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　２月２３日、市は市印刷広告協同組合と、防災や
保健・福祉など市民生活に必要な情報を掲載する
同ガイドの発行に関する協定を締結しました。 
　同ガイドは、市の監修のもと、同組合が来年４
月（予定）に発行するもので、発行に必要な費用
は、同組合が集める広告収入で賄います。 
※市民の皆さんには、市役所等の窓口で配布する
ほか、来年６月ごろまでに自治会を通じて加入
世帯へ配布する予定です。 

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００
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いつ起きてもおかしくない地震に備えて 2

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

もみじホール城山がオープン 
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 今号の主な内容 L I N E U P

暮らしのガイド「ナイスガイドさがみはら 
２０１３－２０１４版」発行に関する協定を締結
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現在発行中の 
同ガイド 

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

じゅん すい と し 

発　行／相模原市

〒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/
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桜の季節、到来。 桜の季節、到来。 桜の季節、到来。 

7日● 7日● 7日● 4月 4月 4月 ・ 土 

7日● 7日● 土 8日● 8日● 日 
午後１時～５時 
 

8日● 8日● 8日● 
午前１０時～午後５時 午後１時～５時 

 
午前１０時～午後５時 

市役所さくら通り ほか市役所さくら通り ほか市役所さくら通り ほか

桜 桜 市民 市民 市民 まつり まつり まつり 

開会式・パレード 開会式・パレード 
午後１時３０分から
　開会式（テープカット、 
　鼓笛・民謡パレードほか）　 
午後３時４５分から
　県警音楽隊の演奏 
　カラーガード隊ドリル演技 
　安全・安心まちづくりパレード 

午後１時３０分から
　開会式（テープカット、 
　鼓笛・民謡パレードほか）　 
午後３時４５分から
　県警音楽隊の演奏 
　カラーガード隊ドリル演技 
　安全・安心まちづくりパレード 

輝け！70万市民の心 コインアート 輝け！70万市民の心 コインアート 

桜並木のライトアップ  桜並木のライトアップ  

湖畔を彩る約200本の山桜やソメイヨシノ 湖畔を彩る約200本の山桜やソメイヨシノ 

津久井湖さくらまつり 
 

津久井湖さくらまつり 
 

市民パレード 市民パレード 
午前１０時１５分～午後０時３０分
午後１時４５分～４時 
　鼓笛隊・よさこいなど、３５団体が行進 

午前１０時１５分～午後０時３０分
午後１時４５分～４時 
　鼓笛隊・よさこいなど、３５団体が行進 

　市内には桜の名所がたくさんあり、各地で桜の開花に合わせて祭りが開催されま
す。うららかな春の陽気に誘われて、ぶらりお散歩しながら、気軽にお出かけして
みませんか。 

　市内には桜の名所がたくさんあり、各地で桜の開花に合わせて祭りが開催されま
す。うららかな春の陽気に誘われて、ぶらりお散歩しながら、気軽にお出かけして
みませんか。 

相模川新磯河川敷の芝ざくら 
 

７日（土）午後１時～４時３０分 
８日（日）午前１０時～午後４時３０分
　皆さんのコイン（硬貨）で大きな絵を描きます。
コインは全額、岩手県の「いわての学び希望基金」
を通じて、震災孤児などの支援に役立てます。 

７日（土）午後１時～４時３０分 
８日（日）午前１０時～午後４時３０分
　皆さんのコイン（硬貨）で大きな絵を描きます。
コインは全額、岩手県の「いわての学び希望基金」
を通じて、震災孤児などの支援に役立てます。 

期　間　４月上旬～中旬（桜の開花状況による）　　時　間　午後６時～１０時 
会　場　相模原警察署前交差点～税務署入口交差点付近 
 
※催しの会場や時間など詳しくは、当日配布するパンフレットをご覧ください。 
※交通規制や臨時駐輪場などについては、本紙４月１日号でお知らせします。 

期　間　４月上旬～中旬（桜の開花状況による）　　時　間　午後６時～１０時 
会　場　相模原警察署前交差点～税務署入口交差点付近 
 
※催しの会場や時間など詳しくは、当日配布するパンフレットをご覧ください。 
※交通規制や臨時駐輪場などについては、本紙４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ー７７０－７７７７

　ステージイベントや地域特産品などの販売、
フリーマーケット（水の苑地のみ）など 

花の苑地 
日　時　４月１日（日）午前１０時～午後４時 
　　　　　　２日（月）午前１０時～午後３時   

水の苑地 
日　時　４月７日（土）午前１０時～午後４時 
　　　　　　８日（日）午前１０時～午後３時 
会　場　県立津久井湖城山公園 
交　通　橋本駅北口から三ヶ木行きバスで 
　花の苑地＝「津久井湖観光センター前」下車 
　水の苑地＝「城山高校前」下車 
 

～70万人のふるさとづくり～～70万人のふるさとづくり～～70万人のふるさとづくり～

　本市は、米国・ワシントン市へ桜の苗木
を寄贈した「憲政の神」尾崎行雄（咢堂）
の故郷です。 
　今でも同市の名所として親しまれている
桜は、時を経て本市に里帰
りし、「咢堂桜」
と命名され、尾崎
咢堂記念館や市内
の小・中学校など
に植樹されていま
す。 
　今年、寄贈から
１００年を迎えます。 

　本市は、米国・ワシントン市へ桜の苗木
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１００年を迎えます。 
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阿津さくらまつり、新磯
桜まつりは、６㌻をご覧
ください。 
 
次の祭りは本紙４
月１日号でお知ら
せします。 
　おおさわ桜まつり
４月７日（土）
　　８日（日） 

　ライトアップは
３月３０日（金）～ 
４月８日（日）午後６時～８時 
　相模川芝ざくらまつり
　４月８日（日）～２２日（日） 

阿津さくらまつり、新磯
桜まつりは、６㌻をご覧
ください。 
 
次の祭りは本紙４
月１日号でお知ら
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４月７日（土）
　　８日（日） 
　ライトアップは
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４月８日（日）午後６時～８時 
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日 

第39回 

咢堂桜 ～桜でつながる100年～ 咢堂桜 ～桜でつながる100年～ 

桜咲く 
サクラサク

相模原
サガミハラ

市内避難者交流の場「ふれ愛」市内避難者交流の場「ふれ愛」
７日（土）午前１０時～午後５時
市役所職員会館にて 
　東日本大震災の避難者同士が、懇談
や連絡先の交換ができる場です。 
お問い合わせ　避難者相談窓口 

1０４２－７６９－８２９３

７日（土）午前１０時～午後５時
市役所職員会館にて 
　東日本大震災の避難者同士が、懇談
や連絡先の交換ができる場です。 
お問い合わせ　避難者相談窓口 

1０４２－７６９－８２９３

OMO IYAR IOMO IYAR I

がくどう 



���24 (2012) .3.15 No.1237

　東日本大震災が発生して１年が過ぎました。平成２３年３月１１日は、本市でも最大震度
５弱を観測し、市民生活に大きな影響を与えました。
　市では、東日本大震災の教訓をもとに帰宅困難者対策や被災地の復旧・復興支援など
さまざまな取り組みを進めていますが、最近では首都直下地震や東海地震の発生確率が
高まったとされ、いつ巨大地震が起きても不思議ではありません。
　地震による被害を最小限にとどめるためには、日頃から市民の皆さん一人ひとりが災
害に対する備えと心構えをもち、いざというときに、落ち着いた行動をとれるようにす
ることが必要です。防災対策についてあらためて確認しておきましょう。

市市職職員員をを募募集集
応募資格募集人数募集期間選考区分

昭和２８年４月２日以降に生ま
れ、医師免許があり、保健事
業に必要な公衆衛生知識があ
る人。ただし、平成１６年以降
に医師免許を取得した人は、
医師法第１６条の２に規定する
初期臨床研修を修了した人

１人随時募集医師
（公衆衛生）

昭和２８年４月２日以降に生ま
れ、医師免許があり、精神保
健指定医である人

１人随時募集医師
（精神保健）

※合格者は随時採用します。
※詳しくは、職員課、各まちづくりセンターなどにある受験案内
（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）をご覧ください。
申し込み　受験案内に付いている申込書と職務経歴・実績書を郵

送で職員課へ
　応募状況に応じ随時選考（面接等）を実施し、採用候補者を決
定します。採用予定人員に達した場合は申し込みを締め切ります。

お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３

３月２５日開通　圏央道

高高尾尾山山イインンタターーチチェェンンジジ
　３月２５日（日）午後３時、首都圏中央連
絡自動車道（圏央道）の「高尾山インター
チェンジ（以下ＩＣ）」が開通します。引
き続き、高尾山ＩＣ～海老名ＩＣの区間の
早期開通に向けて工事が進められます。

お問い合わせ
相武国道事務所　1０４２－６４３－２００１

地地上上デデジジタタルル放放送送のの「「小小仏仏城城山山中中継継局局」」がが開開局局
受信等の相談は

総務省地デジコールセンターへ
　２月２４日にデジサポ神奈川は閉所しました。今後、地
デジに関する相談等については、総務省地デジコールセ
ンターにお問い合わせください。

総務省地デジコールセンター
1０５７０－０７－０１０１（ＩＰ電話等からは1０３－４３３４－１１１１）
午前９時～午後９時（土・日曜日、祝日は午後６時まで）

４月から  北北消消防防署署相相原原分分署署にに救救急急隊隊をを配配置置
　相原分署管内の救急業務は、北消防署、大沢・城山分署の救急車で対応していまし
たが、４月から相原分署に配置する救急車で対応します。相原地区の救急現場到着時
間の一層の短縮をめざすなど、救急体制を強化・充実します。
救急車の適正利用にご協力を
　平成２３年中に救急搬送された人の半数以上が、緊急性の低い軽症者でした。緊急性
が高い人を迅速・的確に救急搬送するため、救急車の適正利用にご協力ください。

お問い合わせ　警防・救急課　1０４２－７５１－９１４２

　３月３０日、新たに「小仏城山中継局」（八王
子市裏高尾町）が開局される予定です。受信可
能範囲等については、市ホームページの 暮らし
の情報 → 地上デジタル放送 をご覧になるか、Ｎ
ＨＫふれあいセンターにお問い合わせください。
※アンテナ調整などについては、最寄りの電器
店にお問い合わせください。

お問い合わせ
ＮＨＫふれあいセンター　1０５７０－００－３４３４

４月から  市市のの組組織織がが変変わわりりまますす
新設する課
シティセールス推進課　（総務局渉外部に設置）
　市の魅力を全国に発信するなど、都市ブランドの構築とシティセールスを総合的に
推進します。
名称変更
交通政策課　（都市建設局まちづくり計画部）
※変更前の課名は、都市鉄道・交通政策課です。

お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３

お問い合わせ　防災について　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８　　職員派遣について　職員課　1０４２－７６９－８２１３

大地震発生時は「むやみに移動
を開始しない」が基本です
　多くの人が一斉に帰宅を始めると、駅周
辺や道路が大混雑となり危険です。周囲の
安全や交通機関の状況が把握できるまでは
無理に帰宅しようとせず、安全な職場など
にとどまりましょう。

家族との連絡手段を確保しましょう
　お互いの無事が確認できるよう、日頃から家族で「災害用伝言サー
ビス」などの使い方を確認しましょう。
◆固定電話　災害用伝言ダイヤル「１７１」
◆携帯電話　災害用伝言板
　防災首都圏ネットの携帯サイト（http://www.９to 
kenshi-bousai.jp/i/pc/index.html）の □４ 帰宅困
難者対策 → □５ 家族へ連絡 から、各携帯電話事業者
の災害用伝言板サービスのページを利用できます。
※毎月１日・１５日に体験利用できます。家族全員で体験してみましょう。

正しい情報をもとに行動しましょう
　うわさ等に惑わされると、正しい判断ができなくなります。市が防
災情報を配信する「ひばり放送」や「テレビ神奈川（ｔｖｋ）データ
放送」、「さがみはらメールマガジン」、「エフエムさがみ」などを
活用しましょう。
◆テレビ神奈川（ｔｖｋ）データ放送
データ放送の表示方法
①ｔｖｋの画面からリモコンのｄボタンを押します。
② マイタウン情報 を選択します。
③相模原市の専用ページから、 防災ひばり放送 を選択します。
◆さがみはらメールマガジン「防災」
　ひばり放送の内容や防災情報をメールで入手できます。
携帯電話の登録方法
①市の携帯公式サイト（http://mobile.city.sagamihara.kanaga 
wa.jp/）の メルマガ登録 → 「防災」「安全・
安心」メール配信登録に進む をクリックします。
②空メールを送信（送信方法は案内があります）
後、返信される登録案内メールで設定します。
◆ラジオ「エフエムさがみ」 周波数８３．９MHz
　「サイマルラジオ」のホームページ（http:// 
www.simulradio.jp/）でも聴くことができます。

被災地復興のため市職員を派遣
　市では、被災者の皆さんへの支援と被災自治体の行政支援のため、これまで延べ
約５００人の職員を派遣してきました。
　震災発生直後、宮城県仙台市には行方不明者の捜索、救助活動など緊急消防援助
活動の業務に、岩手県大船渡市には避難所での健康相談、感染症発生時の隔離対策、
夜勤対応などの保健活動の業務に消防職員や保健師を派遣しました。その後の復旧
状況に応じて、大船渡市には支援物資の管理、健康相談、介護支援、災害義援金な
どの業務に、仙台市、宮城県石巻市、福島県相馬郡飯舘村等には被災家屋調査、下
水道被害調査、選挙事務などの業務に、１～２週間程度の期間で職員を派遣しました。
　このほか、大船渡市や石巻市には、復興計画の策定や 瓦 礫   撤去契約事務に従事す

が れき

る職員２人を長期派遣しており、平成２４年度も防災移転事業など新たなまちづくり
に係る事業等を支援するために大船渡市、仙台市、石巻市に合計８人の職員を１年
間派遣する予定です。

家の中の安全対策をしましょう
　地震のときに、倒れた家具や割れたガラスなどでけが
をしないように対策をしましょう。
○家具の転倒防止…金具等でしっかり固定しましょう。
○家具や調度品の配置を考える…家具の転倒、移動でド
アや避難ルートがふさがれないようにしましょう。

○ガラスによるけがを防ぐ…窓や家具のガラスに飛散防
止フィルムを貼りましょう。

○落下物をなくす…シャンデリアなど重い照明器具をし
っかり固定しましょう。居間や寝室のたんすなどの上
にテレビ、ガラスケース、陶器などを置かないようにしましょう。

最低限３日分の備蓄をしましょう
　大地震後には、電気、ガス、水道などの供給が途絶することがあります。また、
食料品等の入手が困難になる場合もありますので、あらかじめ水、食料、燃料、衛
生用品などの備えをしましょう。

避難場所や避難所を確認しましょう
　家屋の倒壊や火災の延焼により、避難が必要になることがあります。一時避難場
所や広域避難場所、避難所の場所をあらかじめ防災ガイドブックなどで確認しまし
ょう。避難路についても実際に歩いて下見しましょう。

「防災ガイドブック」を配布しています
　家族でできる防災対策の確認と、日頃の備えをまとめています。家庭での防災力
の向上に活用してください。
配布場所　各行政資料コーナー・区役所区民課・まちづくりセンターなど

帰宅困難者対策訓練
（平成２１年度実施）

いいいいいいいいいいいいいいいつつつつつつつつつつつつつつつ起起起起起起起起起起起起起起起きききききききききききききききてててててててててててててててもももももももももももももももおおおおおおおおおおおおおおおかかかかかかかかかかかかかかかしししししししししししししししくくくくくくくくくくくくくくくななななななななななななななないいいいいいいいいいいいいいい
地地地地地地地地地地地地地地地震震震震震震震震震震震震震震震ににににににににににににににに備備備備備備備備備備備備備備備えええええええええええええええててててててててててててててて
東日本大震災から１年

　　  ▲
２次元コードを読みとる
とアクセスに便利です。

▲
２次元コードを読
みとるとアクセス
に便利です。
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1０４２－７７５－８８１０緑障害福祉相談課⑧
1０４２－７６９－９２６６中央障害福祉相談課⑨
1０４２－７０１－７７２２南障害福祉相談課⑩

時　間　午後１時30分～４時
　　　　　　（市民相談と労働相談、外国人相談を除く）
※希望者は直接会場へ

予約が必要な
相談の申し込み
（申込順）

◎当日午前８時３０分から電話で各相談先へ
○２週間前から電話で各相談先へ
▲前の週の水曜日（休日の場合は前日）から電話で相談先へ
□事前に電話で各相談先へ

会場・相談日・時間

内　容相談名
（相談員）

まちづくりセンター市民相談室
藤　野

1０４２－６８７－５５１４
相模湖

1０４２－６８４－３２１４
津久井

1０４２－７８０－１４００
城　山

1０４２－７８３－８１０３
緑区役所

1０４２－７７５－１７７３
南区役所

1０４２－７４９－２１７１
中央区役所

1０４２－７６９－８２３０

第２・第４火曜日第１・第３火曜日月曜日水曜日毎　日月～金曜日夫婦、家族など
日常生活上の悩
みごと

市民相談
（市民相談員）
※電話での相談
も可　　　

午前９時～正午、午後１時～４時午前９時～午後５時

□６月・９月・ 
１月・３月の 
第４金曜日

□５月・８月・ 
１０月・２月の 
第４金曜日

□第３金曜日□第２金曜日
◎水曜日◎金曜日

◎火曜日
相続、離婚など
日常生活上の法
律全般

法律相談
（弁護士） ○第４木曜日○第２木曜日

偶数月の
第１火曜日

奇数月の
第１木曜日

偶数月の
第１金曜日

奇数月の
第２木曜日　第３水曜日　第１水曜日第２水曜日国などの仕事へ

の意見や要望
行政相談

（行政相談委員）

第３水曜日第２金曜日第２水曜日第１金曜日　第４金曜日　第２水曜日第１・第３金曜日人権に関する
心配ごと

人権相談
（人権擁護委員）

会場・相談日
内　容相談名

（相談員）
市民相談室

緑区南区中央区

◎第２月曜日◎第４月曜日◎第１・第３月曜日　
相続・贈与税
など

税務相談
（税理士）

◎第１木曜日◎第２水曜日◎第４水曜日相続に伴う不動
産登記など

登記相談
（司法書士）

　第２木曜日　第１木曜日　第３木曜日新築などに関す
る技術的なこと

新築・増改築
修理等の相談
（相談協力員）

　第２金曜日　第３水曜日　第１水曜日健康保険、年金、
労働など

社会保険労務士相談
（社会保険労務士）

　第２火曜日　第４水曜日　第３水曜日
成年後見、官公
署に提出する書
類の作成など

行政書士相談
（行政書士）

　第３月曜日　第１月曜日◎第２金曜日
不動産取り引き
や借地・借家契
約など

不動産相談
（宅地建物取引主任者）

会場・相談日・時間
内　容相談名

（相談員） 中央区役所市民相談室

毎週木曜日労使関係、労働条件、
解雇など

労働相談
（県相談員） 午前９時～正午、午後１時～４時

▲第２・第４月曜日
（１０月８日は１０月１５日、１２月２４日は１２月１７
日、平成２５年１月１４日は１月２１日、２月１１
日は２月１８日に変更）

交通事故に関する相談交通事故相談
（弁護士）

中国語＝水曜日
スペイン語・ポルトガル語＝金曜日
英語＝第３水曜日

市政や日常生活に関する
こと。弁護士による法律
相談も実施（第４木曜日、
外国人相談時に要予約）。

外国人相談
（外国人相談員）
専用電話　　　　
1０４２－７６９－８３１９ 午前９時～正午、午後１時～４時

相相談談はは無無料料、、秘秘密密はは守守りりまますす

身近な相談相手 44月月からの市民相談からの市民相談

ｅｅ－－モモニニタターー（（市市政政モモニニタターー））をを募募集集
　市民の皆さんの意見を市政に反映するため、アンケートに回答し
ていただきます（年３回～５回程度）。
期　間　５月下旬～平成２５年３月
対　象　市内在住の１６歳以上の人（２５年３月までに１６歳になる人を

含む。公務員など公職の人やモニター経験が連続２年を超え
る人を除く。世帯で１人まで）＝２００人（選考）

申し込み　郵送かファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、性別、
職業、電話番号、希望コース（インターネットか郵送）、Ｅ
メールアドレス（インターネットコース希望の人）、市政モ
ニター経験の有無（ある場合は時期）、応募動機を書いて、
４月１３日（必着）までに広聴広報課（〒２５２－５２７７　中央区中
央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２９９　6０４２－７３０－５２５８　Ｅ e- 
monitor＠city．sagamihara．kanagawa．jp）へ

高高齢齢者者・・障障害害者者へへのの各各種種ササーービビススご利用くださいご利用ください

分分譲譲ママンンシショョンン
無無料料相相談談

　管理組合の運営や、大規模修繕の問
題など、マンション管理士等が相談に
応じます。
日にち　①４月２日（月）
　　　　②５月７日（月）
時　間　午後１時３０分～４時３０分
会　場　中央区役所市民相談室
対　象　市内分譲マンション居住者や

管理組合役員＝各３人（申込順）
申し込み　電話で①３月２８日②５月２

日までに建築指導課（1０４２－
７６９－８２５３）へ

男女共同参画に関する男女共同参画に関する
意見等を受け付け意見等を受け付け

　性別による人権侵害や、男女共同参画施
策について、弁護士などの男女共同参画専
門員が意見、苦情、相談を受けます。
申し込み　男女共同参画課、ソレイユさが

みにある「男女共同参画に関する意
見等申出書」（市ホームページの 申
請書ダウンロード → 男女共同参画 
からダウンロード可）を、直接か郵
送、ファクスで同課（〒２５２－５２７７ 
中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９
－８２０５　6０４２－７５４－７９９０）へ

高齢者向け
はり・きゅう・マッサージ施術料助成券
　助成券（２，０００円）を１か月当たり１枚交付します。指定の施術所で１回につき１枚使用できます。
対　象　市内在住で在宅の７０歳以上の人（平成２４年度中に７０歳になる人を含む。７０～７９歳の人は所

得制限あり）
出張理美容サービス助成券
　助成券（３，０００円）を２か月当たり１枚交付します。指定の事業者で１回につき１枚使用できます。
対　象　市内在住で在宅のおおむね６５歳以上で寝たきりの人
移送サービス利用券
　市民税の課税状況により利用券の金額、配布枚数、１回に使用できる枚数が異なります。指定の
事業者でのみ使用できます。
対　象　市内在住で介護保険の要介護４・５の認定を受け、ストレッチャー等で居室から移送車両

まで全介助を必要とする人（生活保護受給者、福祉タクシー券、燃料券を受けている人を除く）
※城山・津久井・相模湖・藤野地区に在住の人は、サービス内容などが異なるので、詳しくは各保
健福祉課へお問い合わせください。
申し込み　直接、３月２８日から①～⑦か、お近くの地域包括支援センターへ
※はり・きゅう・マッサージ施術料助成券は各まちづくりセンター（城山・津久井・相模湖・藤野
を除く）・出張所でも申し込めます。

障害者向け
福祉タクシー利用助成
　利用券（５００円）を１か月当たり６枚交付します。
自動車燃料費助成
　給油券（１，０００円）を１か月当たり２枚（対象者が所
有する車を同居の家族が運転する場合、同居の家族が
所有する車を対象者や同居の家族が運転する場合は１
枚）交付します。
対　象　○身体障害者手帳１級・２級の人
　　　　○療育手帳Ａ１・Ａ２の人
　　　　○知能指数３５以下と判定された人
　　　　○精神障害者保健福祉手帳１級・２級の人
　　　　○小児慢性特定疾患にり患している人
　　　　○特定疾患にり患している人
申し込み　直接、３月２８日から④～⑩（特定疾患にり

患している人は①～⑦）へ
※必要書類など詳しくは申し込み先にお問い合わせく
ださい。

助成期間　４月～平成２５年３月（年度途中に申し込みをした場合は、申し込みをした月～平成２５年３月）
申し込み・お問い合わせ 1０４２－７７５－８８１２緑班

介護予防
推進課

①
1０４２－７６９－８３４９中央班②
1０４２－７０１－７７０４南班③

1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課④
1０４２－７８０－１４０８津久井保健福祉課⑤
1０４２－６８４－３２１５相模湖保健福祉課⑥
1０４２－６８７－５５１１藤野保健福祉課⑦
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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。

ああああああああああじじじじじじじじじじささささささささささいいいいいいいいいい大大大大大大大大大大あじさい大学学学学学学学学学学（（（（（（（（（（高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者大大大大大大大大大大学学学学学学学学学学））））））））））学（高齢者大学）学学学学学学学学学学生生生生生生生生生生募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集学生募集 

町田市 

対　象　市内在住で平成２４年４月１日現在、６０歳以上の人
受講できる科目　１人１科目（第３希望まで）
※これまでに受講した学科は申し込めません。
受講期間　５月下旬～２５年２月ごろ〈全２４回〉毎回午前か午後の２時間
年間受講料　各６，０００円（教材費が別途必要）

　あじさい大学は、学ぶことを通じて、高齢者の皆さんに生きが
いと喜びに満ちた生活をしていただくために開設しています。

　年間を通じて、米や野菜づくりなどの農業体験や、育てた農作物で
野外炊事などをします。
日にち　５月１２日（土）、６月１０日（日）、

７月７日・９月１日・１０月１３日・１１
月３日・１２月１日・平成２５年２月２
日の土曜日

時　間　午前８時４０分～午後３時
対　象　市内在住の小・中学生とその保護者
定　員　２０組（抽選）
※未就学児（２歳以上）の保育あり（要予約）
費　用　小・中学生２００円、保護者４００円（１人１回につき）
申し込み　はがきに代表者の住所、全員の氏名（ふりがな、代表者に

○）・性別、子どもの学校名と４月からの学年、電話番号、保
育希望の有無を書いて、３月３１日（必着）までに相模川ビレッジ
若あゆ（〒２５２－０１３５　緑区大島３４９７－１　1０４２－７６０－５４４５）へ

利用時間　午前９時～午後１０時　　受付時間　午前８時３０分～午後６時
休館日　第４月曜日（祝日の場合は第３か第５月曜日）

１２月２９日～１月３日
※同ホールでの利用申請受け付け開始　４月１日午後１時から

お問い合わせ　もみじホール城山　1０４２－７８３－５２９５

　文化芸術活動や交流の拠点として、城山文化ホール（愛称　もみじ
ホール城山）がオープンします。幅広い活動に対応できる多目的ホー
ルをはじめ、通路スペースなどを利用したギャラリーもあり、市民の
皆さんが、さまざまな文化交流を生み出す空間を提供します。

　農業の実習や講義を通し、農家の手伝いをする人を育成します。
期　間　４月４日（水）～平成２５年２月６日（水）
会　場　市農業協同組合営農センター（緑区田名２４３６）
対　象　同組合所管地区内に在住の６５歳以下で、事前説明会に参加で

きる人
定　員　２０人（抽選、事前説明会の後、午後１時から面接あり）
所管地区　緑区（相原、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋

本、二本松、橋本、橋本台、東橋本、元橋本町）、中央区、南区
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、農業経験の有

無を書いて、３月２８日（消印有効）までに農政課（〒２５２－５２７７ 
中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－９２３３）へ

　東京都指定史跡・本町田遺跡公園の再整備完了を記念し、
初公開のものも含めた同遺跡出土品をはじめ、町田市内で
出土した縄文時代の土器や石器などを展示します。
期　間　３月２０日（祝）～５月６日（日）　
時　間　午前９時～午後４時３０分
会　場　町田市立博物館（町田市本町田３５６２）
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

お問い合わせ　町田市立博物館　1０４２－７２６－１５３１

町田市立博物館展覧会

本町田遺跡公園リニューアル・オープン記念

親親親親親親親親親親子子子子子子子子子子でででででででででで若若若若若若若若若若ああああああああああゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆ親子で若あゆ
食食食食食食食食食食農農農農農農農農農農体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験ククククククククククララララララララララブブブブブブブブブブ食農体験クラブ〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈全全全全全全全全全全８８８８８８８８８８回回回回回回回回回回〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉全８回〉

ももももももももももみみみみみみみみみみじじじじじじじじじじホホホホホホホホホホーーーーーーーーーールルルルルルルルルル城城城城城城城城城城山山山山山山山山山山ががががががががががもみじホール城山が
オオオオオオオオオオーーーーーーーーーーププププププププププンンンンンンンンンンオープン

本本本本本本本本本本町町町町町町町町町町田田田田田田田田田田遺遺遺遺遺遺遺遺遺遺跡跡跡跡跡跡跡跡跡跡とととととととととと町町町町町町町町町町田田田田田田田田田田本町田遺跡と町田のののののののののの縄縄縄縄縄縄縄縄縄縄文文文文文文文文文文時時時時時時時時時時代代代代代代代代代代の縄文時代

内　容学科名

書の基本と実習
書道（１）１
書道（２）２
書道（３）３

水墨画の基礎と実習（墨絵）美術（１）４
水彩画の基礎と実習美術（２）５
油絵の基礎と実習美術（４）６
木版画の基礎と実習版画７

陶芸の基礎と実習
陶芸（１）８
陶芸（２）９

民謡の基礎と実習
民謡（１）１０
民謡（２）１１

詩吟の基礎と実習詩吟１２

内　容学科名
健康体操健康（１）１３
初歩からの健康太極拳健康（３）１４
みんなで楽しく歌おう（コーラス）健康（４）１５
楽しく健康づくり体操健康（５）１６
足下からの健康づくり健康（６）１７
みんなで楽しく歌おう（コーラス）健康（８）１８

シニアの食を彩る
調理の基本と応用

調理（１）１９
調理（２）２０
調理（３）２１

短歌の鑑賞と実習文芸２２
平安文学（源氏物語）文学（１）２３
江戸文学（雨月物語）文学（３）２４

オープニングセレモニーオープニングセレモニー
日にち　４月１日（日）
内　容　○開館記念式典　午前１０時から
　　　　○開館記念公演　午後１時から

（ピアノとバイオリンの演奏など）
定　員　各２３０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

４月１日（日）

城山総合事務所 

至田名 

横
浜
線 

至厚木 

至
横
浜 

城山総合事務所 城山総合事務所 

至八王子 

至
津
久
井

津
久
井 

至
津
久
井 

もみじホール城山もみじホール城山
（緑区久保沢２－２６－２）

橋本五差路 

川尻 

橋本駅 

京王 
相模原線 

48

至八王子 

（緑区久保沢２－２６－２）

保健福祉センター入口 

リハーサル室（５５㎡）

多目的ホール（２９８席）

　「ミッキーマウスのバンドコンサート」、「ねずみくんのチョッキ」などを
上映します。
日　時　４月７日（土）午後２時～３時３０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＝１５０人（先着順）
※未就学児は保護者同伴　※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

視視視視視視視視視視聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚ラララララララララライイイイイイイイイイブブブブブブブブブブララララララララララリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーのののののののののの視聴覚ライブラリーの月月月月月月月月月月例例例例例例例例例例月例子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどもももももももももも映映映映映映映映映映画画画画画画画画画画会会会会会会会会会会子ども映画会

内　容学科名
上代文学（万葉集）文学（４）２５
中世文学（宇治拾遺物語）文学（６）２６
近代文学（夏目漱石・森鴎外）文学（８）２７
日本の歴史・郷土の歴史歴史（１）２８
世界の歴史と日本歴史（２）２９
世界の考古学と日本の考古学歴史（３）３０
健康な生活を保つ環境（生活環境）教養（３）３１

パソコン・デジカメの基礎と実習
パソコン（１）３２
パソコン（２）３３

手芸の基礎と実習手芸３４
草花の育て方・楽しみ方園芸（１）３５

申し込み　高齢者福祉課、各まちづくりセンター・出張所・連絡所・公民館
などにある「学生募集案内・入学申込書」に付いている「申込専用は
がき」を４月５日（消印有効）までに高齢者福祉課へ。市ホームペー
ジの 電子申請 → 申請・届出をする からも申し込めます。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

参加者
募集

市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民農農農農農農農農農農業業業業業業業業業業研研研研研研研研研研修修修修修修修修修修講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座市民農業研修講座〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈全全全全全全全全全全全2222222222777777777727回回回回回回回回回回回予予予予予予予予予予定定定定定定定定定定〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉予定〉

農家のお手伝いをしませんか農家のお手伝いをしませんか
ＪＡ相模原市

事前説明会　日　時　４月４日（水）午前１０時から
会　場　同センター　　

たたたたたたたたたたててててててててててししししししししししなななななななななな自自自自自自自自自自然然然然然然然然然然のののののののののの村村村村村村村村村村ババババババババババススススススススススツツツツツツツツツツアアアアアアアアアアーーーーーーーーーーたてしな自然の村バスツアー〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈１１１１１１１１１１泊泊泊泊泊泊泊泊泊泊２２２２２２２２２２日日日日日日日日日日〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〈１泊２日〉

　高遠城址公園の桜や信州伊那梅苑などを見学します。
日にち　４月１３日（金）～１４日（土）、４月１６日（月）～１７日（火）
集　合　午前７時４５分に相模原駅前
解　散　午後６時ごろに同駅前
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝各４０人（抽選）
費　用　各１万３，５００円（４食付き）
申し込み　往復はがきかファクスに、全員の住所・氏名

（代表者に○）・年齢・電話番号、希望日、「た
てしな自然の村バスツアー」と書いて、３月２９日（必着）までに、たてし
な自然の村（〒３８４－２３０９　長野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野赤沼平９９５ 
1０２６７－５５－６７７６　6０２６７－５５－７１８８）へ

旅行企画　信州リゾートサービス　　実　施　近畿日本ツーリスト神奈川

～信州の春を満喫するお花見ツアー～ ～信州の春を満喫するお花見ツアー～

高遠城址公園
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さがみはら北の丘センターの教室〈全６回〉
日にち　４月２日～５月１４日の毎週月曜日（４月３０日を除く）

費　用対　象時　間教室名

各４，８００円

初めてプールに入る５歳
～小学校３年生

午後４時２０分
　～５時２０分プール大好き２

２５ｍ以上泳げる小学生午後５時３０分
　～６時３０分★のびーる背泳ぎ

２，７００円日頃運動をしている人午後６時３０分
　～７時３０分健康体操（中級）

日にち　４月３日～５月１５日の毎週火曜日（４月１０日を除く）
費　用対　象時　間教室名

４，８００円２５ｍ以上泳げる中学生以
上の人

午後６時３０分
　～７時３０分☆ひと味違うクロール

日にち　４月４日～５月９日の毎週水曜日　
費　用対　象時　間教室名

各４，２００円

水泳を始めたい中学生以
上の人

午前１１時２０分～
午後０時２０分　スイム＆ウオーク

中学生以上の人午後１時２０分
　～２時２０分らくらくクロール

各４，８００円

初めてプールに入る３歳
～小学校２年生

午後４時２０分
　～５時２０分プール大好き１

１２ｍ程度泳げる小学生午後５時３０分
　～６時３０分めざせ２５ｍクロール２

日にち　４月５日～５月１７日の毎週木曜日（５月３日を除く）
費　用対　象時　間教室名
２，７００円日頃運動不足の人午後１時～２時健康体操（初級）

日にち　４月６日～５月１８日の毎週金曜日（５月４日を除く）
費　用対　象時　間教室名

各４，８００円

初めてプールに入る３歳
～小学校２年生

午後４時２０分
　～５時２０分プール大好き３

１２ｍ程度泳げる小学生午後５時３０分
　～６時３０分めざせ２５ｍクロール１

定　員　各２０人、★は１８人、☆は１５人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、教室名を書

いて、３月２２日（必着）までに同センター（〒２５２－０１３４　緑区下九
沢２０７１－１　1０４２－７７３－５５７０）へ

さがみはらグリーンプールの教室
費　用定　員対　象時　間日にち教室名

８００円各
２０人

クロールで２５ｍ以
上泳げる小学生

午前１１時３０分～
午後０時３０分

４月７日～２８
日の土曜日

リズム＆アクア
〈全４回〉

１，０００円小学校新１～４年生午後３時～４時４月８日（日）英語で遊ぼう

２００円３０人１５歳以上の人
（中学生を除く）午前１１時～正午４月１１日（水）健康づくり

１，０００円２０人１８歳以上の人午前１０時～正午４月１３日（金）絵手紙体験
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教室　　※スポーツ広場Ｄ面にて開催

費　用定　員対　象時　間日にち教室名

無料なし新年中・
年長の人

午前１０時３０分
　～１１時３０分４月１日（日）※相模原ライズ・フラッグ

フットボール体験会

１回３００円各回２０人
（先着順）

小学校
新３・４年生

午後５時１５分
　～６時１５分

４月１０日～６月１２日の毎週
火曜日小学生サッカー　

６，０００円２０人
（抽選）

小学校
新１・２年生午後４時～５時４月１０日～８月２８日の毎週

火曜日（７月２４日を除く）
はじめてのサッカー

〈全２０回〉

各５，０００円各１０人
（先着順）１８歳以上の人

午前９時３０分
　～１０時３０分４月１２日～６月７日の毎週

木曜日（５月３日を除く）、

４月１３日～６月８日の毎週
金曜日（５月４日を除く）リフレッシュヨガ

〈全８回〉

午前１１時～正午

午後０時３０分
　～１時３０分

午前９時３０分
　～１０時３０分４月１７日～６月５日の毎週

火曜日
午前１１時～正午

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（リフレッシ
ュヨガは希望時間も）を書いて、同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asami 
zo-stadium@dream.jp）へ

　具体的な事柄から民俗学の視点を
学びます。
日にち　４月２１日～平成２５年３月１６

日の原則毎月第３土曜日
時　間　午後２時～４時
会　場　市立博物館
対　象　市内在住か在勤・在学の１５

歳以上の人（中学生を除く）
定　員　７０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚２人ま

で）に住所、氏名、年齢、電
話番号、在勤・在学の人は勤
務先・学校名を書いて、３月
３１日（必着）までに同館へ

民俗学を知る民俗学を知る
・・親しむ親しむ〈全１２回〈全１２回〉〉

お問い合わせ　市立博物館　〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５　1０４２－７５０－８０３０
開館時間　午前９時３０分～午後５時　３月の休館日　月曜日、２１日（水）

市市立立博博物物館館春春季季企企画画展展 民俗講座

　近年、発掘調査が行われた田名塩田遺跡群とその周
辺遺跡の出土品を紹介します。国指定史跡田名向原遺
跡や縄文時代の集落跡、古墳など先人たちの暮らしの
姿を秘めた数々の発見をご覧ください。

期　間　３月１７日（土）～５月６日（日）

展示解説
　展示を担当した学芸員が企画展の解説をします。
日にち　３月２０日（祝）
時　間　午後２時～２時４０分
※希望者は直接会場へ

同時開催　さがみはら発掘最新情報
　最新の発掘で発見された資料等を公開します。

相模原市の遺跡２０１２
田名塩田遺跡群とその時代

　阿津川のほとりにある広さ２，８００㎡の林
の中に、約８０～１００年前から自生するカタク
リ１０万株が群生しています。
期　間　３月２４日（土）～４月１０日（火）
※開花状況等により変更することがありま
す。
時　間　午前１０時～午後５時〈雨天休園〉
所在地　緑区寸沢嵐７６３
入園料　３００円（小学生以

下、障害者は無料）
交　通　相模湖駅から三

ヶ木行きバスで
「寸沢嵐」下車、
徒歩３分

お問い合わせ
相模湖観光協会　1０４２－６８４－２６３３

さがみ湖カタクリの郷さがみ湖カタクリの郷

田名塩田・当麻地区の
遺跡を歩こう！（約８㎞）

　田名塩田遺跡群や旧石器ハテナ館、史跡田名向原遺
跡公園などを探訪します。
日　時　４月２２日（日）午前１０時～午後４時
集合・解散　原当麻駅
対　象　１５歳以上の人（中学生を除く）＝３０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、年齢、

電話番号、「遺跡を歩こう」と書いて、３月３１
日（必着）までに市立博物館へ

関連事業

　市内の遺跡から出土した土器や石器を収蔵している
通常非公開の収蔵庫を見学します。
日にち　３月２５日（日）
時　間　午前１０時・１１時、午後２時・３時（各３０分間）
※希望者は直接会場へ

開開開開開開開開開開開開開 園園園園園園園園園園園園園

考古資料収蔵庫見学ツアー関連事業

市民健康文化センターの教室〈全１０回〉
費　用対　象時　間日にち教室名

各５，０００円

６５歳以上の人午後１時～２時４月１０日～６月１９
日の毎週火曜日
（５月１日を除く）

いきいき健康

１８歳以上の人
午後２時～３時ヨガ
午前９時３０分
　～１０時３０分４月１８日～６月２７

日の毎週水曜日
（５月２日を除く）

アロマ
ストレッチ

１組
６，０００円

１０か月～２歳の子ど
もとその保護者午前１１時～正午★親子ふれあい

ヨガ

１組
７，０００円

おむつの取れている
３歳以下の子どもと
その保護者

午後１時　　
　～１時４５分４月１１日～６月２７

日の毎週水曜日
（５月２日・６月
１３日を除く）

★親子水泳

各５，０００円

４・５歳の子ども午後３時３０分
　～４時１５分幼児水泳Ａ

小学校１～３年生午後４時３０分
　～５時３０分小学生水泳Ａ

６０歳以上の人午前１１時～正午
４月１２日～６月２８
日の毎週木曜日
（５月３日・６月１４
日を除く）

シニア水泳

５・６歳の子ども午後３時４５分
　～４時３０分幼児水泳Ｂ

小学校４～６年生午後４時４５分
　～５時４５分小学生水泳Ｂ

１８歳以上の人

午前９時３０分
　～１０時３０分

４月１３日～６月２２
日の毎週金曜日
（５月４日を除く、
初心者水泳は６月
１５日も除く）

初級エアロ

午前１１時～正午
フラダンス
初心者水泳

定　員　各３０人、★は２０組（抽選）　※水泳教室は、プール利用料金が別途必要
申し込み　直接か電話で、３月２４日までに同センター（1０４２－７４７－３７７６）へ
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

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

広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。

土地土地・・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

日４月２日（月）～５月３１日（木）
※土・日曜日、祝日を除く
時 午前８時３０分～午後５時
会 資産税課、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
対 固定資産税納税者、同納税者と
同居の親族・代理人・相続人、納
税管理人
※希望者は、本人確認ができるも
の〈運転免許証やパスポート（顔
写真のないものは２点以上）、代
理人は委任状、相続人は戸籍謄本
など〉を持って直接会場へ
問 資産税課、緑市税事務所（1０４２
－７７５－８８０７）、同津久井税務班（1 

０４２－７８０－１４０１）、南市税事務所
（1０４２－７４９－２１６２） 

森林の所有者届け出制度が森林の所有者届け出制度が

４４月からスタート月からスタート

　森林の所有者となった日から９０
日以内に、取得した土地のある市
町村に届け出てください。
対４月以降に森林の土地を取得し
た個人・法人
問 津久井経済観光課（1０４２－７８０
－１４１６）

青根緑の休暇村青根緑の休暇村「いやしの湯」「いやしの湯」再開再開

　くみ上げポンプの復旧工事のた
め、休所していた同所が再開しま
した。ぜひご利用ください。
問 同所（1０４２－７８７－２２８８）

国道国道２０２０号のクリーン活動号のクリーン活動

日時４月１日（日）午前８時３０分～正午
集合場所　吉野花だまり（緑区吉
野６２２－２）
※希望者は直接集合場所へ
問 藤野山岳協会（1０４２－６８７－
４０１１）

市民農園の利用者再募集市民農園の利用者再募集

募集農園　レクリエーション農園
（田名Ｃ、田名Ｅ、田名Ｆ、田名
Ｇ、上溝Ｇ、当麻、鵜野森Ｂ、上
鶴間Ｄ）
※利用期間など詳しくは、募集案
内か市ホームページの 暮らしの
情報 → 市民農園・農産物 をご覧
ください。
募集案内・申込書の配布場所
農政課、高齢者福祉課、各経済観
光課、緑・南区役所総務課、各ま
ちづくりセンター・出張所・連絡
所・公民館・図書館
申 申込書を３月２９日（消印有効）ま
でに農政課（1０４２－７６９－８２３９）へ

こども家庭相談員こども家庭相談員

　子どもの養育や婦人保護、母子・
父子家庭の自立支援などの相談業
務
報酬　月額２４万６，１００円
勤務　５月から月～金曜日（祝
日、１２月２９日～１月３日を除く）

のうち週４日、午前９時～午後５時
勤務地　緑・中央・南こども家庭
相談課
対 保育士や社会福祉士などの資格
がある人＝若干名
※応募要項の郵送を希望する場合
は、電話でこども青少年課へ
申 直接か郵送で、履歴書（写真貼
付）と応募動機（８００字程度）を３
月２８日までにこども青少年課（〒
２５２－５２７７　中央区中央２－１１－
１５　1０４２－７６９－８２３２）へ

非常勤理学療法士非常勤理学療法士

　高齢者の介護予防業務
勤務　４月から月～金曜日（祝日、
１２月２９日～１月３日を除く）のう
ち週５日以内で、１日５時間３０分
程度（勤務日は応相談）
賃金　時給２，５２０円
対 理学療法士免許と普通自動車運
転免許がある人＝ 若干名
申 電話連絡の上、郵送で履歴書（写
真貼付）と免許の写しを３月３０日
までに介護予防推進課（〒２５２－
５２７７　中央区中央２－１１－１５　1 

０４２－７６９－９２４９）へ

「泳げ鯉のぼり相模川」の「泳げ鯉のぼり相模川」の

ボランティアボランティア

時 午前９時
申 はがきに住所、氏名、年齢、性
別、電話番号、参加希望日、「鯉
のぼりボランティア」と書いて、
３月３０日までに同実行委員会事務
局（田名まちづくりセンター内 
〒２５２－０２４４　中央区田名４８３４　1 

０４２－７６１－００５６）へ

市立博物館の非常勤職員市立博物館の非常勤職員

（図書整理）（図書整理）

　図書資料の分類、配架、データ
入力など
勤務　午前９時～午後３時３０分の
うち５時間３０分で年間４０日程度（勤
務のない月もあり）
賃金　日額４，７３０円
対 パソコン操作ができる人＝２人
申 往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「図書整理応募」と書いて、
３月２５日までに同館（〒２５２－０２２１
中央区高根３－１－１５　1０４２－
７５０－８０３０）へ

さがみはら市民活動さがみはら市民活動

サポートセンターのスタッフサポートセンターのスタッフ

　窓口、講座の企画・運営など
勤務　５月～平成２５年３月の週２・
３日程度（土・日曜日の勤務あり）
で、午前９時～午後９時のうち４
～８時間
賃金　時給８４０円
対 市民活動に興味があり、Ｅメー
ル送受信、ワード、エクセルなど
パソコンの基本操作ができる人
定 若干名
申 同センターにある申込書を３月
２５日までに、さがみはら市民会議
の伊藤さんへ
問 同センター（1０４２－７５５－５７９０）

文化関連施設の非常勤職員文化関連施設の非常勤職員

　施設管理、事務の補助など
勤務　５月から週１・２日で午前
か午後、夜間の１日３時間
賃金　時給８９０円
定２人
申 直接、履歴書（写真貼付）を３
月２２日までに文化振興課（1０４２－
７６９－８２０２）へ　※後日面接あり

阿津さくらまつり阿津さくらまつり

　地粉で作ったうどんなどの販売
日時３月２４日（土）正午～午後４時、
２５日（日）午前１０時～午後３時
会 相模湖林間公園入り口付近
問 相模湖経済観光課（1０４２－６８４
－３２４０）

新磯桜まつり新磯桜まつり

　鼓笛隊のパレードやお 囃 子   など
はや し

日４月１日（日）
時 午前１０時～午後３時
会 新磯公民館ほか
問 新磯観光協会（新磯まちづくり
センター内　1０４６－２５１－００１４ ）

相模川ふれあい科学館の催し相模川ふれあい科学館の催し

春の大型特別展「クマノミの海」
～海の生きものたちのお花畑～
　１０種類以上のクマノミの仲間た
ちとその海に暮らす色とりどりの
生きものたちを展示
期間　３月１７日（土）～５月６日（日）
時 午前９時３０分～午後４時３０分
３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）
問 同館（1０４２－７６２－２１１０）

トークサロン「個人の備えと地域トークサロン「個人の備えと地域

の備え～地域防災とまちづくり」の備え～地域防災とまちづくり」

日３月３１日（土）
時 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（申込順）
費 ２００円（大学生以下は無料）
申 電話で３月２８日までに、さがみ
はら市民会議の鹿野さん（1０９０
－６５０４－８６４２）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

「鴨川シーワールドで遊ぼう！」「鴨川シーワールドで遊ぼう！」

日４月２２日（日）
集合　午前８時にけやき体育館
対 市内在住か在勤・在学の小学生
以上の障害児・者とその付き添い
定 ２０組４０人（抽選）
費 対象者が小・中学生＝１組２，７００
円、高校生以上＝１組３，４００円
申 直接か電話、ファクスに住所、
氏名、電話番号、「バスレクリエ
ーション」と書いて３月３１日まで
にけやき体育館（1０４２－７５３－
９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

灯りの街灯りの街

「小原宿ライトアップ」「小原宿ライトアップ」

　 行  灯 などの 灯 りが本陣や街道沿
あん どん あか

いを幻想的に照らします。をばら
本陣焼、うどん等の販売もあり
日時 ３月２４日（土）午後５時３０分～８時
会 小原宿本陣とその周辺
問 相模湖経済観光課（1０４２－６８４
－３２４０）

誰でもできる！アメフト体験会誰でもできる！アメフト体験会

　①②フラッグフットボール③ア
メリカンフットボール
日時３月２５日（日）①午前９時～１０
時、②③午前９時～１１時
会 國學院大學相模原グラウンド
（中央区淵野辺５丁目）
対 市内在住の①４・５歳、②６歳～
小学校２年生、③小学校３年生～
中学生
申 電話で相模原ライズ・アスリー
ト・クラブ（1０４２－８１５－３０９４）へ

商店街での子育て支援商店街での子育て支援

シンポジウムシンポジウム

　基調講演「横浜市『びーのびー
の』における活動と将来展望」や、
基調報告「商店街における子育て
施設の意義と可能性」を通して、
地域の交流の核としての商店街の
役割を考える
日時３月１８日（日） 午後１時３０分～４時
会 子育てサロン＆交流広場「かみ
みぞ　ひだまり」（中央区上溝５
－１－１１）
定 ３０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 上溝商店街振興組合（1０４２－
７６１－４００７）

お知らせ 

会　場日にち内　容
田名小学校
体育館４月１５日（日） 鯉 のぼり

こい

の補修

相模川
高田橋上流

４月２８日（土）上げ作業
５月６日（日）下げ作業

募　　集 

イベント 
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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。

あそびの学校スペシャルあそびの学校スペシャル

　ドッチビーでストラックアウト
などのあそびが盛りだくさん
日３月２５日（日）
時 午後２時～４時
会 青少年学習センター
対 市内在住か在学の小学生
定 ５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 同センター（1０４２－７５１－００９１）

いろり端の昔ばなしいろり端の昔ばなし

　いろりを囲んでの懐かしい昔話
日３月２５日（日）
時 午前１０時～１１時３０分
会 古民家園（相模川自然の村公園内）
定 ４０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問 文化財保護課

ソレイユさがみの催しソレイユさがみの催し

であいのサロン
　自分らしい生き方をみつける場
日４月９日（月）
時 午前１０時～正午
定 ３０人（申込順）
子育ておしゃべりサロン
　自分らしい子育てをみつける場
日４月１６日（月）
時 午前１０時３０分～１１時３０分
対 １歳未満の初めての子とその保
護者
定 １０組（申込順）
介護保険制度と家族介護支援（男
女共同参画の視点から）　
日４月１９日（木）
時 午後６時３０分～８時３０分
定 ３０人（申込順）

◇　　◇
申 直接か電話、ファクスに氏名、
電話番号、催し名を書いて、同所
（緑区橋本６－２－１　シティ・
プラザはしもと内　1０４２－７７５－
１７７５　6０４２－７７５－１７７６）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り（要予約）

市体育協会からのお知らせ市体育協会からのお知らせ

市民登山教室　初級（山梨県竜ケ
岳）
日４月２１日（土）
集合　午前６時に相模原駅北口
対 市内在住か在勤の１８歳以上で１
日５時間以上登山ができる人

定 ４０人（抽選）
費 ７，５００円
申 往復はがきに、全員の住所・氏
名（ふりがな、代表者に○）・年
齢・性別・電話番号、「登山教室」
と書いて、３月３１日までに市体育
協会へ
市陸上競技公認記録会
日４月２２日（日）
時 午前８時
会 相模原麻溝公園競技場
対 小・中学生、高等学校体育連盟
に登録している高校生、陸上競技
協会登録者
費１種目８００円（高校生５００円、中
学生４００円、小学生１００円、リレー
１,０００円）
申 市体育協会にある申込用紙を４
月４日までに市陸上競技協会へ
ソフトテニス教室

時 ①午前８時３０分～午後０時３０分、
②午前１０時３０分～午後２時３０分
対 ①市内在住の小学生＝各会場５０
人（先着順）、②市内在住か在勤
の女性＝８０人（先着順）
費 各２，０００円
※希望者は運動できる服装で直接、
会場へ
小学生陸上教室〈全２２回〉
日 ４月１４日～１０月２０日の原則毎週
土曜日
時 原則第１・第３週＝午前９時３０
分～１１時３０分、第２・第４週＝午
後１時３０分～３時３０分
会 相模原麻溝公園競技場ほか
対 小学校３～６年生
費 ６，０００円
※希望者は４月１４日午前９時２０分
までに同競技場へ

◇　　◇
問 市体育協会（〒２５２－０２３６　中央
区富士見６－６－２３　1０４２－７５１
－５５５２）

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

春のラン展
　カトレアを中心に２００点以上の
ランを展示。即売あり
日３月２７日（火）～４月１日（日）
時 午前９時３０分～午後４時
ランの育て方講習会
日３月３１日（土）
時  午後１時３０分～３時
定 １００人（先着順）
※希望者は直接会場へ

◇　　◇
問 同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

薬用植物の栽培・加工体験講座薬用植物の栽培・加工体験講座

〈全〈全１０１０回〉回〉

　薬用植物（ハトムギ・エビスグ
サなど）の種まき、除草、収穫、
加工作業を体験
日４月～１２月の原則月１回火曜日
時 午前１０時～午後４時
会 北里サテライトガーデン（南区
麻溝台）ほか
対 市内在住か在勤の人
定 ２０人（抽選）
申 はがきかＥメールに住所、氏名、
電話番号、「薬用植物の栽培・加工
体験講座」と書いて、３月３０日まで
に農政課（〒２５２－５２７７　中央区中
央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２３９
Ｅ nousei０２＠city．sagamihara． 
kanagawa．jp）へ

パソコン研修４月コースパソコン研修４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

国民健康保険税　第１０期

納期限　４月２日（月）

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。
▼光明学園相模原高校吹奏楽部定期
演奏会　曲目は「北からの風よ」ほ
か　３月２０日（祝）午後２時～４時、
 杜 のホールはしもと　�問 同校の田中
もり

（1０４２－７７８－３３３３）
▼初めての人のためのネット株入門
　３月２３日（金）午後１時３０分～３
時、ソレイユさがみ。定員３０人（申
込順）。対象は自宅でインターネット
を利用できる人　�申 電話で橋本にぎ
わい座の加藤（1０４２－７７４－５１０１）へ
▼めんそーれ＆アロハ　琉球舞踊と
ハワイアンバンド　４月１４日（土）
午後２時～４時、ソレイユさがみ。
定員１８０人（先着順）。入場料５００円
�問 中澤（1０４２－７７１－６３１６）
▼心をつなぐ絵手紙展　４月１４日
（土）・１５日（日）午前１０時～午後５
時、けやき会館　�問 絵手紙りんの会
の宇田川（1０４２－７４８－２７５８）
　　　　　　　会費などは個別にお問い
　　　　　　　合わせください。
▼ギター　月２回土曜日午前１０時・
１１時、相武台前自治会館。対象は小
学生以上の子ども（大人向けもあ
り）。見学可　�問 穴原（1０９０－５７６６
－７６５０）
▼ピラティス　毎月第１・第２・第
４木曜日午前１０時、県営上矢部団地
第二集会所　�問 作本（1０９０－３４９９
－８９７０）
▼楊名時・健康太極拳　毎週木曜日
午後１時３０分、総合体育館　�問 水口
（1０４２－７５４－１７８７）
▼スポーツダンス　毎週月曜日午後
７時２０分、弥栄小学校体育館。経験
者・女性歓迎　�問 松岡（1０９０－１２０５
－２０００）
▼書道・ペン習字　月２回水曜日午
前９時、橋本公民館　�問 堀川（1０４２
－７７３－０３２９）
▼詩吟　月４回金曜日午後１時、東
林ふれあいセンター。初心者歓迎 
�問 佐藤（1０４２－７４３－６０１２）
▼日本画　毎月第２木曜日午後６時、
市民会館。対象は４０歳以上の人　�問 
古田（1０４２－７６３－１３１６）
▼真向法体操　毎週火曜日午後１時
３０分、市体育館（市役所前）　�問 三
浦（1０４２－７５７－００３７）
▼韓国語　毎週日曜日午後１時、プ
ロミティふちのべ。見学可　�問 李（1 

０９０－２３０９－９７５２）

仲 間

会　場日にち
（８月を除く）内　容

鹿沼公園
４月７日～平成
２５年３月９日の
原則第２土曜日

①
ジュニア
〈全１１回〉

相模湖
林間公園

４月１４日～２５年
３月９日の原則
第２土曜日

横山公園
４月２８日～２５年
３月２３日の原則
第４土曜日

鹿沼公園
４月３日～２５年
３月５日の原則
第１火曜日

②
レディース
〈全１３回〉

掲載の申込方法は
毎月１日号でお知らせします

講演・講座 
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No.００２４

● 毎月１５日発行 ●

２０１２年 平成２４年 区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 

人　口 人 １７７，０９４

７１，５８６世帯 

平成２４年２月１日現在 （　）は前月との増減 
 

男 ８９，５２４ ／ 女 ８７，５７０ 

（４９減） 

（３６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 

健康
相談・　健康
相談・　

　育
児相談

　育
児相談

芝居と歌で笑いを届けたい

　「力の源はお年寄りの笑顔」
　津久井地区社会福祉協議会中野支部の「やすら
ぎ一座」は、芝居と歌声で、お年寄りから笑顔を
引き出します。
　敬老事業や病院などで披露する、ユーモアたっ
ぷりの芝居の脚本を担当するのは、支部長の佐藤
園子さん（緑区中野在住）。学生時代の演劇部だ
った経験を生かし、年に３作品のオリジナルスト
ーリーを生み出します。試行錯誤するなか、ある
とき自分の思いと相手の求めているものが違うこ
とに気付き、思い切ってシンプルで、わかりやす
いものに変えたことで喜ばれるようになったと話します。
　「人の役に立てているかも！」。温かいお礼の言葉に支えられ、一座の
メンバーたちと次の芝居に挑みます。

破顔一笑 破顔一笑 破顔一笑 

佐藤園子さん

全校で取り組む健康づくり

串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串串川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川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
　串川小学校では健康教育の一環として、昼
休みに１学期は「マット運動発表会」、２学
期は「跳び箱発表会」、３学期は「短縄跳び
発表会」「長縄跳び大会」を体育委員会主催
で実施しています。各学年では発表会に向け
て体育の授業や休み時間を使って、教え合い
ながら積極的に練習に励んでいます。また、
長縄跳びの練習は異学年で構成する「なかよ
し班」で行います。６年生が１年生に教えな
がら楽しく練習しています。

学びや行進曲 学びや行進曲 学びや行進曲 

マット運動の発表会

なかよし班による長縄跳びの練習

緑区がんばるフォーラムⅡ　～「絆」～
内　容　地域の「絆」づくりに取り組んでいる団体の活動報告
　　　　混声合唱団「イル・カローレ幸友」によ

る合唱
　　　　「ミウル」に挑戦！緑区クイズ　　など
日　時　３月２４日（土）午後１時～３時３０分
会　場　サン・エールさがみはら
　　　　（緑区西橋本５－４－２０）
※希望者は直接会場へ
※手話通訳・要約筆記・保育あり（保育は要予約）

お問い合わせ　緑区役所地域政策課　1０４２－７７５－８８０１

時　間曜　日会　場

午後１時～４時
第２・４火曜日城山保健福祉センター
水曜日相模湖総合事務所
火曜日藤野総合事務所

午前９時～午後５時月～金曜日
シティ・プラザはしもと
津久井保健センター

※祝日を除く

お問い合わせ
津久井・相模湖・藤野地区　津久井保健福祉課　1０４２－７８０－１４１２
緑区のその他の地区　　　　緑障害福祉相談課　1０４２－７７５－８８１１

　「かんしゃく」や「トイレトレーニング」、「偏

食」など、子育てで困っていることはありませんか？

　緑区には、地域の団体や市などで取り組む、子育

てを応援する活動が多くあります。

　津久井地区の「みいっ子クラブ」では、子育ての

先輩たちが、親子の友だちづくりをサポート。市外

から引っ越してきた人が、１週間で友だちができた

と喜びの声も。

　また、市では、こどもセンターなどで乳幼児とそ

の保護者が集まり交流を深める「ふれあい親子サロ

ン」や、保健師が子どもの健康や発育・発達、育児

などの相談に応じる

窓口を設けて子育て

を応援しています。

　不安がつきものの

子育て。いろいろな

場を利用して、誰か

に相談してみません

か。

　保健師が、子どもの健康や発育・発達、育児など
各種相談に応じます。
相談方法　電話か来所
時　間　午前８時３０分～午後５時
　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

お問い合わせ　緑保健センター　1０４２－７７５－８８１６

　「地域で子育てを応援し、交流を
図ろう」。乳児から未就園児までと
その保護者、妊婦さんを対象に、緑
区三井の自治会館で地域住民が年代
を超えて交流しています。

みいっ子クラブみいっ子クラブ

精神保健や社会復帰に関することなどに応じます
精神保健相談

　保健師や保育士、地域の
スタッフが子育てを応援。
育児相談や身体計測がで
き、親子遊びも楽しめます。
区内７か所で月１回開催し
ます。

お問い合わせ
こども青少年課

1０４２－７６９－９８１１

ふれあい親子サロンふれあい親子サロン

クイズで一緒に遊ぼうよ

ミ
ウ
ル
で
す



���

h t t p：/ / w w w . c i t y . s a g a m i h a r a . k a n a g a w a . j p / c h u o k u /● 毎月１５日発行 ● 

２０１２年 平成２４年 

No.００２４ 

区の人口・世帯 

3 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 ２６７，３０６ 
男 １３５，４７３ ／ 女 １３１，８３３ 

（８８減） 

１１３，５３９ 世帯数 世帯 （２６増） 
平成２４年２月１日現在 （　）は前月との増減 
 

　中央区のシンボルマークにも配されている桜。市役所さくら通りをはじめ、春に
なると市役所周辺は桜の花で彩られます。この桜並木は、昭和２０年代後半に植樹さ
れ、市民桜まつりの会場になるなど、長い間市民に親しまれてきました。
　その桜並木も植樹から約６０年がたち、街路樹の桜としては長寿となり、一部の桜
には樹勢の衰退や病気の発生が見られるようになりました。そこで、道路利用者の
安全確保、そして、桜並木を守り次世代へ残すため、地域の人や有識者などによる
検討会で、桜並木の維持管理について話し合われてきました。
　今、私たちの貴重な財産である桜並木を未来へつなげるための取り組みが始まっ
ています。

中央区には、桜の見どころがたくさんあります。あなたもお気に入りスポットを探してみませんか。

桜桜桜桜桜桜桜桜桜並並並並並並並並並木木木木木木木木木ををををををををを次次次次次次次次次世世世世世世世世世代代代代代代代代代へへへへへへへへへ
　市役所周辺の桜のほとんどは、
ソメイヨシノという品種です。ソ
メイヨシノは、明治以降、日本全
国に広く植樹されました。
　桜の開花予想時期の移り変わり
を示す桜前線も主にソメイヨシノ
を観測したもので、日本で最も 馴  

な

 染 み深い桜です。
じソメイヨシノソメイヨシノ

お問い合わせ　道路補修課　1０４２－７６９－９２３５

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中
央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央
区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区

中
央
区

桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜
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
名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名
所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所

危険木の伐採危険木の伐採 苗木への植え替え苗木への植え替え

市役所さくら通り市役所さくら通り

さがみはら さがみはら 旬 の の 

さがみはら の 

ぼたもち

  作り方    
●１ もち米とうるち米を合わせて洗い、同量の水に１時間ほど 浸 けてから

つ

炊飯器で炊く。

●２ 炊き上がったごはんを、濡れ布巾に広げ、先を濡らしたすりこぎで、
半つきにする。（粘り気が出て、まとまった感じになる程度）

●３ 手を水で濡らし、●２ を６０ｇ程度に丸める。
●４ ラップを敷き小豆あんを４５ｇ程度広げる。
●５ ●４ の中央に●３ をのせ、皿に付く面を残してラップで包むようにあんを
かぶせる。表に返しラップをはずし形を整えて、出来上がり。

提供　食生活改善推進団体 わかな会

  材　料  （１６個分）
もち米：２・１/４合　うるち米：３/４合　小豆あん：７５０ｇ

　中央区区ビジョン答申素案について、
中央区区ビジョンシンポジウム、中央区ホームぺージ、各地区まちづくり会議などで意見募
集を行いました。２月２１日に開催された第１４回中央区区民会議では、皆さんからいただいた
ご意見を参考に、今月下旬に予定している市長への答申に向けた審議を行いました。

お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

中央区区民会議からのお知らせ

自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車ののののののののののののののののののののの交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故ににににににににににににににににににににに気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気ををををををををををををををををををををを付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけままままままままままままままままままままましししししししししししししししししししししょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょううううううううううううううううううううう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
　中央区では、自転車に関する交通事故が１月・２月の２か月間で６５件と、１日１件を超え
る割合で発生しています。事故原因では、出会い頭衝突が最も多く、約半数を占めています。
　誰もが手軽に乗れる自転車ですが、一時停止の標識や信号を守り、左右の
安全確認を行い、事故に遭わないように一人ひとりが気を付けましょう。

お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

土土土土土土土土土土土土土土土土土曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜日日日日日日日日日日日日日日日日日開開開開開開開開開開開開開開開開開庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁・・・・・・・・・・・・・・・・・臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨時時時時時時時時時時時時時時時時時開開開開開開開開開開開開開開開開開庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁 のののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせ

　平日、来庁できない人のために、次の日時に開庁しています。
開庁日時　第２・第４土曜日／４月１日（日）午前８時３０分～正午
※他市町村への確認が必要なものなど、一部取り扱いできない業務
があります。

４／１（日）

お問い合わせ
コールセンター

1０４２－７７０－７７７７

横山公園　　中央区横山５－１１－５０　
交通：上溝駅より徒歩７分
お問い合わせ：横山公園　1０４２－７５８－０８８６

高田橋上流堤　　中央区水郷田名
交通：①相模原駅発水郷田名行きバス終点下車徒歩５分
②淵野辺駅発上溝経由水郷田名行きバス高田橋下車徒歩１分
③淵野辺駅発上溝経由半原行きバス高田橋入口下車徒歩１分
お問い合わせ：県厚木土木事務所　1０４６－２２３－１７１１

鹿沼公園　　中央区鹿沼台２－１５－１
交通：淵野辺駅南口より徒歩３分
お問い合わせ：鹿沼公園　1０４２－７５５－９７８１

中央区役所区民課

　樹木医による計画的な街路樹
診断を行います。これは、樹木
の健康状態を明らかにし、適切
な処理を施すための判定を行う
ものです。その診断結果に基づ
き、倒木の危険性がある桜の伐
採や苗木への植え替えを行いま
す。そのほか、 剪 

せん

 定 や病害虫の除
てい

去などを行い、桜並木を守ります。
街路樹診断街路樹診断

桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並並木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取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りりりりりりりりりりりりりりりりり組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ

相模原では、「入りぼたもちに明けだ
んご、中の中日小豆飯」といって、お
彼岸の入りの日にはぼたもち、中日に
は小豆飯、明けの日にはだんごを作っ
て、仏さまに供え、みんなで食べてい
ました。
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２０１２年 平成２４年 

No.００２４

区の人口・世帯 

　 

世帯数 　 3 15
人　口 人 ２７５,０９０

１２１,８４７世帯 

男 １３６，６３９ ／ 女 １３８，４５１ 
（１６４減） 

（１８減） 
平成２４年２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 

あなたのまちの自治会

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 １７ 
南区内の隠れスポット、歴史、人物、産業などを紹介します

北里大学 薬用植物園北里大学　薬用植物園

　北里大学薬学部の附属施設である
同園は、ドーム型温室や貴重植物区
などで構成され、約１，０００種類の植物
が植栽・展示されています。温室に
ある約２５０種類の植物の中には、緑内
障の治療薬の原料になる「ヤボラン
ジ」のほか、国内では同園だけが展
示する南米産のつる植物「ガラナ」
など貴重で珍しい植物もあります。

　平成１７年に市と同大学は新たな都
市農業創造のために市新都市農業推
進協定を結び、薬用植物に関する連
携事業を実施しています。この事業
のうち、「薬用植物シンポジウム」
では、講演終了後に大学職員が園内
を案内し、実際の植物を観察しなが

ら解説を
行うことで参加者の薬用植物への理解と関
心を高めています。また、年間を通して行
う「薬用植物の栽培・加工体験講座」※は、
薬用植物の栽培や収穫したものの加工・試
飲などを体験できます。
※詳しくは７㌻をご覧ください。

お問い合わせ　北里大学薬学部附属薬用植物園
南区北里１－１５－１　1０４２－７７８－９３０８

自治会のお問い合わせ
加入など詳しくは、各地区のお問い合わせ先へ
南区役所地域政策課（大野南地区） 1０４２－７４９－２１３５
大野中まちづくりセンター（大野中地区） 1０４２－７４１－６６９５
麻溝まちづくりセンター（麻溝地区） 1０４２－７７８－１００６
新磯まちづくりセンター（新磯地区） 1０４６－２５１－００１４
相模台まちづくりセンター（相模台地区） 1０４２－７４４－１６０９
相武台まちづくりセンター（相武台地区） 1０４６－２５１－５３７３
東林まちづくりセンター（東林地区） 1０４２－７４４－５１６１

通称“バイオガーデン”

相模川の芝ざくら
　南区役所では、昨年１０月に南区
民の交流や健康づくりを目的に
「新磯芝ざくら苗植え健康ウオー

キング」を実施しました。
　地元新磯地区の芝ざくらを維持・管理する団体
から提供された区画では、苗植え指導等を受け
ながら、今年の「相模川芝ざくらまつり」での
開花を楽しみに参加者全員で植栽しました。

※相模川芝ざくらまつりについて詳しくは、本紙４月１日号でお知らせします。

相模女子大学の百年桜
　幹の太さが５ｍを超える相模女子大学の
「百年桜」（通称）は、旧陸軍通信学校時代
に植えられました。昨年の東日本大震災にも
耐え、今年も堂々と見事な花（見頃は４月上
旬～中旬の見込み）を咲かせるでしょう。
※見学には、正門の警備室で受け付けが必要
です。

お問い合わせ　百年桜について　相模女子大学　1０４２－７４２－１４１１

栽培・加工体験講座

バイオガーデン
開園時間　午前１０時～午後４時

（土曜日は正午まで）
入 園 料　無料
休 園 日　日曜日、同大学の休日
※見学は事前予約が必要で
す。希望者は電話で同園へ

放放射射線線量量測測定定かかららわわかかるるこことと～～木木ももれれびびのの森森のの測測定定結結果果のの展展示示～～
　東京大学大学院助教の 小 

しょう

 豆  川 勝見さんが解説します。
ず かわ

日　時　４月２１日（土）午後１時３０分～３時３０分
会　場　大野中公民館　　定　員　８０人（先着順）　※希望者は直接会場へ
※未就学児（２歳以上）の保育あり（４月１５日までに要予約）

お問い合わせ　相模原こもれびの高橋さん　1０９０－４６２９－４８４３

　地震などの自然災害は、避けることができません。
災害は起こるという危機感を常に持ち、被害を最小
限にするための努力と工夫が必要です。
　災害時には、自分の身は自分で守る「自助」、地
域や近隣の人が互いに協力・助け合う「共助」、公
的機関による「公助」の連携が重要です。地域の被害を最小限に抑えるには、

発災直後の「自助」と「共助」の働きが大切で、自
治会では「地域力」（共助）を生かした防災訓練等
を定期的に行い、災害に備えています。
主な取り組み例
■日頃から防災担当（自主防災組織）を中心に、「自
分たちのまちは自分たちで守る」という意識で、
啓発や防災訓練（初期消火、救出・救護、避難所
運営※など）を行っています。
■災害に備え、自治会防災倉庫に水や食料、毛布な
どの非常用物資を備蓄・管理しています。

■災害時に援護が必要な高齢者等の見守りなどにも
取り組んでいます。

※避難所は避難所運営協議会（自治会・学校長・市職
員等で構成）が運営します。

その他、地域住民の絆を深めるレクリエーション活動や
地域の環境美化活動などをしています。

南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区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桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②② 相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川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芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝ざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざ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くくくくくく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らららららららららら、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大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百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜南南区区のの桜桜②② 相模川の芝ざくら、相模川の芝ざくら、相模女子大学の百年桜相模女子大学の百年桜

　自治会は「地域の絆」を大切にして、さまざまな活動を行っています。

　特に防災への取り組みは、東日本大震災をきっかけに地域の防災意識

が高まり、より実践的な訓練等を行う自治会が増えています。

みんなの力で
地域を守る

の で
を る

主な取り組み例
■夜道を照らす防犯灯の設置・管
理をしています。

■防犯パトロールを実施してい
ます。

■子どもたちの登下校時の見守
り活動をしています。

■警察や市と連携し、啓発活動
や情報提供を行っています。

地域の防犯・交通安全安全・安心 地地域域のの防犯・交通安全防犯・交通安全

地域で共助 防災力を高める防災力防災力をを高高めめるる 防犯の取り組み
～中和田自治会［上鶴間本町］～
　乗用車に青色回転灯を付けた
「青色パトロールカー」で、Ｐ
ＴＡや交通安全協会などと連携
してパトロールを行い、地域を
犯罪から守っています。青パトによるパトロール

避
難
所
運
営
訓
練

炊
き
出
し
訓
練

登下校時の見守り



●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

○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）

○南午後１時
　～３時３０分４月１０日（火）

栄養相談
（栄養士）

○9 ○ウ午前９時
　～１１時３０分４月１６日（月）

○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）

○橋午後２時
　～４時３月２４日（土）

エイズ等の
検査・相談

○ウ午前９時
　～１１時

３月２７日～
４月１０日の
毎週火曜日

○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　５，０００円程度
※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４月１８日（水）

健康チェック
～１９歳から３９歳
のあなたへ～

○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

○橋午前９時３０分
　～１１時３０分４月１１日（水）

歯科相談
（歯科衛生士）

○南午前１０時
　～１１時３０分４月１３日（金）

○7 対象　障害のある人（児）○ウ午後１時３０分
　～２時３０分４月２３日（月）

特別歯科相談
（歯科医）

※○南 ○橋○湖でも実施。日程はお問い合わせください。

○ウ○南○橋○城○津○湖○藤

［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 

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 

上溝南○こ 、星が丘○こ ４月６日（金）

ふれあい
親子
サロン

※○こ ＝こども
　　センター

△清新○こ 、△○藤 、
△大野南○こ 

４月１０日（火）

○津 ４月１１日（水）

相模台○こ 、大沼○こ 、
△新磯○こ ４月１２日（木）

橋本○こ ４月１３日（金）

○ウ○南○橋○城○津○湖○藤

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

申込内容・時間・対象など会場日にち教室名

○8 

　離乳食の講習、簡単な実習と試食
時間　午後１時～２時１５分
対象　平成２３年１０月生まれの初めての子

の保護者とその家族
定員　２０人（申込順。調整あり）

○城４月２６日（木）赤ちゃん
セミナー

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

の家族
申し込み　電話で４月３０日までにコールセン

ター（1０４２－７７０－７７７７）へ

○南
５月９日（水）
　　１６日（水）
　　２３日（水）

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２月～６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
４月３日（火）

親子で 歯 っぴぃ
は

ちゃれんじ
大作戦！

４月１６日（月）

○ウ
４月６日（金）

４月２４日（火）

○橋４月２５日（水）

○9 
　出産後の体を適正体重に保つ運動体験
時間　午前１０時～正午
対象　生後４～６か月の乳児とその母親
定員　２０組（申込順）※保育なし

○ウ４月１８日（水）産後ママの
エクササイズ

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

○南４月６日（金）
ぴよぴよ
サロン

○9 ○ウ４月１３日（金）

●高齢者のための事業案内●
申込内　容会場時　間日にち事業名

○4 　専門医による認知症につ
いての相談
定員　各２人（申込順）

○南午前１０時
　～正午

４月３日（火）
高齢者

認知症相談 ○3 ○ウ４月１０日（火）

衛生試験所 依頼検査内容を変更します
　行政検査等の強化のため、４月から次の依頼検査を廃止します。
○検便　　○食品検査
○飲料水を除く水質検査（プール水、浴場水、その他利用水等）

お問い合わせ　衛生試験所　1０４２－７６９－８３４８

●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５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。

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８時まで受け付け）
※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

愛 の 献 血
会　場時　間日にち

橋本駅ペデスト
リアンデッキ下午前１０時～正午

午後１時３０分～３時３０分

３月１７日（土）

市役所前３月２７日（火）

対　象　１６～６９歳の健康な人（６５～６９歳の人は、
６０～６４歳の間に献血経験が必要）

所要時間　４０分程度
※２００ml献血を行わない場合があります。
※本人確認を行っています。

お問い合わせ　医事薬事課　1０４２－７６９－８３４３

元気高齢者向け
筋力向上トレーニング教室〈全１２回〉

　専属トレーナーが、体操や機器を用いた筋力トレーニングなどを指導します。

費　用電話番号会　場時　間日にち

各
６，０００
円

1０４２－７７２－０５４１
（午前１０時３０分

～午後５時）
木曜日を除く

コナミスポーツクラブ
橋本
（緑区西橋本５－１－１）

午前１０時１５分
　～１１時４５分

４月２日～６
月２５日の毎週
月曜日（４月
３０日を除く）

①

1０４２－７４８－６６１１
（午前１０時３０分

～午後５時）
金曜日を除く

コナミスポーツクラブ
相模大野
（南区南台３－１－２７）

午後１時
　～２時３０分

４月４日～６
月２０日の毎週
水曜日

②

３，６００
円

1０４２－７７１－７３３３
（午前１０時

～午後５時）

相模原ドルフィンクラブ
（緑区橋本１－４－１）

午前１１時～
午後０時３０分

４月１０日～５
月２２日の毎週
火・金曜日
（５月４日を
除く）

③

各
６，０００
円

1０４２－７５３－５４６１
（午前１０時～午後
９時、土・日曜日、
祝日は午後７時ま
で）月曜日を除く

スポーツクラブ
ルネサンス淵野辺
（中央区鹿沼台１－９－１５）

午後３時３０分
　～５時

４月１３日～７
月６日の毎週
金曜日（５月
４日を除く）

④

1０４２－７０２－０３０３
（午前１０時～午後
９時、土・日曜日、
祝日は午後８時ま
で）金曜日を除く

スポーツクラブ
ルネサンス相模大野
（南区相模大野７－１９－１）

４月１８日～７
月４日の毎週
水曜日

⑤

４，０００
円

1０４２－７７４－６７２５
（午前８時３０分～
午後５時３０分）土・
日曜日、祝日を除く

ワールドウィング
町田アネックス相模原
（中央区清新５－２４－１２）

午後１時
　～２時３０分

４月２０日～６
月１日の毎週
火・金曜日（５
月４日を除く）

⑥

対　象　市内在住の６５歳以上で、運動に支障がない人＝各１０人④は５人（抽選）
申し込み　電話で３月①３０日②２９日③２８日⑥３１日、４月④６日⑤１１日までに

各会場へ

●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

○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　ボクササイズ○南＝１５

人○ウ＝２５人、ソフト
エアロビクス＝１５人
（申込順）

○南午後２時
　～４時４月９日（月）

ボクササイズ

○9 ○ウ午前１０時
　～正午４月１７日（火）

○１０ ○南午後２時
　～４時４月２０日（金）ソフト

エアロビクス

○１０ 

　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１７年

４月２日～平成５年
４月１日生まれ）の人

定員　各２５人（申込順）
費用　各７００円

○南

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

４月２４日（火）

骨密度測定
ｄｅ

骨元気アップ
セミナー

○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

午前９時
　～正午４月１５日（日）

運動
プログラム
作成コース 午後１時１５分

　～４時１５分４月２６日（木）

※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。

性的少数者に関する相談窓口を設置
　市内在住者等を対象に、性同一性障害（ＧＩＤ）や、性的指向（同性愛な
ど）に関する相談を受け付けます。専門の機関ではありませんが、こころの
相談や、学校生活に関わる悩みなどを相談できます。
時　間　午前８時３０分～正午、午後１時～５時

（土・日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

対　象相談窓口

市内在住か在勤・在学の小学生～１９歳の人とその保
護者

青少年相談センター
1０４２－７５２－１６５８

市内在住か在学の小・中学生とその保護者、就学予
定児童の保護者

学校教育課
1０４２－７６９－８２８４

市内在住の１８歳未満の人とその保護者児童相談所
1０４２－７３０－３５００

市内在住か在勤・在学の主に成人している人精神保健福祉センター
1０４２－７６９－９８１８

性感染症（エイズなど）に関する相談がある人疾病対策課
1０４２－７６９－８２６０

　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。

【おわびと訂正】
　広報さがみはら３月１日号別冊ウェルネス通信に掲載した今年の「世界腎臓デー」
の日にちに誤りがありました。正しくは３月８日です。おわびして訂正します。

お問い合わせ　健康企画課　1０４２－７６９－８３２２

献血キャラクター
けんけつちゃん

●ポリオ予防接種●
お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

受付時間・対象など日　程会　場

受付時間　午後１時４０分～２時２０分
※希望者は直接会場へ。受付時間を
過ぎると接種できません。
対象　生後３か月以上７歳６か月未
満で、２回受けていない子ども
接種方法　４１日以上の間隔で２回投
与（生ワクチンを使用）
持ち物　体温計（会場で検温します）、
母子健康手帳、予診票、筆記用具
次のいずれかに該当する人は接種で
きません
①会場で測る体温が３７．５℃以上ある
②下痢をしている
③けいれんを起こして最終発作から
３か月以上経過していない
④伝染性の病気が治ってから一定以
上の期間が経過していない
⑤伝染性の病気に家族など身近な人
がかかっていて、接触した日から
一定以上の潜伏期間が経過してい
ない
⑥ポリオ以外の予防接種後、一定以
上の期間が経過していない
⑦２回目接種の場合、１回目の接種
日の翌日から４１日以上経過してい
ない
※④～⑥の期間について詳しくは、
疾病対策課（1０４２－７６９－８３４６）
へお問い合わせください。
注意
●冊子「予防接種と子どもの健康」
（出生時に配布）を読んでおいて
ください。
●投与前後３０分は飲食を避けてくだ
さい。
●予防接種はお子さんの体調の良い
ときに受けましょう。

４月１６日（月） ４月２７日（金）
５月７日（月） ５月２１日（月）

サン・エール
さがみはら

５月１６日（水）相原公民館

５月２３日（水）大沢公民館

４月１７日（火） ５月１５日（火）城山保健福祉センター

４月２３日（月） ５月２２日（火）津久井保健センター

５月８日（火）相模湖総合事務所

４月２０日（金）藤野総合事務所

４月１７日（火） ４月２４日（火）
５月８日（火） ５月１８日（金）
５月２５日（金）

ウェルネス
さがみはら

５月１５日（火）小山公民館

４月２５日（水）光が丘公民館

４月２０日（金） ５月１４日（月）大野北公民館

４月１８日（水） ５月１１日（金）田名公民館

５月２２日（火）上溝公民館

４月２７日（金）大野中公民館

５月１１日（金）大野台公民館

５月２５日（金）大沼公民館

４月１８日（水） ４月２５日（水）
５月１４日（月） ５月２３日（水）

南メディカル
センター

４月２４日（火）上鶴間公民館

５月９日（水）麻溝公民館

５月１８日（金）新磯公民館

４月２３日（月） ５月１６日（水）おださがプラザ

４月１６日（月）相武台公民館

５月９日（水）東林公民館
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