題や活動のあり方について話し
合い、研究者からアドバイスを受けます。
日　時　３月１２日（月）午前１０時～正午
対　象　同ボランティアとして活動している人

学学校校支支援援ボボラランンテティィアアでで教教育育ををササポポーートト

会　場　総合学習センター　　定　員　各４０人（申込順）
申し込み　直接か電話で同センター（1０４２－７５６－３４４３）へ

　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。また、電話相談も受け付けます。
日　時　３月４日（日）午前９時～午後４時

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）

1０４２－７８３－８１０３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）

国国民民健健康康保保険険税税 休休日日納納税税相相談談窓窓口口ののごご利利用用をを

市市民民カカメメララママンンをを募募集集 市民カメラマン　撮影写真

上
溝
夏
祭
り

陣
馬
山

　市ホームページや「広報さがみはら」など
で使用する写真（市内行事、風景など）を撮
影する市民カメラマンを募集します。
対　象　市内在住か在勤・在学で月に２・３

回活動できる１８歳以上の人
定　員　６人（選考）
活動期間　５月～平成２５年４月
謝　礼　図書カード（交通費相当分）
※書類選考後に、面接を行います。
※カメラ（原則、デジタルカメラ）は各自で
用意してください。

申し込み　「私の好きな相模原」をテーマに、
写真１枚（組写真は３枚まで。カラー
プリントで２Ｌ～四つ切りサイズ。写
真は返却しません）とその写真で伝えたいこと（２００～３００字）、写
真の裏に住所、氏名、年齢（学生は学年も）、電話番号を書いて、
直接か郵送で３月９日（必着）までに広聴広報課（〒２５２－５２７７　中
央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２００）へ
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視聴覚ライブラリーの催し視聴覚ライブラリーの催し
●シネマサロン　
日にち　３月１１日（日）・１３日（火）
時　間　午後２時～３時３０分
上映作品　「七つの顔」（１９４６年／日本）白黒 

　火事になった劇場のステージから、高価な首飾
りを身に付けた歌手が誘拐される。名探偵「多羅
尾伴内」が七変化の活躍で事件を解決する、戦後
間もない日本で大ヒットした作品。

対　象　市内在住か在勤・在学の人＝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

図書館ひろば
　講演会や図書館探検クイズ、布絵本の展示、おはなし会など、図書館
の魅力がいっぱいのイベントです。
　大集会室　（先着順）
　○午前１１時～１１時５０分　　定　員　５０人
　　講演会「昭和を駆け抜けた紙芝居」（大人向け）
　○午後０時２０分～１時１０分　　定　員　１００人
　　映画会　小惑星探査機「はやぶさ」帰還編（ＪＡＸＡ提供）ほか
　○午後１時３０分～４時　　定　員　５０人
　　講座「私たちだけの切り抜き新聞をつくろう！～東日本大震災を見つめて」
　中集会室
　○午前１０時３０分～午後４時
　　布絵本の展示とおはなし会、図書館探検クイズ、音訳体験など
　視聴覚室
　○午前１０時５０分～午後２時５０分
　　おはなし会（０歳～小学生向け）１日３回　定　員　各４０人（先着順）
　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
図書館と市民をつなぐ会・相模原の山本さん　1０９０－４９４７－７１４７

まなびあい・ふれあい・
かんじあい　あいをつなぐ

●自作ビデオ上映会
　アマチュアビデオカメラマンが
撮影・編集した作品を上映します。
日にち　３月４日（日）
時　間　午後１時～４時

●月例子ども映画会
日にち　３月１０日（土）
時　間　午後２時～３時３０分
上映作品　
○人魚と海賊船　○馬の田楽
○お血脈　○きずだらけのりんご

会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）

市市立立図図書書館館（（中中央央区区鹿鹿沼沼台台））のの催催しし

　本物の化石を使って図鑑を作ります。
日にち　２月２６日（日）
時　間　午後２時～３時３０分
対　象　小学生＝２０人（申込順）　
※４年生以下の人は保護者同伴
費　用　１００円（材料費）

子どもおもしろ実験教室
～化石のひみつを科学しよう～

簡単！カルトナージュで作るブックカバー講座
～オシャレなブックカバーを作ろう～

2月19日

（日）

古古民民家家園園のの
ひひなな祭祭りり

　ひな祭りに関する歴史や由来などのク
イズを行います。ひな人形も展示します。
日にち　２月２６日（日）
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）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

つつるるしし雛雛展展

日日中中国国交交正正常常化化４４００周周年年記記念念

市日中交流協会「中国展市日中交流協会「中国展」」

　このほか 二  胡 の演奏や京劇の披露、中国絵画や書
に こ

の展示、中国茶の提供などがあります。
会　場　桜美林大学プラネット淵野辺キャンパス
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、教室

名を書いて、渉外課（1０４２－７６９－８２０７　Ｅメール 
kokusai@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

時　間教室名

午後１時３０分～３時３０分
中国切り絵体験

親子で話そう中国語

 ３時～４時３０分　　漢詩講座「項羽と劉邦」
費　用　４００円

　　３時４５分～４時４５分健康太極拳

相相模模川川ふふれれああいい科科学学館館 ひひなな祭祭りり水水槽槽
　ひな祭りにちなみ、かわいらしい生き物たちによるひな飾りが登場します。
期　間　２月１８日（土）～３月３日（土）　　展示生物　金魚の仲間

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
２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）

　ちりめんで作ったつるし 雛 やミニ傘飾
びな

り、和の小物等を展示します。
日にち　２月２５日（土）・２６日（日）
時　間　午前１０時～午後５時
会　場　新磯ふれあいセンター

お問い合わせ
新磯ふれあいセンター
1０４６－２５５－１３１１

ソレイユさがみの催し

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（1０４２－７７５－１７７５　6０４２－７７５
－１７７６）へ

※未就学児（２歳以上）の保育あり（申込時に要予約）

●初級傾聴ボランティア講座　子育てサポート編〈全２回〉
日　時　３月１０日（土）・１７日（土）午前１０時～午後４時
対　象　講座終了後に「子育ておしゃべりサロン」のコーディ

ネーターとして活動できる人か、傾聴ボランティアに興
味のある人＝１０人（申込順）

●さんかく広場
　～音楽とロコトレで心とからだをリフレッシュ～
　ロコモティブシンドローム（運動器症候群）のためのトレー
ニングなどを紹介します。
日　時　３月１２日（月）午前１０時～正午
定　員　５０人（申込順）　　費　用　２００円（茶菓子代）

●人気作家さんのほっこりニットカフェへようこそ！
　春のコサージュ　１DAY Lesson
日　時　３月１４日（水）午前１０時～正午
定　員　１０人（申込順）　　費　用　１，５００円（材料費）

●柔道整復師から学ぶ　肩こり・腰痛予防講座
　～春を迎える前の体のメンテナンス～
日　時　３月１７日（土）午後２時～３時３０分
定　員　３０人（申込順）

●子育ておしゃべりサロン
日　時　３月１９日（月）午前１０時３０分～１１時３０分
対　象　１歳未満の初めての子とその保護者＝１０組（申込順）　市ホームページに、相模原の森林に関する特設サイト

さがみはら森林情報館 を公開しました。森林クイズや紙
芝居などのキッズコーナーもありますので、ぜひご覧く
ださい。

お問い合わせ
津久井経済観光課　1０４２－７８０－１４１６

「「ささががみみははらら森森林林情情報報館館」」市市ホホーームムペペーージジでで公公開開！！

　厚紙と布で作るフランスの伝統工芸「カルトナージュ」でオリジナル
のブックカバーを作ります。
日にち　３月３日（土）
時　間　午後２時～４時
対　象　１８歳以上の人＝１５人（申込順）
費　用　２００円（材料費）

申し込み　電話で午前９時３０分から同館（1０４２－７５４－３６０４）へ

３月３日
（土）
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※来所面接を希望する場合は事前に電話してくだ
さい。

※児童虐待の通告や相談も受け付けます。緊急の
場合はこども虐待１１０番（1０４２－７３０－３５１１）へ

子どもと家庭についての
総合相談窓口

　子育てについてのさまざまな相談窓口
相談日時　月～金曜日午前８時３０分～午後５時

ひとり親家庭生活支援事業

心の健康
ストレス解消法について
日にち　３月１１日（日）
時　間　午前１０時、午後１時３０分
会　場　あじさい会館
定　員　各３０人（抽選）
※２歳以上未就学児の保育あり（申し込
み時に要予約）

申し込み　電話で２月２８日までに市母子
寡婦福祉協議会（1０４２－７５５－
６６１２）へ

子育て応援店  
　右のマークがあるお店は、おむつ替えや授乳
スペース、粉ミルク用の湯の
提供、商品の割引など、子育
て家庭を応援する「子育て応
援店」です。お出かけのときな
どにぜひ利用してください。

子育て応援店募集
　子育てを応援しているお店の協賛登録を募集
しています。詳しくは、市ホームページの 子
育て → 地域の子育て応援 をご覧になるか、お
問い合わせください。

電話番号相談窓口
０４２－７７５－８８１５緑こども家庭相談課
０４２－７６９－９２２１中央こども家庭相談課
０４２－７０１－７７００南こども家庭相談課

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

知っていますか？

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－９８１１

　地域の親子がグループを作って週１回程度集
まり、子育ての情報交換や手遊びなどの交流活
動をしています。現在３６のグループがあり、公
立保育園が運営相談や保育指導をしています。
対　象　保育園、幼稚園に入園していない乳幼

児とその保護者
※入会希望者は保育課か、各公立保育園へご連
絡ください。
お問い合わせ　保育課　1０４２－７６９－８３４０

コミュニティ保育グループ「なかよしクラブ」でコミュニティ保育グループ「なかよしクラブ」で
活動しているママに聞きました！活動しているママに聞きました！

　コミュニティ保育グループの魅力はなんですか？
日野さん　子どもに友達がたくさんできたことです。毎週友達に会え
るのをとても楽しみにしています。
奥谷さん　数年前に引っ越してきたとき、知り合いも周りにいないの
で心細かったのですが、このクラブに
入って地域でのコミュニティーができ、
子どもにもたくさん友達ができてとて
も心強かったです。
小野さん　いろいろな年の子どもがい
るので、兄妹で同世代の友達ができ、
一緒に楽しめるのが魅力だと思います。

み
ん
な
で
楽
し
く
体
操
♪

マ
マ
や
お
友
達
と
一
緒
に
工
作

友達をつくろう

ココミミュュニニテティィ
保保育育ググルルーーププ

左から日野さん、奥谷さん、小野さん

気軽に交流・相談

曜　日会　場曜　日会　場
金曜日大沼○こ ★火・金曜日橋本○こ 

月・木・金曜日大野台○こ 金曜日大野北○こ 

月・水・木曜日大野南○こ 水・金曜日向陽○こ 

水・金曜日鹿島台○こ 月・木・金曜日清新○こ 

火曜日上鶴間○こ 水・木曜日並木○こ 

木曜日相武台○こ 火・水・木曜日富士見○こ 

月・水・金曜日鶴園中和田○こ 火・木曜日横山○こ 

※○こ ＝こどもセンター　　　　　　　 ★４月からは月・金曜日
※祝日、小学校の長期休業期間（夏休み等）は変更があります。

お問い合わせ　こども施設課　1０４２－７６９－９２２７

パネルシアター

▲

　乳幼児とその保護者、妊娠中の人とその家族など
を対象に、こどもセンターや保育所などで、気軽に
訪れ、遊んだり、子育ての情報交換などをしたりす
ることができる場所を提供しています。子育ての不
安や悩みなども相談できます。

子育て広場たんと
開催日時　月～金曜日午前１０時～午後３時
※祝日、年末年始、店舗の休業日はお休みです。
会　場　伊勢丹相模原店本館６階ベビー＆キッズコミュニティーテラス
対　象　３歳ぐらいまでの乳幼児とその保護者、妊娠中の人とその家族
※子どもの預かりは行いません。

こどもセンター   
時　間　午前１０時～正午

 ふふれれああいい親親子子ササロロンン

　保健師や保育士、主任児童委員、民生委員・児童委員、子育て
サポーターなど地域のスタッフに健康・育児相談ができます。ま
た、乳幼児の身体測定や、親子遊びの紹介などをしています。

開催日時　月１回（８月を除く）午前１０時～正午
※日程は、本紙別冊ウェルネス通信や市ホームページ
でお知らせします。
会　場　こどもセンターなど市内２７か所
対　象　乳幼児とその保護者

子育てに不安はつきもの
主任児童委員　井上�美さん

　子どもにはそれぞれ個性があり、発達
も違うので、子育てには不安がつきもの
です。その不安は、同じ年頃の子どもを
持つ保護者同士で子育てについての情報
を交換・共有することで解消することが

できます。ふれあい親子サロンでは、保健師や保育士などのスタッ
フもいるので、専門的立場からもアドバイスできます。
　子育て広場や公民館事業など、地域のコミュニティーに参加して、
不安を一人で抱え込まないでくださいね。

子子育育てて広広場場

認 可 保 育 所
　保育士による子育てに関する悩みや疑問についての相談、
親子遊びや子育てに役立つ講座などを行っています。
※各園で取り組み状況が異なるので、事前に各園にご確認ください。

　子育てには喜びとともに、さまざまな不安や悩みがつきものですが、
そんな不安な気持ちを一人で抱え込んでいませんか。
　市内のこどもセンターや保育所、商業施設などでは、気軽に利用でき
るさまざまな子育て支援に取り組んでいます。
　地域はあなたの子育てを応援しています。ぜひ、あなたも身近な地域
の子育て支援の取り組みを利用して、子育てを楽しんでみませんか。

地域みんなで 
　　　子育て支援 
地域みんなで 
　　　子育て支援 
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　あなたの近くの景色が映るかもしれません。ぜひご覧ください。

あああああああああああののののののののののの名名名名名名名名名名名場場場場場場場場場場場面面面面面面面面面面面、、、、、、、、、、、実実実実実実実実実実実ははははははははははは相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模原原原原原原原原原原原がががががががががががロロロロロロロロロロロケケケケケケケケケケケ地地地地地地地地地地地 －－－－－－－－－－－主主主主主主主主主主主ななななななななななな実実実実実実実実実実実績績績績績績績績績績績ーーーーーーーーーーー 「「「「「「「「「「「相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模原原原原原原原原原原原フフフフフフフフフフフィィィィィィィィィィィルルルルルルルルルルルムムムムムムムムムムム・・・・・・・・・・・コココココココココココミミミミミミミミミミミッッッッッッッッッッッシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョンンンンンンンンンンン」」」」」」」」」」」でででででででででででははははははははははは

作品名（ロケ地）区
獣医ドリトル（葛原神社）、ＪＩＮ－仁－（菅井地区の丘）、ＬＡ
ＤＹ～最後の犯罪プロファイル～（さがみ湖リゾートプレジャーフ
ォレスト）、ＣＨＡＮＧＥ（青根小学校）、天才てれびくんＭＡＸ（牧
郷体育館）、家政婦のミタ（アリオ橋本）、南極大陸（古民家）　ほか

緑区

麒麟の翼～劇場版・新参者～（淵野辺公園）、ＲＯＯＫＩＥＳ・ル
ーキーズ（サーティーフォー相模原球場）、ダーティ・ママ！（ひ
ばり球場）、税務調査官・窓際太郎の事件簿（市役所）、万引きＧ
メン・二階堂雪（道保川公園）、山崎製パンＣＭ（横山小学校）、
えいごであそぼ（鹿沼公園）　ほか

中央区

パラダイス・キス（相模女子大学）、Ｑ１０（旧県立新磯高校）、サ
ントリーＢＯＳＳ ＣＭ（県立相模原青陵高校）、任侠ヘルパーＳＰ
（相模大野駅北口コリドー通り）、ジウ～警視庁特殊犯捜査係（神
奈川柔道整復専門学校）、駅弁刑事・神保徳之助（サウザンロード
相模台商店街）　ほか

南区

　本市の撮影相談窓口として、映画やドラマ、コマーシャルなど映像制作
者からのロケ地探しの相談や、現地の皆さんとの仲介、ロケハン（ロケ地
下見）から当日までの立会い、エキストラの手配など、円滑に撮影ができ
るよう協力し、作品の誘致を進めています。
　また、魅力的な市のスポットや産品など使った撮影を制作者にご紹介・
ご提案し、作品に登場させてもらうなど、誘致活動と市のＰＲの両立も図
っています。

俳俳俳俳俳俳俳俳俳俳俳優優優優優優優優優優優さささささささささささんんんんんんんんんんんののののののののののの意意意意意意意意意意意外外外外外外外外外外外ななななななななななな一一一一一一一一一一一面面面面面面面面面面面ががががががががががが見見見見見見見見見見見ららららららららららられれれれれれれれれれれるるるるるるるるるるるここここここここここことととととととととととももももももももももも

中村みゆきさん（市民エキストラ歴３年、撮影参加回数８回）
○エキストラ登録した理由は
　ドラマに出演してみたい、俳優さんを近くで見てみ
たいという単純なきっかけです。
○思い出に残るロケ撮影は
　最初に参加した撮影で、女性警察官の制服を着て出
演したことです。その時、一緒に制服を着た人とは今
でもエキストラ友だちです。
○市民の皆さんに向けて一言
　親や子どもと撮影に参加しています。撮影時間が長いことが多く、大変
な部分もありますが、休憩時間に他のエキストラと交流したり、俳優さん
の意外な素顔がみえたりと、それ以上の楽しみがあります。皆さんもいか
がですか。

市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民エエエエエエエエエエエキキキキキキキキキキキススススススススススストトトトトトトトトトトラララララララララララ・・・・・・・・・・・ロロロロロロロロロロロケケケケケケケケケケケーーーーーーーーーーーシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョンンンンンンンンンンン物物物物物物物物物物物件件件件件件件件件件件ををををををををををを募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集

　あなたも憧れの俳優さんたちと一緒に、映画や
テレビドラマに出演してみませんか。相模原フィ
ルム・コミッションでは、市内で行われるロケ撮
影に参加できるボランティアのエキストラを募集
しています。希望者はエキストラ登録をしてくだ
さい。登録者にはエキストラ募集情報をお知らせ
します。
登録方法　相模原フィルム・コミッションのホー

ムページから申し込めます。（登録用紙をプリントアウトして、郵送でも
申し込めます。）　※１７歳以下の人は、保護者の同意が必要です。

中
村
さ
ん

　自宅や会社、店舗などのロケーション物件登録も募集しています。
登録について詳しくは、同フィルム・コミッションのホームページを
ご覧になるか、お問い合わせください。

映　画 おおかかええりり、、ははややぶぶささ（（３３ＤＤ））

デカデカ☆☆黒川鈴木黒川鈴木

毎週木曜日　午後１１時５８分～午前０時３８分

３月１０日（土）から全国で公開

絶賛放映中 

相模原フィルム・コミッション

まずは登録を

放　送　読売テレビ（日本テレビ系）

出　演　板尾創路、田辺誠一、田中　圭
　　　　鶴田真由　ほか

ロケ地　さがみ湖リゾートプレジャーフ
　　　　ォレスト
　　　　津久井観光ボート（緑区三井）
　　　　銀河アリーナ
　　　　四津屋商店（緑区佐野川）ほか

配　給　松竹

出　演　藤原竜也、杏、三浦友和　ほか

ロケ地　ＪＡＸＡ相模原キャンパス、淵野辺公園
　　　　新戸スポーツ広場、淵野辺東小学校、
　　　　市立博物館、県営富士見団地

お問い合わせ　緑区役所地域政策課　1０４２－７７５－８８０１

緑区Shortフィルム
フェスティバル作品上映会
緑区Shortフィルム

フェスティバル作品上映会
緑緑緑緑緑区区区区区SSSSShhhhhooooorrrrrtttttフフフフフィィィィィルルルルルムムムムム

フフフフフェェェェェススススステテテテティィィィィバババババルルルルル作作作作作品品品品品上上上上上映映映映映会会会会会
～～未未来来をを彩彩るる緑緑区区かからら

ククリリエエーータターーたたちちががははばばたたくく瞬瞬間間～～
とき

ショート

　皆さんから応募があった、緑区のまち、
自然、人などを題材にした映像作品、全１９
作品を上映します。また、「緑区民賞」の一
般投票も行います。ぜひ参加してください。

日にち　２月１９日（日）
時　間　午後１時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと多目的室

もり

※参加希望者は直接会場へ

審査員長　塩田明彦監督からのコメント
－日本アカデミー賞監督賞（ 黄  泉 がえり）受賞監督－

よ み

　豊かな自然に恵まれた緑区の大地から、明日の映画世界を切
り 拓 くような野心的な作品が生み出されてくることを期待して

ひら

います。
　また、思いもよらぬ被写体との出会
い、思いもよらぬ映像と音との出会い、
思いもよらぬ映画表現との出会い。こ
のフィルムフェスティバルがそんな驚
きと喜びに満ちた場となることを心よ
り期待しています。

雄大な相模川の流れ、相模湖や陣馬山などの豊かな自然、にぎやかな駅周辺の都会的な街並み。
本市が持つさまざまな魅力的な表情を、ロケを通じ、映像を通して市内外に広く発信し、地域の

観光や経済の活性化を図ろうと、相模原フィルム・コミッションを平成１７年に設立し、６年が経
た

ちました。この間、市民エキストラの協力やロケ地の提供など、市民の皆さんの協力を得て市内
各所で積極的な誘致活動を展開し、こうした活動により、これまで約５００件にのぼる映像作品が本
市で撮影されました。
私たちが暮らすこの街のどこかで、今日もドラマや映画が撮影されているかもしれません。皆

さんも、相模原で制作される作品に参加し、共に支えていきませんか。
市では、フィルム・コミッションと連携し、市内でのロケを積極的に誘致するとともに、支援

する作品やロケ地の情報を広く市民に周知するなど、本市の魅力発信に取り組んでいます。

相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模原原原原原原原原原原原ををををををををををを舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞台台台台台台台台台台台ににににににににににに撮撮撮撮撮撮撮撮撮撮撮影影影影影影影影影影影ささささささささささされれれれれれれれれれれたたたたたたたたたたた２２２２２２２２２２２作作作作作作作作作作作品品品品品品品品品品品注目!注目!

雄大な相模川の流れ、相模湖や陣馬山などの豊かな自然、にぎやかな駅周辺の都会的な街並み。
本市が持つさまざまな魅力的な表情を、ロケを通じ、映像を通して市内外に広く発信し、地域の

観光や経済の活性化を図ろうと、相模原フィルム・コミッションを平成１７年に設立し、６年が経
た

ちました。この間、市民エキストラの協力やロケ地の提供など、市民の皆さんの協力を得て市内
各所で積極的な誘致活動を展開し、こうした活動により、これまで約５００件にのぼる映像作品が本
市で撮影されました。
私たちが暮らすこの街のどこかで、今日もドラマや映画が撮影されているかもしれません。皆

さんも、相模原で制作される作品に参加し、共に支えていきませんか。
市では、フィルム・コミッションと連携し、市内でのロケを積極的に誘致するとともに、支援

する作品やロケ地の情報を広く市民に周知するなど、本市の魅力発信に取り組んでいます。

用語解説
ロケ　ロケーションの略。映画
やテレビなどで、実在の風景
や店舗等で行う撮影。

エキストラ　映画やテレビで、通
行人などの役の出演者。

お問い合わせ　相模原フィルム・コミッション（相模原市産業振興財団）　〒２５２－０２３９　中央区中央３－１２－３　相模原商工会館本館４階
1０４２－７５９－５６１０　相模原フィルム・コミッション　ホームページ　http://www.sagamihara-fc.jp/

塩田明彦さん
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みんなの ス ポ
～スポーツ・レクリエーションを楽しもう～

だだれれでも、でも、気気軽軽にに。。

身身近近でで楽楽ししいいススポポーーツツ体体験験！！
～市内の総合型地域スポーツクラブがＰＲイベントを一斉開催～

土２５ 
２/

土 

お問い合わせ〔クラブ所在区〕対象・定員（先着順）会　場時　間イベント・教室名など

〔緑区〕
城山スポーツ＆カルチャー
クラブめいぷる
1０４２－７８２－０３０３
1０８０－５４４９－５４０２
※当日、イベントが変更に
なる場合があります。

５歳以上の人川尻小学校体育館

午前１０時～１１時３０分バウンドテニス、フラエクササイズ

午前１０時～正午チャレンジ ザ ゲーム

午後１時～２時３０分キンボール、ユニカール

午後２時３０分～３時３０分ヒップホップダンス

〔緑区〕
大沢ＦＣ
1０９０－６５２８－０１３９
6０４２－７７５－６６８６
※荒天の場合中止あり
　（お問い合わせください）

小学校新１年生以上の人
＝３０人
※初心者、親子参加も歓迎

コロナフットボールクラブ相
模原・コート（緑区下九沢１６３５
－４）
※駐車場が限られるため、乗
り合いで来場してください。

午前１０時～正午
（受け付けは

午前９時４５分から）

ちびっこサッカー教室

小学生以上の人＝各３０人ミニゲーム de楽しむ！（男女別）

中学生以上の人
＝２５人（申込順）

ジェクサー相模原フットサル
クラブ・コート（中央区南橋
本１－２３－２０）

午後４時～６時
（受け付けは

午後３時４５分から）

小宮山友祐選手（フットサル日本代表）による
フットサルクリニック
※事前申し込みが必要
申し込み　電話かファクスで大沢ＦＣへ

〔中央区〕
相模原ＦＣ
1０４２－７１２－５５４９
Ｅメール office@sagami 
hara-fc.or.jp

４歳以上の未就学児
＝２５人（申込順）相模原ＦＣスポーツスクエア

人工芝体育館
（中央区上溝６－７－１５）
※車での来場はご遠慮ください。

午前９時３０分～１０時３０分
ゲームを楽しむサッカー教室
※事前申し込みが必要（当日、直接の参加は不可）
※スパイク不可、ボール不要
申し込み　電話か、Ｅメールに氏名、年齢（学

年）、電話番号、「ゲームを楽しむサッ
カー教室」と書いて相模原ＦＣへ

小学校１～３年生
＝２５人（申込順）午前１１時～正午

〔中央区〕
ＦＣコラソン
1０４２－７６３－８８４４

どなたでも

相模原麻溝公園競技場
午後２時～４時
（受け付けは

午後１時３０分から）

トップレベル選手による
デモンストレーション
　三段跳びの梶川洋平選手（東アジア大会金メダ
リスト）、１００ｍハードルの城下麗奈選手が実演

小学生＝５０人
中学生＝５０人

陸上体験教室
　専門のコーチが、走ることや跳ぶことの楽し
さを指導

〔南区〕
ＳＲＣ
1０４２－８５５－４８０２

どなたでも
※初心者でも楽しめます。

大沼小学校体育館
※車での来場はご遠慮ください。午前９時～１０時３０分

親子リズムダンス教室
　音楽に合わせて、楽しく体を動かします。
※室内履きを持参してください。

〔南区〕
あそべーる大沼クラブ
1０８０－３２４６－４７９６
※３月に創設予定

５歳以上の人＝５０人
大野台小学校体育館
※車での来場はご遠慮ください。

午前９時～１１時剣道体験教室

どなたでも＝５０人午前１０時～１１時ウオーキング（会場～淵野辺公園周辺）

小学生以上の人＝３０人午前１１時～午後０時３０分レクリエーション吹き矢、ビーチボール

〔南区〕
スポレク相模台ＪＯＩＪＯＹ
1０８０－５６５９－６４５２

小学生以上の人＝各２０人桜台小学校グラウンド、
体育館午前９時３０分～１１時３０分

ペタンク・グラウンドゴルフ体験教室
※荒天中止

バドミントン体験教室

小学生以上の人＝２５人相模台公民館卓球体験教室

〔南区〕
ミハタ
1０４６－２５７－９０８２

どなたでも＝２０人

ミハタスポーツセンター
（南区相武台２－２－４３）

午前１１時～正午ヨーガ＆足もみ教室

小学生＝３０人正午～午後１時小学生体操教室
（バック転、ハンドスプリング、側転）

どなたでも＝２０人午後０時３０分～２時リラクゼーションストレッチ教室

〔南区〕
やんちゃるジム
1０４２－７４２－３４０９

５歳以上の人＝１００人東林小学校体育館
※車での来場はご遠慮ください。正午～午後１時親子体操体験教室

１８歳以上の人＝４０人東林公民館
※車での来場はご遠慮ください。午後１時１５分～２時１５分講演会（やんちゃるのコンセプト）

身身近近でで楽楽ししいいススポポーーツツ体体験験！！

　地域の皆さんが中心となって運営などに関わり、発展させていく総合型地域スポーツクラブ。種目や年
齢、レベルなどに応じて、いつでも気軽にスポーツを楽しめる場として親しまれています。今年は、市内
にある総合型地域スポーツクラブのうち９クラブ（うち１つは創設準備クラブ）が、日頃の活動の成果を
生かして特色ある体験教室などを行います。運動不足が気になっている人や、「スポーツが少し苦手だか
ら…」と、これまで体を動かすことを敬遠していた人も、ぜひ、この機会に参加してみてください。

※希望者は直接、各会場へ
（大沢ＦＣのフットサルクリニックと相模原ＦＣ
の教室は、事前に申し込みが必要）

お問い合わせ

当　　日 各クラブへ
前日まで スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

参 加 費 無 料
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銀河アリーナの教室
申し込み費　用対　象時　間日にち教室名

希望者は直接会場へ
１回５００円
〈貸し靴は別途４００円
（中学生以下２００円）〉

５歳～中学生午後６時３０分
　～８時１５分

３月１日～４月２６日の
毎週木曜日

スピードスケート・
フィギュアスケートジュニア

スケート ３月６日～４月２４日の
毎週火曜日アイスホッケー

５歳以上の人午前６時３０分
　～８時３０分

３月４日～４月２２日の
毎週日曜日早朝スケート

直接か電話で、３月コースは
３月１日～１４日、４月コース
は４月１日～１８日に同所へ

各２，０００円中学生以上の人＝
各５０人（申込順）

午後８時３０分
　～１０時４５分

３月１５日（木）・１６日（金）３月コース
カーリング〈全２回〉※

４月１９日（木）・２０日（金）４月コース

※１８歳未満の人は、保護者同伴か送迎、または参加同意書が必要

相模原麻溝公園競技場の教室
費　用定　員

（申込順）対　象時　間日にち教室名

２，５００円

各２０人

１８歳以上
の人

午前１０時
　～１１時３月７日（水）

フラワー
アレンジメント
～コサージュと
花かごの作り方～

２，０００円小学校
１～３年生

午後３時３０分
　～４時３０分

２月２５日
～３月２４日の
毎週土曜日
（３月１０日を除く）

バレエ
〈全４回〉

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、電話番号、教室名を書いて、同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6 

０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp）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

１，０００円２０人１８歳以上の人午前１０時
　～正午３月１日（木）絵手紙体験

３，０００円３０人
クロールで２５
ｍ以上泳げる
小・中学生

午後５時３０分
～６時３０分下記参照※泳力向上

〈全１２回〉

１，６００円５０人

市内在住か在
勤・在学の１５
歳以上の人（中
学生を除く）

午後１時　　
～２時３０分

３月７日　
　～２８日の
毎週水曜日

アクアビクス
〈全４回〉

各４００円各１５人
６０歳以上の人

午前１１時
　～正午

３月８日（木）
　　９日（金）

歩き方
〈全２回〉

３月１４日（水）
　　１５日（木）

転倒予防
〈全２回〉

２００円

各２０人

３月１６日（金）健　康

６００円
１５歳以上の人
（中学生を除
く）

３月２１日（水）
　～２３日（金）

シェイプアップ
〈全３回〉

※泳力向上：３月１日（木）・２日（金）・６日（火）～９日（金）・１３日（火）
～１６日（金）・２１日（水）・２２日（木）

申し込み　直接か電話で、同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

市体育協会からのお知らせ
体操体験教室
日にち　３月２４日（土）
時　間　午前１０時５分～午後０時３０分、午後１時３０分～４時
会　場　総合体育館
対　象　市内在住の小学生と４月に小学生になる人
定　員　各７０人（申込順）
費　用　各１，０００円
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）、性

別、学年、保護者名、電話番号、希望時間を書いて、３月１５日（必
着）までに市体操協会の淡路幸男さん（〒２５２－０３３６　南区当麻
８９２－８　16０４２－７３３－１６３１　Ｅメール jpksga@jcom.home. 
ne.jp）へ

市春季短水路記録会
日　時　３月２５日（日）午前９時～午後５時
会　場　さがみはらグリーンプール
対　象　２５ｍ以上泳げる人
費　用　１種目７００円
※申し込み方法など詳しくは、市水泳協会ホームページをご覧ください。

親子ラグビー教室
日　時　３月１１日（日）午前９時～正午
会　場　アイダエンジニアリンググラウンド（緑区根小屋）
対　象　市内在住の３歳～中学生とその保護者
※保護者が在勤の場合も可
費　用　１組５００円
※希望者は直接会場へ

陸上競技新Ｂ級公認審判員資格取得講習会
日　時　３月４日（日）午前９時３０分～午後４時
会　場　会館とどろき（川崎市中原区宮内４－１－２）
対　象　１８～６５歳の人　　費　用　４，０００円
※詳しくは、市陸上競技協会ホームページをご覧ください。

お問い合わせ　銀河アリーナ　1０４２－７７６－５３１１

市体育協会　1０４２－７５１－５５５２
HP http://www.jade.dti.ne.jp/ t̃aikyo/

お問い合わせ
相模湖経済観光課　1０４２－６８４－３２４０歴史が息づくまち小原で文化と歴史を堪能しよう！

会　場　小原の郷尾久さんの古民藝展

　小原在住の元日本民 藝 館学芸
げい

員が、長年かけて収集した収蔵
品を展示します。

展　示　
期　間　２月２２日（水）～３月３１日（土）
時　間　午前９時３０分～午後４時３０分

古民藝品説明会
日　時　２月２６日（日）午後１時～２時
　　　　３月２４日（土）午後３時３０分～４時３０分
※希望者は直接会場へ

申し込み　はがきかファクスに住所、氏名、年齢、電話番号、催し名を書いて、２月２４日（必
着）までに相模湖経済観光課（〒２５２－５１６２　緑区与瀬８９６　6０４２－６８４－３６１８）へ

甲州古道ハイキング

　甲州道中や山々の生態系の説明などを聞きながら
ハイキングを楽しみます。
日にち　３月２４日（土）
集　合　午前１０時に小原の郷
解　散　午後４時ごろに小原宿本陣
コース　小原の郷～底沢～小仏峠～小仏城山（昼食）

～千木良～小原の郷～小原宿本陣
対　象　市内在住の中学生以上の人＝３０人（申込順）

石うすで「きな粉」作り
～小原宿料理体験教室～

　津久井在来大豆できな粉を作り、お餅
を食べます。
日にち　３月２４日（土）
時　間　午後１時３０分～４時
会　場　小原集会所（緑区小原７０２）
対　象　小学生以上の人＝１５人（抽選）
費　用　３００円（材料費等）



����24 (2012) .2.15 No.1235

市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。

市森林整備計画変更（案）の市森林整備計画変更（案）の

縦覧と意見の申し立て縦覧と意見の申し立て

日 ３月１２日（月）まで（土・日曜
日を除く）
時 午前８時３０分～午後５時１５分
会 農政課、各経済観光課
意見の申し立て　直接、３月１２日
までに各会場へ
問 津久井経済観光課（1０４２－７８０
－１４１６）

平成平成２３２３年度 包括外部監査の結果年度　包括外部監査の結果

テーマ　消耗品の取得及びこれに
係る出納事務の執行について
　監査結果報告書は、各行政資料
コーナー・図書館で閲覧できるほ
か、市ホームページの 市政情報 
→ 監査 からもご覧になれます。
問 監査委員事務局　

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

登録確認を登録確認を

日 ２月２３日（木）～３月８日（木）
時 午前８時３０分～午後５時
会 月～金曜日＝市選挙管理委員会
事務局、土・日曜日＝市役所本館
守衛室
対 市内在住で平成４年４月１日ま
でに生まれ、２４年１月１日現在、
次のいずれかに該当する人
①１０�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
③１０�以上の農地で耕作の業務を
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
上耕作の業務に従事している
※縦覧希望者は直接会場へ（電話
での登録確認は不可）
問 市選挙管理委員会事務局

協働事業提案制度説明会・協働事業提案制度説明会・

提案相談会提案相談会

　４月に提案を募集する同制度の
概要と応募方法の説明、個別相談会

※希望者は直接会場へ
問 市民協働推進課

南区周辺の南区周辺の「「所得税の確定申告所得税の確定申告、、

市・県民税申告」の会場が変更市・県民税申告」の会場が変更

　昨年までは会場が市南区合同庁
舎でしたが、今年は県高相合同庁舎
に変わります。注意してください。
※その他の会場や日程等について
は、お問い合わせください。
日 ２月１６日（木）～３月１５日（木）
時 午前９時～午後３時３０分
問 相模原税務署（1０４２－７５６－８２１１）

自然環境観察員自然環境観察員

　身近な生き物の調査などを通し
て、自然環境の変化などを捉える
ボランティア
期間　４月～平成２５年３月
対 市内在住か在勤・在学の中学生
以上の人
申 直接か郵送、Ｅメールに住所、
氏名、職業（学年）、電話番号を
書いて、３月１５日までに環境政策
課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－
１１－１５　1０４２－７６９－８２４０　Ｅ kan 
kyouseisaku@city．sagamihara． 
kanagawa．jp）へ

救護所看護ボランティア救護所看護ボランティア

　災害発生時に救護所で負傷者の
応急措置などの医療救護活動を行
うボランティア
対 看護師か保健師、助産師、准看
護師の資格がある人
申 電話で地域医療課（1０４２－７６９
－９２３０）へ

障害者支援センター障害者支援センター

松が丘園の嘱託職員松が丘園の嘱託職員

　障害者の就労支援など
勤務　週５日で午前８時３０分～午
後５時のうち７時間４５分
賃金　月額１６万２，３００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 直接か郵送で履歴書（写真貼付）
を２月２４日までに市社会福祉事業
団（〒２５２－０２２３　中央区松が丘１
－２３－１　1０４２－７５０－１９０５）へ

麻溝地域包括支援センターの麻溝地域包括支援センターの

正規職員正規職員

勤務　月～金曜日の午前９時～午
後６時
対 社会福祉士の資格がある人
定 １人
申 電話連絡のうえ、履歴書（写真
貼付）と資格証を持って、相陽台
ホーム（1０４２－７７７－３５０１）へ

けやき体育館の催しけやき体育館の催し

体育室等の開放
　遊具やスポーツ器具が利用可
時 午前９時３０分～正午
対 市内在住か在学の障害児
定 ３０人（申込順）
ミヤマ☆仮面と楽しく体を動かそう
　プロレス式トレーニング・格闘
ビクスなど
時 午後２時～３時３０分
対 市内在住か在勤・在学の障害児・
者＝３０人、ボランティア＝多数（申
込順）

◇　　　◇
日 ３月２８日（水）
※付き添いが必要。小学生～高校
生の兄弟姉妹の参加も可
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、
同体育館（1０４２－７５３－９０３０　6 

０４２－７６９－１２００）へ

民俗探訪会「新磯地区を歩く」民俗探訪会「新磯地区を歩く」

　博物館で活動する市民ボランテ
ィアと学芸員が、新磯地区南部の
寺社や石仏などの見どころを案内
日 ３月１４日（水）〈小雨決行〉
時 午前９時３０分～午後０時３０分
集合・解散場所　相武台下駅
定 ３０人（抽選）
申 往復はがき（１枚２人まで）に
住所、氏名、年齢、電話番号、参
加人数を書いて、２月２９日までに
市立博物館（〒２５２－０２２１　中央区
高根３－１－１５　1０４２－７５０－
８０３０）へ

障害児・者バスレクリエーション障害児・者バスレクリエーション

「いちご狩り（静岡県）」「いちご狩り（静岡県）」

日 ３月２５日（日）
時 午前８時～午後５時３０分
集合・解散場所　けやき体育館
対 市内在住か在勤・在学の障害児・
者とその付き添い
定 ２０組４０人（抽選）
費 １組５，４２０円（入園料・昼食代）
申 直接か電話、ファクスに住所、
氏名、電話番号、「いちご狩り」
と書いて、２月２９日までにけやき
体育館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２ 
－７６９－１２００）へ

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

グリーンハウスの催しグリーンハウスの催し

マンスリーコンサート
　フルートデュオコンサート
日 ２月１９日（日）
時 午後１時３０分～３時
墨彰会「水墨画展」
　花、風景、鳥など水墨画の展示
日 ２月２８日（火）～３月１１日（日）
時 午前９時３０分～午後４時

◇　　　◇
※希望者は直接会場へ
問 同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

みんなで歩こう！みんなで歩こう！

相模原北公園のウメ〈１１㎞〉相模原北公園のウメ 〈１１㎞〉

日 ２月２５日（土）〈小雨決行〉
集合　午前９時に橋本駅北口広場
解散　さがみはらグリーンプール
費 ５００円
※希望者は弁当、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）

市民桜まつり絵画コンテストの市民桜まつり絵画コンテストの

入賞作品展示入賞作品展示

問 市民まつり実行委員会事務局
（商業観光課内）

あじさい大学学生・ＯＢあじさい大学学生・ＯＢ

交流作品展交流作品展

　今年度、同大学で学んだ人と修
了後もOBサークルを結成し活動
している人の作品を展示

時 午前１０時～午後４時（初日は正
午から、最終日は午後３時まで）
会 相模原市民ギャラリー
問 高齢者福祉課

さがみはら商人思草さがみはら 商  人  思  草 
あき んど し ぐさ

塾 塾 
じゅく

　商業者に求められるコミュニケ
ーションスキルを学ぶ
日 ３月１０日（土）
時 午後５時～６時３０分
会 市民会館
講 斉藤里恵さん（「筆談ホステス」
著者）
対 若手経営者、商店後継者など
定 １００人（申込順）
申 直接か郵送、ファクスに住所、
氏名、電話番号、店舗名、「さが
みはら商人思草塾」と書いて、相
模原商工会議所（〒２５２－０２３９　中
央区中央３－１２－３　1０４２－７５３
－８１３６　6０４２－７５３－７６３７）へ
※希望者は講演会終了後、交流会
あり（費用１，０００円）

お知らせ 

イベント 
会　場時　間日にち
けやき
会館午後１時３０分

　～３時

２月２６日
（日）

津久井保健
センター

３月５日
（月）

大野南
公民館

午後３時３０分
　～５時

３月９日
（金）

展示場所期　間
市南区合同庁舎
１階ロビー

２月２２日（水）
まで

市役所本館
１階ロビー

２月２４日（金）～
３月２日（金）

藤野中央
公民館

３月１４日（水）
　～２１日（水）

市役所
第２駐車場２階

４月７日（土）・
　　８日（日）

募　　集 

講演・講座 

施設のお休み

さがみはら市民活動サポートセ
ンター
日３月３日（土）
問 同所（1０４２－７５５－５７９０）

期　間内　容
２月２６日（日）
　～２８日（火）書道

３月１日（木）
　～３日（土）水彩画

３月４日（日）
　～６日（火）日本画・版画

３月８日（木）
　～１０日（土）陶芸・文芸

３月１１日（日）
　～１３日（火）

刻字・油絵
園芸
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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。

東尋坊の「ちょっと待て東尋坊の「ちょっと待て

おじさん」からのメッセージおじさん」からのメッセージ

　毎日のパトロールにより心の叫
びを受け止め、多くの自殺を食い
止めてきた自らの活動を語る
日時 ２月２５日（土）午後２時～４時
会 鳥屋地域センター
講 茂　幸雄さん（「心に響く文集・
編集局」代表理事）
定 ２５０人（申込順）
申 電話で精神保健福祉センター
（1０４２－７６９－９８１８）へ

日赤災害時高齢者日赤災害時高齢者

生活支援講習会生活支援講習会

　災害発生時における高齢者への
看護の知識や技術を学ぶ
日 ３月１１日（日）
時 午前９時３０分～１１時３０分
会 あじさい会館
対 市内在住か在勤・在学の１５歳以
上の人＝３０人（抽選）
申 往復はがきに住所、氏名、生年
月日、性別、職業、電話番号を書
いて、２月２７日までに日赤相模原
市地区本部（地域福祉課内　〒２５２
－５２７７　中央区中央２－１１－１５ 
1０４２－７６９－９２２２）へ

臨床栄養セミナー臨床栄養セミナー

「「噛む・飲む・食べる 噛 む・飲む・食べる
か

～咀嚼・嚥下と栄養管理～」～ 咀  嚼 ・ 嚥  下 と栄養管理～」
そ しゃく えん げ

日時 ３月２日（金）午後５時～７時
会 相模女子大学マーガレット本館
講 菊谷　武さん（歯科医師）
　田中弥生さん（管理栄養士）
対 管理栄養士、医師、歯科医師等
医療福祉関係者＝１００人（申込順）
費 ５００円
申 ファクスかＥメールに氏名、所
属、職種、電話番号、「臨床栄養
セミナー」と書いて、２月２９日ま
でに同大学栄養科学部（6０４２－
７４３－４７１７　Ｅ hitoshoku@mail 
２.sagami-wu.ac.jp）へ
問 地域保健課

簡単ネイルアート教室簡単ネイルアート教室

日時 ３月４日（日）午前１０時～正午
会 さがみはら北の丘センター
対 １８歳以上の人＝２０人（申込順）
費 ２，０００円
申 直接か電話で同センター（1０４２
－７７３－５５７０）へ

要約筆記者養成講座要約筆記者養成講座

（パソコンコース）〈全（パソコンコース）〈全４３回〉４３回〉

日 ４月１２日～平成２５年３月１４日
時 午前１０時～正午
会 けやき体育館
対 市内在住か在勤・在学の１８歳以
上で初めて要約筆記を学ぶ、次の
全てに該当する人
○基本的なパソコン操作ができる
○無線ＬＡＮ内蔵でウイルス対策
がされたノートパソコン（ＯＳは
WindowsXP、Vista、７）を持
参できる
○タッチタイピングで１分間に日
本語文章を６０文字程度入力できる
定 ２０人
申 障害者支援センター松が丘園、
けやき体育館にある申込書と、作
文（「応募の動機」４００字以内をパ
ソコンで作成）を３月９日までに
同園（1０４２－７５８－２１２１）へ

パソコン研修３月コースパソコン研修３月コース

　パソコン入門、ワード・エクセ
ルなど２０講座（ほかに無料体験講
座あり）
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（1 

０４２－７５３－８１３３　ＨＰ http：//www． 
sankai０６．jp/）へ

布ぞうり教室布ぞうり教室

日 ３月１１日（日）
時 午後１時３０分～３時３０分
会 サン・エールさがみはら
定 ２０人（抽選）　費 ２，０００円
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「布ぞうり教室」と書いて、
２月２５日までに同所（〒２５２－０１３１
緑区西橋本５－４－２０　1０４２－
７７５－５６６５）へ

七宝焼き教室七宝焼き教室

「リボンのブローチ」「リボンのブローチ」

日 ３月２２日（木）
時 午前９時～正午
　 午後１時～４時
会 市民健康文化センター
対 １８歳以上の人＝各１５人（申込順）
費 各１，０００円
申 直接か電話で同センター（1０４２
－７４７－３７７６）へ

さがみはら若者サポートさがみはら若者サポート

ステーションのセミナーステーションのセミナー

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
日時 ２月１８日～３月３日の毎週土曜
日午前１０時～正午
対 ニート・ひきこもり状態、フリ
ーターの子どもを持つ家族
※個別カウンセリングあり
②若者支援セミナー
「若者は何度でもやり直せる
　～少年院からのリスタート～」
　ＤＶＤ上映と青年による体験談
日 ２月２３日（木）
時 午後２時～４時
対 １５～３９歳の就労に悩む人

◇　　　◇
会 サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定 各３０人（申込順）
申 電話で２月①１７日②２２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

国民健康保険税　第９期

納期限　２月２９日（水）

ココンビニエンスストアンビニエンスストア
でも納付できますでも納付できます　　
納納税は便利な口座振替で税は便利な口座振替で

申金金融機関の窓口へ融機関の窓口へ

催 し　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。
▼キコリ体験と森のグッズづくり　
２月１８日（土）午前９時３０分～正午、
相模原中央緑地（南区大野台）。定員
２０人（先着順）、費用５００円。持ち物
は軍手、タオルなど　�問 高橋（1０９０
－４６２９－４８４３）
▼日置彩乃・菱沼知美～トランペッ
トとピアノの夕べ～　２月２５日（土）
午後６時～８時、相模女子大学７号
館　�問 菱沼（1０８０－１０３３－７６０６）
▼福寿草祭　１．５ha一面に広がる福
寿草をお楽しみください。２月２５日
（土）～３月４日（日）午前１０時～
午後２時（降雪時は閉鎖）、藤野が
るでん山の里（緑区牧野８３５４）　�問 
加藤（1０９０－５１９１－３０２０）
▼弥栄わくわくどきどき理数教室　
３月１７日（土）午前９時３０分～午後
０時３０分、県立弥栄高校。対象は小
学校５年生～中学生とその保護者。
定員各教室２０人（抽選）。内容や申
し込み方法など詳しくは、同校ホー
ムぺージをご覧になるか、お問い合
わせください。　�問 同校（1０４２－７５８ 
－４６９５）
▼実用書道講習会（基礎編）　３月
１９日（月）午後１時～３時、総合学
習センター。定員１８人（申込順）、
費用８００円　�申 電話で亀井（1０４２－
７５４－３９０２）へ
　　　　　　　会費などは個別にお問い
　　　　　　　合わせください。
▼スクエアダンス　月４回火曜日午
後１時、小山公民館ほか。初心者歓
迎　�問 星加（1０４２－７５１－２０３８）
▼英会話　毎月第１・第３水曜日午
前９時、相原公民館ほか　�問 伊藤（1 

０４２－７７４－１９７９）
▼自力整体　毎週火・土曜日午前１０
時、けやき体育館　�問 藤田（1０８０
－５５１８－５３５４）
▼健康体操　月４回水曜日午後１時
３０分、光が丘公民館　�問 内藤（1０８０ 
－２０３３－６０４１）
▼混声コーラス　月２回日曜日原則
午前１０時、東林ふれあいセンター。
初心者歓迎、見学可　�問 鈴木（1０４２
－７３３－１４４７）
▼リトミック　毎月第２・第４火曜
日午前１０時、陽光台公民館。対象は
未就園児とその保護者　�問 奈良（1 

０９０－２５６０－１９６５）

掲載の申込方法は
毎月１日号でお知らせします

仲 間

高齢者を中心に高齢者を中心にトラブルが多発トラブルが多発

悪悪質な投資勧誘に注意！質な投資勧誘に注意！

　株や社債の取引に関したトラ
ブルが多発しています。
被害に遭わないために
○電話勧誘などには、すぐに応
じない

○もうけ話を安易に信じない
○よく分からない商品には手を
出さない

○不審に思ったらすぐ相談
相談窓口　財務省横浜財務事務
所（1０４５－６８１－０９３３）、県警
察悪質商法１１０番（1０４５－６５１－
１１９４）、北消費生活センター（1 

０４２－７７５－１７７０）、相模原消費
生活センター（1０４２－７７６－
２５１１）、南消費生活センター（1 

０４２－７４９－２１７５）
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● 毎月１５日発行 ●

２０１２年 平成２４年 区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 

人　口 人 １７７，１４３

７１，５５０世帯 

平成２４年１月１日現在 （　）は前月との増減 
 

男 ８９，５２７ ／ 女 ８７，６１６ 

（１２４減） 

（３１増） 

〒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 

緑区イメージキャラクターの愛称が緑区イメージキャラクターの愛称が

 ミウル に決まりました
　多数の応募（６４７作品、４７９人）ありがとうございました。
　高校生・大学生ボランティア、津久井青年会議所による「ゆるキ
ャラ選隊きめルンジャー」が選考し
た結果、区の魅力である「水」や「緑」
が連想でき、緑区から「潤い」を発
信していきたいという願いが込めら
れている「ミウル」に決定しました。
　今後、広報紙や区ホームページ、
イベントなどで活躍していきますの
で、応援をよろしくお願いします。

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

日　時　２月２１日（火）午後２時　　会　場　Flos橋本（緑区橋本６－４－１５）　
傍聴席数　１０席（抽選）　※傍聴希望者は午後１時４０分～５５分にFlos橋本３階第４会議室へ

日　時　３月１４日（水）午後７時　　会　場　Flos橋本（緑区橋本６－４－１５）　
傍聴席数　１０席（抽選）　※傍聴希望者は午後６時４０分～５５分にFlos橋本３階第４会議室へ

緑緑区区鳥鳥屋屋ににああるる、、知知るる人人ぞぞ知知るる福福寿寿草草※※のの自自生生地地にに、、散散策策路路がが誕誕生生
ししままししたた。。よよりり多多くくのの人人にに花花をを見見ててももららいいたたいいとと、、鳥鳥屋屋地地域域振振興興協協
議議会会とと鳥鳥屋屋地地区区ままちちづづくくりり協協議議会会がが手手作作りりでで整整備備ししままししたた。。外外柵柵にに
はは津津久久井井地地区区のの工工芸芸品品のの組組みみひひももをを利利用用すするるななどど、、地地域域ららししささもも見見
るるここととががででききまますす。。
地地域域でで力力をを合合わわせせてて作作っったた散散策策路路をを歩歩ききななががらら、、福福寿寿草草をを楽楽ししんん
ででみみまませせんんかか。。

学びや行進曲 学びや行進曲 学びや行進曲 

　橋本小学校は、児童数９９０人の大きな学校です。
　「やさしい心で　花いっぱい　いのちあふれる　橋
本小」とのスローガンを掲げ、校庭や中庭などには、
たくさんの花が咲いています。校庭の周りにある「あ
のねの森」という森では、元気に走り回ったり、木の
実を拾ったりして、子どもたちが楽しく仲良く遊んで
います。また、「ハッシーくん」というお花をイメー
ジしたキャラクターが、児童集会などで活躍し、学校
の人気者です。
　人や自然との触れ合いを大切にした、やさしい心が
いっぱいの小学校です。 みんなの遊び場「あのねの森」

スローガンを背に
「ハッシーくん」（左端）

お問い合わせ　鳥屋出張所　1０４２－７８７－０６１１

緑区明るい選挙推進協議会 予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学ととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととと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康康康康康康康康康落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落落語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語緑区明るい選挙推進協議会 予予防防医医学学とと健健康康落落語語

内　容　選挙のいろは 
古橋　彰さん（医師）による「予防医学と
健康落語」 

日　時　３月５日（月）午後２時～４時１５分
会　場　 杜 のホールはしもと

もり

定　員　１５０人（先着順）　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　緑区選挙管理委員会事務局　1０４２－７７５－８８２０

地域活動で退職後をエンジョイ

　「退職後に、地域に知り合いがいないことに気付き、 愕  然 
がく ぜん

としました」。会社を早期退職した佐瀬さん（緑区町屋在住）
は、地域で知り合いをつくるため、積極的にボランティア活
動に参加。現在は、傾聴ボランティア「傾聴　花みずき」の
副会長を務めるほか、多くの活動に携わり、地域を歩いてい
ると知り合いに会わないことはないまでに。
　高齢者施設や個人宅などで話を聴く「傾聴　花みずき」は、
合併により活動範囲が城山地区から緑区へ広がりました。傾

聴の心構えは「相手に敬意を払う」「相手の全てを受け入れる」こと。佐瀬さんは、
傾聴を通して「多様な価値観に触れ、自身の成長につながった」と話します。
　「退職後は、ぜひ、地域活動を」と呼びかける佐瀬さんは、「会社員のころとは
違い、毎朝わくわくして目を覚まします」と、退職後の日々を満喫中です。

破顔一笑 破顔一笑 破顔一笑 

佐
瀬
芳
行
さ
ん

ミ
ウ
ル
で
す
。

よ
ろ
し
く
ね
！

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福ををををををををををををををををををををををををををををををををを招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招招くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花
見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見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にに来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来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せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん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？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？見に来ませんか？

お問い合わせ
緑区役所地域政策課　1０４２－７７５－８８０１

２月の小委員会

３月の区民会議

花いっぱい
やさしい心いっぱい 橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋橋本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本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校校校校校校校校校校校校校校校

※福寿草 キンポウゲ科の多年草。旧暦の正月（２月）ごろ咲き出すこ
とから、新年を祝う花として、「元日草」や「朔日草」などの別名を

がん じつ そう つい たち そう

持つ。花言葉は「幸福を招く」など。

ＪＡ津久井郡鳥屋 

412

513

関 
鳥屋 
郵便局 
鳥屋 
郵便局 

津久井消防署鳥屋出張所 津久井消防署鳥屋出張所 

福寿草散策路 

鳥屋出張所 
緑区鳥屋１０６４ 

橋本駅からバス「鳥居原ふ
れあいの館」行き「鳥屋郵
便局前」下車徒歩１分

交通 
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２０１２年 平成２４年 

No.００２３ 

区の人口・世帯 

2 15
〒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 

人　口 人 ２６７，３９４ 
男 １３５，５８９ ／ 女 １３１，８０５ 

（２９増） 

１１３，５１３ 世帯数 世帯 （９増） 
平成２４年１月１日現在 （　）は前月との増減 
 

　１月１９日、新宿小学校の３年生が「少年・少女ファイヤ

ースクール」を受けました。これは、学校が市の消防職員

を講師として招いて行う体験型の授業です。同校では「一

人で自宅にいるときに火事が起きた場合、状況を正しく判

断して、自分の身を守れる力をつけてもらいたい」と、こ

の授業を実施しました。

　火や煙の怖さを語る講師の話に子どもたちは真剣に耳を

傾け、また、煙の中での避難などの訓練にも熱心に取り組

んでいました。

　消防署では、子どもたちに防火意識を身に付けてもらい、

将来的には、消防団や災害ボランティアなど、地域の防火

防災の担い手になってもらいたいと期待しています。

　３月１日から全国一斉に「春の火災予防運動」が実施さ

れます。まだ寒さが残り、空気の乾燥するこの季節。火の

用心を心掛けましょう。

　煙は、上へ上へと上がり、その後、横に広がり、下に下りてきます。
　煙から逃げるには、口と鼻をハンカチなどで覆い、床の上をはうように
して、素早く出口に向かうことが大切です。

煙の中を避難する 煙の中を避難する 煙の中を避難する 煙の中を避難する 

！ ！ ！ から身を守る から身を守る から身を守る 
～～～～～～～～～～～少少少少少少少少少少少年年年年年年年年年年年・・・・・・・・・・・少少少少少少少少少少少女女女女女女女女女女女フフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァイイイイイイイイイイイヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤーーーーーーーーーーースススススススススススクククククククククククーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルル～～～～～～～～～～～

着ている服に、火がついてしまったら？ 着ている服に、火がついてしまったら？ 着ている服に、火がついてしまったら？ 着ている服に、火がついてしまったら？ 
走ると火が大きくなる
ので、まず立ち止まる。

立ったままでいると火
を吸い込むので、全身
を地面につける。

転がって火を消す。手
で顔を火から守る。

火事で１１９番通報すると、次のように尋ねられます。

火事と救急は、119番！ 火事と救急は、119番！ 火事と救急は、119番！ 火事と救急は、119番！ 

落ち着いて、正確に答えましょう。

「煙で亡くなる人がたくさんいることを聞いて驚きました」
「習ったことをお父さんやお母さんにも教えてあげたい」
「もし、火事になったら、今日の訓練を生かしたいです」
「家から火事を出さないように注意したいです」

中央区区ビジョンシンポジウムを開催しました！
　１月２８日に、「人とまち、 宇  宙 をつなぐ中央

そ ら

区」をテーマに、「中央区区ビジョンシンポジ
ウム～未来の中央区の姿を考える～」を開催し
ました。
　当日はたくさんの区民の皆さんが集まり、「中
央区区ビジョン」答申素案などについて多くの
意見が寄せられました。中央区ホームページな
どから寄せられた意見と合わせ、区民会議での
審議の参考とさせていただきます。

　まちづくり会議を母体とするエンジョイ上溝実
行委員会と多摩美術大学環境デザイン学科の共催
による、上溝の住民とともに学生がまちづくりを
考える「上溝プロジェクト２０１１」発表会を１月２１
日に開催しました。
　上溝の住民からの情報提供等を参考にしながら、
学生がまちづくりを計画し、それらを模型などで
表現して、当日は１０のプランが発表されました。
学生の提案には、住民の意識していなかった魅力
がうまく生かされていて、「上溝にもまだできる
ことがある」という気持ちを参加者みんなが抱い
た、有意義な時間となりました。

上溝の住民と学生が
　　　まちづくりを考える

　地域や家族を守る消防団で、一緒に活動しませんか。

消消消消消消消消消消消消消消消消防防防防防防防防防防防防防防防防団団団団団団団団団団団団団団団団員員員員員員員員員員員員員員員員募募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集集中中中中中中中中中中中中中中中中！！！！！！！！！！！！！！！！消防団員募集中！～消防団にあなたの力を～

お問い合わせ　上溝まちづくりセンター　1０４２－７６２－００７９

 ストップ！

 倒れろ！

 転がれ！

～受講後の児童の声～～受講後の児童の声～～受講後の児童の声～

お問い合わせ　相模原消防署査察指導課　1０４２－７５１－９１３４

日　時　２月２１日（火）午後２時　　　会　場　けやき会館　　
議　題　中央区区ビジョンについて　　
傍聴席数　１０席（抽選）※傍聴希望者は、午後１時４５分までに直接会場へ

お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

次回の区民会議

Ｑ「はい、１１９番消防署。火事ですか、救急車ですか？」
Ｑ「場所を教えてください」
Ｑ「何階の、何が燃えていますか？」
Ｑ「あなたのお名前と電話番号を教えてください」

～エンジョイ上溝・多摩美術大学共同プロジェクト～

　受講した児童全員に修了証として、市消防局から
キーホルダーが贈られました。

火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事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恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐恐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いいいい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

お問い合わせ　消防総務課　1０４２－７５１－９１１６

対　象　市内在住・在勤の１８歳以上の人（男女問わず。大学生も募集中）

【おわびと訂正】広報さがみはら１月１５日号（ちゅうおう区版）に掲載した平成２３年１２月１日現在の世帯数に誤りがありました。正しくは、１１３，５０４世帯です。おわびして訂正します。

　田名地域の養蚕農家の姿を伝える資料館に、明治
から現代までのひな人形が所狭しと飾られます。
会　場　相模田名民家資料館（中央区田名４８５６－２）
期　間　３月４日（日）まで（午前１０時～午後４時）
※月～水曜日は休館〈ただし、２月２３日（木）～３月
４日（日）は毎日開館〉

お問い合わせ　相模田名民家資料館　1０４２－７６１－７１１８

ひなまつり今昔展
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２０１２年 平成２４年 

No.００２３

区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 2 15
人　口 人 ２７５,２５４

１２１,８６５世帯 

男 １３６，７１８ ／ 女 １３８，５３６ 
（４６増） 

（４３増） 
平成２４年１月１日現在 （　）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 

新磯地
区の 

絆を深める地域の“わ” 絆を深める地域の“わ” 絆を深める地域の“わ” 絆を深める地域の“わ” 
～小学校と地区社協による高齢者支援～ ～小学校と地区社協による高齢者支援～ ～小学校と地区社協による高齢者支援～ 

　新磯地区社会福祉協議会（地区社協）の実施する給食
サービス事業のうち、１月は「地域ぐるみでの支え合い
活動」となっています。 
　新磯小学校から贈られた「もち米」を地域のボランテ
ィアが調理して、民生委員が安否確認を兼ねてひとり暮
らし高齢者世帯等に届け、地域の絆を深めています。 

　同校では、５年生
の授業（総合的な学
習）の一環として、
毎年「もち米」作り
を行っています。 
　平成２１年からは、
地域で役立つように
と収穫の一部（１０kg）
とともに、子どもたち一人ひとりが心をこ
めて描いた「お弁当の掛け紙」を地区社協

へ贈呈していま
す。 
　高齢者に喜ば
れることが、子
どもたちの励み
にもなっていま
す。 

　１月１３日、５年生の代表（４人）から、同地区社
協の池田会長（左）へ「もち米」と「お弁当の掛け
紙」が贈られました。 

　地域みんなの心が
こもった「お弁当」
を民生委員（左）が
届けます。受け取っ
た人からは「メッセ
ージが入った掛け紙
も毎年楽しみにして
います」などの言葉
をいただきました。 

贈呈されたもち米 

地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の 

協
力
で
「
お
弁
当
」
作
り 

大切に育てた稲を収穫 

お問い合わせ 
新磯地区社会福祉協議会 

（新磯まちづくりセンター内） 
1０４６－２５１－００１４ 

５年生１１３人で田植え 

新磯小学校の取り組み 

１０月 

６月 

子どもたちが描いたメッセー
ジ入り「掛け紙」で包装 

　相模大野駅から西側に見える同所（昭和３７年
１０月開設）は、１，０００両以上ある車両の検査を確実に行うため、一定の周期ご
とに検査項目を定めて計画的な保守点検を実施しています。ここでは車両の
台車の分解、整備や車軸の傷の確認などいくつかの班に分かれて機器類を細
部まで検査しているほか、部品の修理や各種性能試験なども行います。また、
８年以内に１回行う「ほぼ全ての部品を分解する最も厳重な検査」と４年以
内に１回行う「主要機器を分解して行う検査」は同所で実施され、小田急電
鉄の全ての車両が必ずここで検査を受けています。
　また地域コミュニケーション活動として、同所の安全への取り組みや仕事
内容を紹介する親子見学会を実施しています。

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 １６ 
南区内の隠れスポット、歴史、人物、産業などを紹介します

小田急電鉄小田急電鉄（（株株））
大野総合車両所大野総合車両所

　車体上げ作業や電車の運転台見学、子
ども用の制帽を着用しての記念撮影など
日　時　３月２８日（水）午前９時～正午
会　場　大野総合車両所（南区東林間１

－１－１８）
対　象　小学生とその保護者＝４０組８０人
費　用　無料

申し込み　はがきに住所、参加者２人の氏名（ふりがな）、子どもの学年、
電話番号、「親子見学会　相模原市係」と書いて、２月２９日（必着）
までに大野総合車両所　親子見学会事務局（〒１０１－８６９１　郵便事業
（株）神田支店私書箱９０号　1０３－５４５９－２３３６）へ

大野総合車両所 親子見学会大野総合車両所　親子見学会

　南区区民会議では、「南区区ビジョン」（答申素案）に対する皆さ
んのご意見を募集します。詳しくは、南区役所地域政策課、南区内各
まちづくりセンターにある資料か、南区ホームページをご覧ください。
意見の提出　所定の用紙を直接か、郵送、ファクス、Ｅメールで２月

２０日～３月２日（必着）に南区役所地域政策課（〒２５２－０３７７ 
南区相模大野５－３１－１市南区合同庁舎内　1０４２－７４９－２１３５ 
6０４２－７４９－２１１６　Ｅメール m-chiikiseisaku２@city.saga 
mihara.kanagawa.jp）へ

※各まちづくりセンターにある応募箱へも提出できます。

南区区ビジョンへご意見をお寄せください南区区ビジョンへご意見をお寄せください南区区ビジョンへご意見をお寄せください

オ
カ
メ
ザ
ク
ラ

オ
カ
メ
ザ
ク
ラ

お問い合わせ 県立相模原公園 1０４２－７７８－１６５３

春を見つけに！

遊具広場の「カワヅザクラ」（河津
桜）が、２月中旬から３月上旬にかけ
て紅紫色の花を咲かせます。

春
め
き（
足
柄
桜
）

春
め
き（
足
柄
桜
）

２月下旬からは公園のあ
ちらこちらで、濃い紅紫色
の「オカメザクラ」から「春
めき」（足柄桜）へと開花
していき、ひと足早い「春」
を楽しめます。

南区の桜～県立相模原公園～南区の桜～県立相模原公園～南区の桜～県立相模原公園～



［発 行］相模原市　 〒２５２-５２７７　相模原市中央区中央 ２丁目１１番１５号　　ホームページ　http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/　［編 集］総務局渉外部広聴広報課　1042-769-8200

別冊　保健・介護予防事業案内 （平成24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 

●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３月６日（火）高齢者

認知症相談 ○2 ○橋午後１時
　～３時３月７日（水）

●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 
 ○橋 ＝緑障害福祉相談課 

1０４２－７７５－８８１１

○南

午後１時
　～２時

３月１３日（火）

精神
保健相談
（精神科医）

３月２２日（木）

○ウ
３月１４日（水）

３月２７日（火）

○橋３月１９日（月）

○9 
　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）

○ウ
午前９時
　　９時３０分
　　１０時
　　１０時３０分

３月１６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

３月２３日（金）

○１０ 
　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）

○南午前９時
　～１１時３０分

３月１３日（火）

栄養相談
（栄養士）

○8 ○橋３月１４日（水）

○9 ○ウ午後１時
　～３時３０分３月１５日（木）

○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

２月２１日～
３月１３日の
毎週火曜日エイズ等の

検査・相談
○橋午後２時

　～４時
２月１８日（土）

３月３日（土）

○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３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

○ウ午前９時
　～１１時３０分３月２日（金）歯科相談

（歯科衛生士）

　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

３月６日（火）
電話歯科相談
（歯科医）

３月１５日（木）

３月２７日（火）

○7 対象　障害のある人（児）○ウ午後１時３０分
　～２時３０分３月２６日（月）特別歯科相談

（歯科医）
※○南 ○橋○藤 でも実施。日程はお問い合わせください。

●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

　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３月３１日までにコールセン

ター（1０４２－７７０－７７７７）へ

○ウ
４月６日（金）
　　１３日（金）
　　２０日（金）

ハロー
マザークラス
〈全３回〉

　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２３年１月～５月生まれの乳幼児と

その家族
定員　○南○ウ＝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

○南
３月６日（火）

親子で 歯 っぴぃ
は

ちゃれんじ
大作戦！

３月１２日（月）

○橋３月７日（水）

○ウ
３月９日（金）

３月１９日（月）

○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３０分
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３月２日（金）
ぴよぴよ
サロン

○9 ○ウ３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３月１２日（月）
ママとベビーの
おしゃべりタイム
～ぽけっと～

内容・時間・対象会　場日にち教室名

　保健師、保育士等による
健康・育児相談、身体測定、
親子遊びの紹介など
※△印は、栄養士による栄
養相談もあり
※□印は、歯科衛生士によ
る歯科相談もあり
時間　午前１０時～１１時１５分
対象　乳幼児とその保護者
※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　○8 ○9 ○１０ 

△新磯○こ 、鹿島台○こ ３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 ３月２日（金）
△向陽○こ 、大野南○こ ３月６日（火）

大野台○こ 、△○津３月７日（水）

△ 相模台○こ 、大沼○こ ３月８日（木）
大島○こ 、△橋本○こ ３月９日（金）

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

３月１３日（火）

横山○こ 、並木○こ ３月１４日（水）
△城山○こ 、△大野北○こ 、
上鶴間○こ 、△麻溝○こ ３月１５日（木）

●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３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
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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。

さがみはらわかち合いの会
（自死遺族の集い）

　同じ体験を持つ人同士で話し合う場です。
日　時　３月８日（木）午後２時～４時
会　場　杜   のホールはしもと　セミナールーム２

もり

対　象　家族など大切な人を自殺で亡くした人＝２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　精神保健福祉センター　1０４２－７６９－９８１８

３０歳代の国民健康保険加入者へ

歯科健診を受診しましょう
診査内容　むし歯や歯周病の有無など
受診期間　３月３１日まで
対　象　昭和４７年４月２日～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がない世帯の人
費　用　５００円
申し込み　電話で国民健康保険課（1０４２－７６９－８２３５）へ
※市ホームページの 電子申請 からも申し込めます。

みんなのアルコール相談
　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。
日　時　３月６日（火）午前１０時～正午　　会　場　けやき会館
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）
申し込み　電話で精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８）へ

高齢者筋力向上トレーニング 中央区Aコース〈全２４回〉
　機器を使った筋力トレーニングなどを行います。
日にち　５月８日～７月２７日の毎週火・金曜日
時　間　午前９時３０分～１１時３０分　　会　場　ウェルネスさがみはら
対　象　市内在住の６５歳以上で、足腰の衰えを感じている人＝若干名（選考）
費　用　４，０００円
申し込み　電話で２月１７日までに介護予防推進課（1０４２－７６９－９２４９）へ

　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。

●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　チューブ体操＝２０人、

ボクササイズ・チェア
ーエクササイズ＝各
１５人、ソフトエアロビ
クス＝２５人（申込順）

○南
午後２時
　～４時３月５日（月）チューブ体操

午前１０時
　～正午

３月１１日（日）ボクササイズ

○9 ○ウ３月１５日（木）ソフト
エアロビクス

○１０ ○南３月２２日（木）チェアー
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３月２１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。

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

精神科救急医療情報窓口　1０４５－２６１－７０７０
　平日　午後５時～翌朝８時３０分
　土曜日・日曜日・祝日・年末年始　午前８時３０分～翌朝８時３０分
　（いずれも翌平日朝は受付８時まで）
※夜間、休日に急激な精神疾患の発症や病状悪化の際に、必要に応じて精神科
医療機関を紹介します。（神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市共同運営）

精神科

　いずれのワクチンも予防接種法に基づか
ない任意の予防接種のため個別通知はしま
せんが、効果や副反応などをよく理解した
うえで接種しましょう。効果などについて
詳しくは市ホームページをご覧ください。
対象者　接種日に本市に住民登録か外国人

登録のある対象年齢の人
接種場所　協力医療機関（要予約）
※協力医療機関名簿は、市ホームページの 
暮らしの情報 → 子育て → 子どもに関
する医療・健康 → 子どもの予防接種 を
ご覧になるか、コールセンター（1０４２－
７７０－７７７７）へお問い合わせください。

お問い合わせ
疾病対策課　1０４２－７６９－８３４６

映画で知る「精神医学」
　映画鑑賞を通して、「そううつ病」と「統合失調症」を学びます。鑑賞
後、精神科医が映画内で表現された症状などを解説します。
第１部　午後３時～５時３０分
　　　　「心のままに」（リチャード・ギア主演）
第２部　午後６時～９時
　　　　「ビューティフル・マインド」（ラッセル・クロウ主演）
会　場　あじさい会館　　定　員　各３５０人（申込順）
申し込み　電話か、ファクスに氏名、電話番号、希望の部（両方も可）を

書いて、３月１２日までに精神保健福祉センター（1０４２－７６９－９８１８ 
6０４２－７６８－０２６０）へ

子宮頸がん予防
ヒブ
小児用肺炎球菌

申込先会　場時　間日にち
1０４２－７７３－５８１２橋　本○包 

午前９時１５分～１１時３０分３月５日（月）
1０４２－７５８－７７１９星が丘○包 
1０４２－７３０－３８８６中　央○包 ３月６日（火）
1０４２－７５８－８２７８大野中○包 午後１時３０分～３時４５分
1０４２－７４１－６６６５相模台○包 午前９時１５分～１１時３０分

３月８日（木） 1０４２－７４５－２６４４相武台○包 午後１時３０分～３時４５分
1０４２－７８０－５７９０津久井○包 
1０４２－７７１－３３７３清　新○包 

午前９時１５分～１１時３０分

３月９日（金）
1０４２－７６０－１２１０大　沢○包 ３月１２日（月）
1０４２－７５２－１３２１小　山○包 
1０４２－７５０－１０６７光が丘○包 ３月１３日（火）
1０４２－７６６－３４８１大野南○包 午後１時３０分～３時４５分

申込先会　場時　間日にち
1０４２－６８５－１５３８相模湖○包 午後１時３０分～３時４５分３月１５日（木）
1０４２－７７７－６８５８麻　溝○包 
1０４２－７５１－６６６２横　山○包 

午前９時１５分～１１時３０分
３月１６日（金）

1０４２－７８３－００３０城　山○包 ３月１９日（月）
1０４２－７７８－２８３７田　名○包 
1０４２－６８６－６７０５藤　野○包 午後１時３０分～３時４５分３月２２日（木）
1０４６－２５２－７６４６新　磯○包 
1０４２－７６８－１８０５上　溝○包 午前９時１５分～１１時３０分３月２３日（金）
1０４２－７６８－２１９５大野北○包 

３月２７日（火）
1０４２－７４０－７７０８東　林○包 午後１時３０分～３時４５分

生活リハビリ相談
理学療法士などによる機能訓練や住宅改修、福祉用具などの相談に応じます。
定　員　各３人（申込順）　　申し込み　電話で各申込先へ

※○包 ＝地域包括支援センター

対象年齢（平成２４年度）・接種回数・間隔ワクチン
の種類

対象年齢　中学校１年生～高校１年生に相当する年齢（平成８年４月２日～１２年４月１日生まれ）の女子
特例 ３月３１日までに１回か２回接種した２３年度の高校１年生に相当する年齢（平成７年４月２日～８年４

月１日生まれ）の女子は、２４年度で残りの回数を接種できます。
接種回数・間隔　ワクチンの種類によって接種間隔が異なります（３回とも同じ種類のワクチンを接種し

てください）。子宮 頸 がん
けい

予防
　　　４価ワクチン（ガーダシル）　　　　　　　２価ワクチン（サーバリックス）　　　

○生後７か月～１歳未満で開始＝３回（４～
８週間の間隔で２回、２回目から１年あけ
て３回目を接種）
○１歳以上で開始＝１回

対象年齢　生後２か月～５歳未満
接種回数・間隔　開始時期により接種回数が異なります。
○生後２か月～７か月未満（標準的な接種年齢）で開始＝４回ヒブ

○生後７か月～１歳未満で開始＝３回（１歳
になる前に２７日以上の間隔で２回、２回目
から６０日以上あけ１歳以上で３回目を接種）
○１歳～２歳未満で開始＝２回（１回目から
６０日以上あけて２回目を接種）
○２歳以上で開始＝１回

対象年齢　生後２か月～５歳未満
接種回数・間隔　開始時期により接種回数が異なります。
○生後２か月～７か月未満（標準的な接種年齢）で開始＝４回

小児用
肺炎球菌

１ 回目 ３ 回目 
１か月 
あける 
１か月 
あける 

５か月 
あける 
５か月 
あける 

２ 回目 

１ 回目 ２ 回目 ４ 回目 ３ 回目 
４～８週間 
あける 

４～８週間 
あける 

４～８週間 
あける 

４～８週間 
あける 

１年 
あける 
１年 
あける 

１ 回目 ２ 回目 ３ 回目 
２７日以上 
あける 

２７日以上 
あける 

６０日以上 
あける 

２７日以上 
あける 

２７日以上 
あける 

６０日以上 
あける 

（1歳以上） 
４ 回目 

１ 回目 ２ 回目 ３ 回目 
２か月 
あける 
２か月 
あける 

４か月 
あける 
４か月 
あける 

３月１９日（月）

予
防
接
種

４月以降も無無料料接接種種を継続
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