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総合体育館�
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文化センター�

女子美術大学�

北里大学病院�
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 今号の主な内容�L I N E U P

相模原の魅力を全国にＰＲ！�
市観光親善大使が決定�

2 循環型社会に対応した清掃工場�2

3 ゴールデンウイークのお知らせ�3

4 青い空のもと薫風の思い出づくり�4

5 グリーンカレッジつくい前期講座�5
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　市をＰＲする４代目の観光親善大使が、市内在住
の梶田直子さん（左）、　木真莉子さん（中央）、
永尾知子さん（右）に決定しました。また、名誉観
光親善大使は昨年に引き続き、片山右京さん（レー
シングドライバー）が務めます。�
　イベントやキャンペーンで市の観光をＰＲし、任
期は４月から１年間です。�

お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－８２３６�

政令指定都市となり、７０万市民とともに�
次のステージへ向かう相模原市を表しています。�

広報�広報�

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
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鉄� アルミ�
ニウム�

南清掃工場�

溶融�
スラグ�

リフューズ�
Refuse�

不要なものは断る不要なものは断る�

リフューズ�
Refuse�

不要なものは断る�

リデュース�
Reduse�

ごみになるものはごみになるものは�
減らす減らす�

リデュース�
Reduse�

ごみになるものは�
減らす�

リサイクル�
Recycle�
再資源化再資源化�

リサイクル�
Recycle�
再資源化�

リユース�
Reuse�
再使用再使用�

リユース�
Reuse�
再使用�

サーマルリサイクル�

サーマルリサイクル�

マテリアルリサイクル�

市民の皆さんへ提供�

家庭から４Ｒしても出たごみ�

資源化施設�

リサイクルスクエア�

余熱利用施設� まだ使える�
粗大ごみ�

資源ごみ�

選別�

修理・再生�

温水プール・温室�

最終処分場�

埋め立て�

みんなの家でみんなの家で�

４Ｒ�
みんなの家で�

４Ｒ�

電力会社電力会社�電力会社�

再生品工場�

各
種
製
品
と
し
て
再
び
家
庭
へ�

電気電気� 熱�電気� 熱�

　市では、次世代に豊かな自然環境を残していくため、環境への負荷が少ない「循環型社会」の実現

をめざし、市民・事業者・行政の協働による、廃棄物の発生抑制（リフューズ）・排出抑制（リデュ

ース）・再使用（リユース）・再資源化（リサイクル）の４Ｒ（下の図参照）を推進しています。

　新しい南清掃工場は、高度な公害防止性能と環境保全性能、優れた省エネルギー性能を持ち、「循

環型社会」の形成に対応できる施設になっています。

循循環環型型社社会会にに対対応応ししたた清清掃掃工工場場

はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご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ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動

講習会
　ダンボール箱を使って、野菜のくずなどから 堆  肥 を作ります。

たい ひ

日　時　５月１５日（土）午後２時～３時３０分
会　場　環境情報センター　　対　象　市内在住の人＝５０人（申込順）
申し込み　電話で、資源循環推進課へ
※市民アドバイザーによる出張指導もあります。詳しくはお問い合わせく
ださい。

助成制度
　家庭での生ごみの減量や有機性資源を活用する取り組みに助成します。
生ごみ処理容器購入助成金
対　象　市内在住で５年以内に生ごみ処理容器購入助成を受けていない人
助成額　購入金額の２分の１以内（上限３万円）
有機性資源活用事業補助金
対　象　市内在住の５世帯以上のグループ
助成額（年間）　上限＝１世帯あたり１万円で１グループ１０万円
※申請方法など詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８２４５

お願い！ さらにごみを減量しましょうお願い！ さらにごみを減量しましょう
　性能が良く環境に優しい清掃工場でも、大量のごみを処理すると環境に負
荷をかけ続けることになります。
　そこで、市では相模原７１万市
民のごみ減量作戦「ごみＤＥ    

で

 ７ １   
な い

大作戦」を新たに展開します。
　日々何気なく捨てているごみ
を、１人１日あたりレモン１個
分（約１００ｇ）減量化・資源化す
ることで、地球環境を守ってい
く取り組みです。ぜひ皆さんも、
レモン１個分の減量に協力して
ください。

１人１日１００ｇ減量するとこんな効果が！
経費削減最終処分場延命ごみ減少ＣＯ２削減
１年間で
２～３億円

４～６年

南区麻溝台

１年間で
２万６，０００㌧
ごみ収集車

約１万３，０００台分

１年間で
スギ７４万本が吸収
するCO２に相当
森林面積１，３００ha
（相模湖約４つ分）

１万４００㌧

お問い合わせ
南清掃工場

1０４２－７４８－１１３３

法令規制基準値自主規制基準値項　目
約１１０ppm以下３０ppm以下窒素酸化物
約 ９０ppm以下１０ppm以下硫黄酸化物
　１００ppm以下３０ppm以下一酸化炭素
　４３０ppm以下１０ppm以下塩化水素
０．０４g／�N以下０．００５g／�N以下ばいじん

０．１ng－TEQ／�N以下０．０５ng－TEQ／�N以下ダイオキシン類
０．０３mg／�N以下水銀

近隣の人口５０万人以上の自治体の家庭ごみ排出量�
（平成２０年度：市独自調査）�

市民１人１日あたり
の家庭ごみ排出量は�
５７２gです。�
横浜市と比べると、�
１００g以上多くなって�
います。�

横
浜
市�

八
王
子
市�

横
須
賀
市�

相
模
原
市�

川
崎
市�

４６０g ４８５g ５０７g
５７２g ６００g

も
っ
と�

　
頑
張
ろ
う�

！
�

新新ししいい南南清清掃掃工工場場のの
特特徴徴をを紹紹介介

特徴２特徴２
周辺の景観に
　調和した施設

　丹沢の山並みや周
辺の緑に溶け込むよ
うに柔らかな曲線の
屋根にしました。   

特徴３特徴３
流動床式ガス化溶融炉を採用し、
　　マテリアルリサイクルを実現
　ごみは最初に流動ガス化炉で、未燃ガス・炭化物・灰分に分解
し、ごみに含まれている「鉄」と「アルミニウム」を資源として
回収します。次に今まで埋め立て処理をしてきた灰分を燃焼溶融
炉で約１，２００度の高温で溶かし「溶融スラグ」にします。「溶融ス
ラグ」は道路用の資材等として再利用します。

特徴１特徴１
発電・余熱を利用し、サーマルリサイクルを実現
　ごみを処理するときに発生する熱エネルギーで、旧工場の６
倍以上、最大１万kwの電気を発電します。工場の稼動に必要
な電力を賄い、余った電気は電力会社
に売電します。
　また、生成した蒸気は、工場内の冷
暖房に活用するほか、隣接する市民健
康文化センターの温水プールや、県立
相模原公園内の温室を温めています。

炉型式�

流
動�

　
ガ
ス
化
炉�

燃
焼�

　
溶
融
炉�

ごみ�
ボイラー�

排ガス�

溶融スラグ�
（有価物としてリサイクル）�

鉄・アルミニウム�
（有価物としてリサイクル）�

○C WebCreators Fairytale

特徴４特徴４
地球にやさしい施設
　ごみを処理するときに発生する熱エネルギーのほか、太陽光や
雨水などの自然エネルギー、節電や節水などの省エネルギー技術
を導入してエネルギーの有効利用を図り、ＣＯ２（二酸化炭素）
の排出量の削減に努めています。また、法令基準よりも厳しい独
自の排ガスの排出基準を設定し、公害防止に努めています。

太陽光・
風力発電式外灯

市
民
健
康
文
化
セ
ン
タ
ー
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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。

市市自自転転車車対対策策基基本本計計画画
策策定定委委員員会会のの委委員員をを募募集集

　自転車対策の基本的な考え方や目標の明確化と、対策事業を効率的・総
合的に推進する同計画の策定について検討します。
対　象　市内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会などの委員、職員、

議員を除く）＝３人（選考）
任　期　５月～平成２４年３月（会議は年３回程度）
申し込み　都市整備課、各区役所区民課・まちづくりセンター・公民館（青

根・藤野中央・沢井公民館を除く）にある応募用紙（市ホームページ
からダウンロード可）と、応募動機・抱負など（８００字程度）を、直接
か郵送、ファクス、Ｅメールで５月７日（必着）までに都市整備課（〒
２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２５８　6０４２－７５４－
８４９０　Ｅメール toshiseibi@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

ゴゴーールルデデンンウウイイーーククののおお知知ららせせ
４月２９日（祝）～５月５日（祝）

急急病病・・ケケガガでで困困っったたととききはは

調査員 募集調査員 募集　　　

業務内容　説明会（８月下旬～９月中旬に開催予定）に出席し、受け持ち
調査区（１調査区５０世帯程度）すべての世帯を訪問し、調査票を配
布・回収するほか、世帯一覧や世帯地図
などを作成します。

※今回は、調査票の提出が「封入して調査員に
提出」か、「郵送で市へ提出」かを世帯が選
択する方法になります。

調査期間　９月下旬～１０月下旬
対　象　原則２０歳以上の、責任を持って調査員

の事務を遂行でき、秘密を守れる人
募集人数　約１，０００人
報　酬　１調査区あたり約４万円
申し込み　電話で５月３１日までに、情報政策課（1０４２－７６９－８３３０）へ

平成２２年度 中学校給食用平成２２年度　中学校給食用

物資納入業者指定申請物資納入業者指定申請
対象物資　穀類、小麦粉製品類、缶詰類、野菜類、果実類、海藻類、魚介

類、肉類、鶏卵、乳製品、ジャム類、油脂類、調味料　など
対　象　平成２２年１月１日現在、引き続き２年以上その事業を営み、国・

地方税を完納している業者
納品先　中学校給食調理事業者（２社）
申し込み　５月６日から、学校保健課にある申請書を５月１４日（必着）ま

でに同課（1０４２－７６９－８２８３）へ

 就職希望者対象

コンピュータ実務教育講座〈全１５回〉
　ワード、エクセル、パワーポイントなどオフィス
ソフトの、実務レベルの知識を学びます。
日にち　６月７日～２５日の月～金曜日
時　間　午前９時～正午
会　場　デジタルコンテンツ研究会事務所（南区南

台３－１２－１２）
費　用　１，６４４円
対　象　市内在住で、パソコンの入力操作ができる

求職活動中の人
定　員　１５人（選考）
申し込み　直接か電話で、５月７日までにデジタル

コンテンツ研究会（1０４２－７４８－０４７１）へ

ごごみみ収収集集ななどどののおお知知ららせせ

お問い合わせ　産業・雇用政策課　1０４２－７６９－８２３８

国勢調査とは

　国勢調査は、人や世
帯の状況などを明らか
にするために、５年ご
とに全国で一斉に行わ
れ、各種行政施策の基
礎資料として活用され
ています。

市民協働提案制度事業 ニートなどの若者の社会復帰を支援する

「学びなおし塾いっぽ」入塾者募集〈全５０回〉
日　時　６月２日～１０月２０日の原則月・水・金曜日の午前９時～正午
会　場　矢部駅か橋本駅周辺
対　象　市内在住の１５～３５歳の人（中学生を除く）＝１５人（選考）
費　用　６万円

内　容　○義務教育の学習力が不足している人の学習支援
　　　　○人付き合いが苦手な人のコミュニケーション能力向上支援
　　　　○社会へ出たい人の資格取得などを通した社会復帰支援
入塾説明会

申し込み　電話か、Ｅメールに住所、
氏名、年齢、性別、電話番号を
書いて、きょういく応援団（1 

０４２－８５３－８８４４　Ｅメール in 
fo@e-ouendan.org）へ

会　場時　間日にち

青少年
学習センター

午前９時
　～正午

４月２６日（月）
　　２７日（火）
５月１０日（月）
　　１６日（日）

お休みの日区　　分
５月２日（日）粗大ごみ等の施設への持ち込み

４月２９日（祝）、
５月１日（土）～５日（祝）

粗大ごみ戸別収集の申し込み
し尿収集の受け付け
浄化槽清掃の受け付け
（城山・津久井・相模湖・藤野地区を除く）

介護予防地域活動支援事業奨励金介護予防地域活動支援事業奨励金
　次のすべてに該当する、おおむね６５歳以上の人を対象とした介護予防教
室を運営する団体に奨励金を支給します。
　○自治会、老人会、ボランティア団体などの市民団体が実施する
　○１年間、毎月１回以上開催する
　○理学療法士、栄養士などが指導する活動が６回以上ある
　○１回の開催時間が約６０分～９０分で、実技やレクチャーを実施する
　○市の要綱が定める要件を満たしている
要綱の配布場所　介護予防推進課（市ホームページからもダウンロード可）
奨励金額　年間７万円＝１０団体（選考）　
申し込み　電話で５月２８日までに介護予防推進課へ

お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９

※一般ごみ、資源、容器包装プラは通常通り収集します。

急病のとき
　かかりつけ医などが休診でお困りのとき、お問い合わせください。

医科　相模原救急医療情報センター　1０４２－７５６－９０００
　診療可能な医療機関（メディカルセンターなど）を案内しますので、
メモの準備をしてからお問い合わせください。

時　間日にち
午前９時～翌朝９時４月２９日（祝）、５月２日（日）～５日（祝）
午後１時～翌朝９時５月１日（土）
午後５時～翌朝９時４月３０日（金）

※医療相談・歯科案内はできません。

歯科　休日急患歯科診療所　1０４２－７５６－１５０１
時　間日にち

午前８時４５分～１１時３０分４月２９日（祝）、
５月２日（日）～５日（祝） 午後１時１５分～４時３０分

ねんざ、打撲、脱きゅうなどのとき
休日当番柔道整復施療所案内　　7 ０１２０－１９４１９９

時　間日にち
案内　２４時間４月２９日（祝）、

５月２日（日）～５日（祝） 診療　午前９時～午後５時

子どもの体調のことで判断に迷ったとき
かながわ小児救急ダイヤル　1０４５－７２２－８０００

時　間日にち
午後６時～１０時毎日

お願い　○急病の診療は応急的なものです。後日かかりつけ医か近隣の医
療機関で医師の診療を必ず受けましょう。

　　　　○受診のときは、必ず保険証、各種医療証を持参してください（保
険証などがない場合は自費になります）。

 潤  水  都  市  さがみはら 
じゅん すい と し

にに込込めめらられれたた思思いい
○相模川の豊かな流れや道志川の清流、相模湖、津久井湖、宮ヶ瀬湖など
首都圏の水がめを有しています。

○清らかな水・豊かな自然に恵まれ、市民の心も潤いに満ちています。
○戦後生まれ初の政令指定都市で活気にあふれ、「純粋」という言葉にか
けています。

※今後、「潤水都市　さがみはら」を合言葉に、シティセールス活動を展開
していきます。

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

市民の皆さんからの市民の皆さんからの
公募で決定した公募で決定した

シティセールスコピーシティセールスコピー

お問い合わせ
コールセンター　1０４２－７７０－７７７７
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泳げ鯉のぼり相模川泳げ鯉のぼり相模川
　相模川の空に約１，２００匹の
 鯉 のぼりが舞い泳ぎます。
こい

日にち　４月２９日（祝）
　　　～５月５日（祝）
会　場　相模川高田橋上流
※４月２９日（祝）午後１時３０
分から、開会式や鼓笛バン
ド演奏などを行います。

相模湖やまなみ祭相模湖やまなみ祭
　健康体操の披露やロックバンド
演奏、フリーマーケットなどを行
います。
日にち　４月２９日（祝）
時　間　午前１０時～午後３時
※雨天時は、相模湖交流センター
でステージの部のみ実施
会　場　県立相模湖公園ほか

相模の大凧まつり相模の大凧まつり
　江戸時代から伝わる伝統行事、
一辺１４.５ｍもの大

おお

    凧 が相模川上空
だこ

に舞い上がります。
日にち　５月４日（祝）・５日（祝）
時　間　午前１０時～午後４時
会　場　相模川新磯地区河川敷 

（新戸スポーツ広場ほか
４会場）

大大凧のイルミネーションと凧のイルミネーションと
ナイトライブ　　　　　　　ナイトライブ

日　時　４月２９日（祝）～５月２日（日）午後７時～９時３０分
会　場　上磯部会場（三段の滝下広場）

こいこいまつり ～和田の里交流祭～こいこいまつり　～和田の里交流祭～
　緑風に乗って鯉のぼりが泳ぎます。山菜
などの販売や手もみ茶づくりなどの体験が
できます。
日にち　５月３日（祝）～５日（祝）
時　間　午前１０時～午後５時
会　場　県立陣馬自然公園センター周辺

特別展示「釣りキチ三平の愛した魚たち」特別展示「釣りキチ三平の愛した魚たち」
　漆黒の色を保つという「カラスゴイ」が登場し
ます。
展示期間　５月９日（日）まで
※釣りキチ三平グッズや四万十川の物産も販売

水水族館の人気もの水槽族館の人気もの水槽　
　逆さに泳ぐ不思議な魚「ビルマサカサナマズ」
を展示します。
展示期間　４月１７日（土）～５月１６日（日）

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
４・５月の休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）
※ゴールデンウイーク（４月２９日～５月５日）は午後５時まで休まず営業
入館料　大人３００円、小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円

ふふれれああいい動動物物広広場場フフェェスステティィババルル
　親子二人乗り引き馬やゲームコーナーなど
日　時　４月２５日（日）午前９時３０分～午後５時

春春季季ポポニニーー教教室室〈〈全全５５回回〉〉
　ポニー乗馬やエサやりなどをします。

対　象　市内在住で保護者が付き添いできる小・中学生
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、学年、電話番号、性別、

保護者名、希望のコース、「春季ポニー教室」と書いて、４月２６日
（必着）までに同広場へ

※参加経験者は応募できません。

定員（抽選）時　間日にちコース

各２０人午前９時４０分～正午
５月９日～６月６日の毎週日曜日Ａ

６月２０日～７月１８日の毎週日曜日Ｂ

守り伝える地域の歴史・文化守り伝える地域の歴史・文化
新たな指定文化財新たな指定文化財

　新たに３件を追加し、市指定文化財は４６件になりました。今後、市民の
皆さんに親しまれるよう、案内板やパンフレッ
トで紹介していきます。

牛 鞍    神社本殿　附
うしくら

   　棟札１枚
つけたり

　（建造物・緑区千木良）
　宝暦５（１７５５）年建立の 一  間  社  入  母  屋 

いっ けん しゃ いり も や

 造 の彩
づくり

色を施した本殿で、意匠的に優秀な建造物です。

 井 
せい

 原  寺 の木造
げん じ

 聖 
しょう

 観  音  菩  薩 
かん のん ぼ さつ

 立 
りゅう

 像 （彫刻・緑区青野原）
ぞう

　鎌倉時代後期に制作された像で、鎌倉時代前期の
 慶  派 の特徴を強く残す貴重な彫刻です。
けい は

相模の大凧揚げ（無形民俗文化財）
　新磯地区に伝わる風俗慣習で、地域の生活文化の
特色を示す貴重な文化財です。

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

田名向原遺跡住居状遺構出土石器田名向原遺跡住居状遺構出土石器 県指定重要文化財指定記念県指定重要文化財指定記念

旧石器ハテナ館 講演会旧石器ハテナ館　講演会
　石器群の重要性や、石器の作り方を学びます。
日　時　４月２９日（祝）午後２時～４時
会　場　旧石器ハテナ館
講　師　御堂島　正さん（県教育委員会文化遺産課）
定　員　１００人（先着順）　　※希望者は直接会場へ

槍先形尖頭器

流流れれののアアククアアリリウウムム

相相模模原原麻麻溝溝公公園園ふふれれああいい動動物物広広場場でで

動動物物たたちちとと
ふふれれああおおうう

今年の題字は今年の題字は「「祝政 祝  政 」」。政令指定都市移行を祝。政令指定都市移行を祝
しゅく せい

いい、、将来への発展の期待が込められています将来への発展の期待が込められています。。

相模川ふれあい科学館で相模川ふれあい科学館で

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のののののの生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生ききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききき物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物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ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう

さがみはらのさがみはらの
ゴールデンウイークゴールデンウイーク

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

お問い合わせ　相模原麻溝公園ふれあい動物広場
　　　　　　　〒２５２－０３２８　南区麻溝台２３１７－１　1０４２－７７８－３９００

○C 矢口高雄／講談社

牛鞍神社本殿

井原寺の木造聖観音菩薩立像

史跡勝坂遺跡公園開園記念史跡勝坂遺跡公園開園記念

文化財探訪文化財探訪
　田名向原遺跡から勝坂遺跡までを探訪します。
日　時　５月４日（祝）午前１０時～午後３時
集　合　旧石器ハテナ館
定　員　５０人（申込順）
申し込み　電話で旧石器ハテナ館へ

お問い合わせ　旧石器ハテナ館　1０４２－７７７－６３７１

写真写真
コンテストをコンテストを
実施します実施します

青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青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空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空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ももももももももももももももももももももももももももももももももも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薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風風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思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思思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出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出づづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづ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青青青青青青青青青青青いいいいいいいいいいい空空空空空空空空空空空のののののののののののもももももももももももととととととととととと薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫薫風風風風風風風風風風風ののののののののののの思思思思思思思思思思思いいいいいいいいいいい出出出出出出出出出出出づづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりり
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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。

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

青山学院大学庭球部による硬式テニス教室
日　時　５月２２日（土）午前１０時～午後４時
会　場　同大学緑が丘グラウンド
対　象　市内在住か在勤で１８歳以上の初・中級者
定　員　５０人（抽選）　　費　用　５００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番

号、「テニス教室」と書いて、４月２３日（必
着）までに同大学緑が丘グラウンド（〒２５２－
０２２５　中央区緑が丘２－４０－１）へ

お問い合わせ　同大学硬式庭球部ＯＢの川原さん 
1０９０－１８４８－１３３２

みんなで歩こう！ 相模川の芝ざくら〈１４㎞〉
日にち　４月１７日（土）〈小雨決行〉　　費　用　５００円
集　合　午前８時５０分までに古淵西公園（古淵２丁目）
※希望者は昼食・飲料水を持って直接集合場所へ
お問い合わせ　市ウオーキング協会　1０９０－４１３４－５８０８

市体育協会からのお知らせ

市民選手権大会

対　象　市内在住か在勤・在学の人
申し込み　①④電話で、③はがきに住所、氏名、年齢、

電話番号、種別を書いて、②⑤⑥市体育協会に
ある申込用紙を、各申込期限までに同協会へ

※種別など詳しくは、お問い合わせください。

初心者社交ダンス講習会〈全７回〉
日にち　５月１１日～６月２２日の毎週火曜日　
時　間　午後７時３０分～９時３０分
会　場　市体育館（市役所前）　費　用　８００円
対　象　市内在住か在勤の人
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号、「ダ

ンス講習会」と書いて、４月３０日（必着）ま
でに市体育協会へ

硬式シニアテニス教室
日にち　５月２０日（木）〈予備日６月３日（木）〉　
時　間　午前８時３０分～午後４時２０分
会　場　淵野辺公園　　費　用　２，０００円
対　象　５５歳以上の男性か５０歳以上の女性で、初・

中級者＝７０人（抽選）
申し込み　市テニス協会ホームページからか、往復

はがきに、住所、氏名、年齢、性別、電話番
号、テニス経験年数、予備日参加の可否を書
いて、４月２７日（必着）までに市体育協会へ

水芭蕉に会いに尾瀬ヶ原ハイキング
日にち　５月２８日（金）～３０日（日）
集　合　午後１０時に相模原駅　　費　用　２万８，０００円
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人＝３９人（抽選）
申し込み　往復はがき（１組４人まで）に、住所、氏

名、生年月日、性別、電話番号、「ハイキング」と
書いて、４月２７日（必着）までに市体育協会へ

あじさいカップテニストーナメント
（中学生シングルス）
日　時　５月３０日（日）午前８時３０分
会　場　横山公園ほか　　費　用　１，０００円
対　象　市内在住か在学または市内のテニスクラブ

に所属している中学生
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話

番号、学校名、戦績、「あじさいカップ」と
書いて、５月６日（必着）までに市体育協会へ

申込期限
（必着）会　場日にち種　目

４月２５日

横山公園テ
ニスコート５月２日（日）①ソフトテニス

（一般の部）
総合体育館
ほか

５月８日（土）～
６月１３日（日）

②バスケットボー
ル（一般の部）

相模原麻溝
公園ほか５月９日（日）③ターゲット・

バードゴルフ

５月１日総合体育館
ほか

５月１６日（日）～
６月２７日（日）④バドミントン

４月２５日総合体育館６月６日（日）⑤空手道

５月１６日総合体育館６月２０日（日）⑥バレーボール
（一般の部）

みんなの�

　スポ・レク情報�

本の世界を楽しもう！本の世界を楽しもう！

講演会　「子どもの成長と子育てをサポートする絵本
の力」

　読み聞かせや手遊びなどを交えてお話します。

※希望者は直接会場へ

ボランティアによるおはなし会
時　間内　容

午前１１時４０分～午後０時１０分紙芝居
午後１時～１時３０分人形劇
午後１時３５分～２時５分絵本とおはなし
午後２時４０分～３時１０分布絵本おはなし会
午後３時１５分～３時４５分影絵

お問い合わせ　市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

　 相模大野図書館相模大野図書館
４月２９日（祝）　『こどもの読書週間』記念 大型絵本のおはなし会
時　間　午後１時～１時３０分、午後３時３０分～４時
対　象　４歳程度～小学生とその保護者＝各３０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　相模大野図書館　1０４２－７４９－２２４４

　　　　市市民民講講座座「「学学びびののららいいぶぶ塾塾」」研研修修講講座座〈〈全全８８回回〉〉
　今年開催を予定している講座の講師や企画・運営をする人を養成します。
日　時　５月２６日～７月１４日の毎週水曜日午前１０時～正午（７月７日は午後１時まで）
会　場　総合学習センター　　対　象　趣味や特技を生かして講座の講師や企画・運営をしたい人
※政治・宗教・営利目的のものは除く
定　員　３０人（抽選）　　費　用　１，５００円（研修講座の１回目に徴収します）
応募者説明会　※参加希望者は、必ず説明会に出席してください。
日　時　５月１９日（水）午前１０時～正午
申し込み　直接か電話で、５月１７日までに総合学習センター（1０４２－７５６－３４４３）へ

大型絵本の展示

時　間　午後１時～５時

申し込み　電話か、はがきに住所、氏名、電話番号、希望の講座・コース名、ジュニア講座は学年
を書いて、４月３０日（必着）までに津久井生涯学習センターへ

※各講座の内容など詳しくは、同センターや各公民館にあるパンフレット、市ホームページをご覧
ください。

津久井生涯学習センター　〒２５２－０１５９　緑区三ヶ木４１４　1０４２－７８４－２４００

グリーンカレッジつくい前期講座ググリリーーンンカカレレッッジジつつくくいい前前期期講講座座

受講料
（教材費）時　間日にち講座・コース名

各
４，８００円

午後１時３０分～
　　　　　４時３０分

６月１５日（火）・１６日（水）
〈全２回〉Ａ

ワード初級

WindowsXP

パ
ソ
コ
ン
講
座　

定
員　

各　

人
（
抽
選
）

１０

午前９時～午後４時６月１９日（土）Ｂ
各

５，０５０円午前９時～午後４時
６月２２日（火）Ａ

ワード中級
６月２６日（土）Ｂ

各
４，８００円

午後１時～４時３０分６月１７日（木）・１８日（金）〈全２回〉Ａ
エクセル初級

午前９時～午後４時６月２０日（日）Ｂ
各

５，０５０円午前９時～午後４時
６月２３日（水）Ａ

エクセル中級
６月２７日（日）Ｂ

各
５，２６０円午前９時～午後４時

６月２４日（木）ワード初級
Windows７
パソコン持ち
込み講座　　

６月２５日（金）エクセル初級
各

６，０５０円午前１０時～正午
６月１５日（火）・１６日（水）Ａセットアップ

コース ６月１７日（木）・１８日（金）Ｂ

４月23日～５月12日は４月23日～５月12日は
こどもの読書週間こどもの読書週間

　 市立図書館（鹿沼台）市立図書館（鹿沼台）
４月２４日（土）　図書館は宝島！ キッズ★フェスタ2010

申し込み　午前９時３０分から電話で市立図書館へ

定員（申込順）対　象時　間
１５組３・４歳児とその保護者午前１０時

２０組５歳～小学校２年生とそ
の保護者午前１０時５０分

参参加加者者募募集集

受講料定員
（抽選）時　間日にち講座・コース名

４，０００円２０人午前１０時～午後３時
（５月３０日は正午まで）

５月３０日、６月１３日、７月
４日、９月１２日、１０月１７日、
１１月７日の日曜日

津久井の自然〈全６回〉
里山づくり de森林活用術

４，０００円２０人午後２時～４時
５月２２日、６月２６日、７月
２４日、８月２１日、９月１８日
の土曜日

津久井の歴史〈全５回〉
資料で読み解く昭和後期の
津久井郡

各
２，５００円

各
２０人

午前１０時～正午
５月２９日（土）

Ａ津久井のアウトドア
カヌー in 相模湖
対　象　小学校２年生以上

の人

午後１時３０分～３時３０分Ｂ
午前１０時～正午

６月１２日（土）
Ｃ

午後１時３０分～３時３０分Ｄ

４，０００円２０人午後２時～４時
５月１９日、６月２日、７月
７日、８月４日、９月１日
の水曜日

人文学〈全５回〉
中世文学「徒然草」を読む

各
５，０００円

各
２０人

小学校１～３年生
午後５時３０分～６時２０分５月１８日～７月２０日の毎週

火曜日　

英会話
低学年・高学年
〈全１０回〉　ジュニア講座

対　象　小学生
小学校４～６年生
午後６時２５分～７時１５分

　５００円２０人午後７時～９時５月２２日（土）宇宙の学校
（天体観望）

２，０００円１５人午前９時３０分～午後３時５月１５日、７月３日の土曜日デジカメＤＥ津久井
ウオーキング〈全２回〉

　５００円２０人午前１０時～正午５月１６日（日）ガキ大将遊び
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

読読者者のの

ひひろろばば
（敬称略）

お知らせ�

　　　　　　　　　　▼ＢＡＧウィンドアンサンブル
　　　　　　　　　　定期演奏会　４月１８日（日）午
後２時、 杜 のホールはしもと　�問 同事務局（1０８０－

もり

６６１４－６７５２）
▼スタジオアンジュ陶磁器絵付展　４月２２日（木）～
２５日（日）午前１０時～午後７時（２５日は午後４時ま
で）、町田市民ホール（町田市森野２－２－３６）　�問 
岡崎（1０４２－７４２－０６３３）
▼混声合唱団イル・カローレ幸友公開練習　４月２５日
（日）午後２時～４時３０分、旭小学校音楽室　�問 清水
（1０９０－２９４２－６２３４）　
▼暦グループ作品展　写真、水彩画、 刺 

し

 繍 画など　５
しゅう

月１４日（金）・１５日（土）午前１０時～午後４時（１５日は午
後３時まで）、杜のホールはしもと多目的室　�問 高橋
（1０４２－７５４－５８６４）

催 し
費用の記載がない
場合は無料です。

イベント�

▼ダンススポーツ　毎週月曜日午後７時３０分、共和小
学校体育館。経験者歓迎　�問 鹿内（1０４２－７５４－２７９５）
▼気功・呼吸法　月２回木曜日午後２時、橋本公民館。
初心者歓迎　�問 安藤（1０４２－７６２－２７４９）
▼社交ダンス　毎週火曜日＝経験者、毎週日曜日＝初
心者、午後８時。中央公民館　�問 大澤（1０４２－７５５－３４６９）
▼詩吟・詩舞　毎月第１・第３木曜日午後２時３０分、
大野台公民館。初心者歓迎、見学可　�問  敦  澤 （1０４２－

つる さわ

７５４－１７１９）
　　　　　　▼自由演奏会 in さがみはらでの演奏者　
　　　　　　当日、楽器を持参し演奏できる人。５月
５日（祝）午後０時３０分～午後５時、グリーンホール
相模大野多目的ホール。費用１，５００円　�申 同実行委員

会（HPhttp://blog.goo.ne.jp/jiyusagami/）の申
込フォームから

掲載の申込方法は毎月１日号でお知らせします

募　　集�

募 集

費　用募集数墓所の種類

各４４万５，０００円
２５８区画普通

一般
３７７区画芝生

９万円５００体合葬式

会　場時　間日にち
総合学習
センター

午前１０時　　
　～１１時３０分５月１３日

（木） 南保健　
センター

午後２時　　
　～３時３０分

津久井保健
センター　

午前１０時　　
　～１１時３０分

５月１４日
（金）

９月に市営峰山霊園の公募を実施９月に市営峰山霊園の公募を実施

　一般墓所のほか、今回から墓所
の継承に不安がある人など向けの
合葬式墓所（一つの施設の中に多
数のお骨を一緒に埋蔵）の公募を
実施します。
霊園所在地　南区磯部４５７３－２

※管理料（一般のみ）は年間４，５００
円
公募期間　９月１日～３０日
申込資格　平成２１年９月１日以前
に市に住民登録（外国人登録含む）
の届け出をし、以後も引き続き市
内在住であること　など
※申込方法など詳しくは８月１５日
以降の本紙や市ホームページでお
知らせします。
問公園課
　
①木造住宅耐震診断技術者①木造住宅耐震診断技術者

②耐震改修工事技術者の名簿登載②耐震改修工事技術者の名簿登載

　同名簿に登載すると、市木造住
宅耐震診断等補助制度の技術者と
して診断や工事ができます。
対都道府県等の耐震実務講習等を
修了し、次に該当する人
①市内の建築士事務所に所属する
建築士②市内の事業所に所属する
建築技術者
申建築指導課にある申込書（市ホ
ームページからダウンロード可）
と修了証、建築士免許証の写しな
どを、５月６日～１８日に同課（1 

０４２－７６９－８２５２）へ
　

マンション管理に関するマンション管理に関する

無料相談会無料相談会

日５月９日（日）
時午後１時～５時
会市民会館
対市内のマンション管理組合理事
と居住者＝１０組（申込順）
申電話かファクス、Ｅメールに住
所、氏名、「無料相談会」と書い
て県マンション管理士会相模原市
支部（16０４６－２５６－２６８３　Ｅ riku 
o-tanaka@u０１.gate０１.com）へ　

障害等のあるお子さんの障害等のあるお子さんの

就学説明会就学説明会

　来年度に小学校入学予定で、障
害等により教育的配慮を必要とす
るお子さんの就学説明会

※希望者は直接会場へ
問学校教育課

「相模原の文化財」追録版８を発行「相模原の文化財」追録版８を発行

　平成２１年度の市指定・登録文化
財５件と国指定天然記念物ヤマネ
の紹介リーフレット
販売場所　各行政資料コーナー
費１００円
問文化財保護課

子犬・子猫の譲渡会と子犬・子猫の譲渡会と

犬のしつけ相談犬のしつけ相談

日５月２日（日）〈雨天決行〉
会衛生試験所の北側に隣接する建
物（中央区富士見１－３－４１）
譲渡会
時午後１時～１時３０分
対①譲りたい人②欲しい人ともに
市内在住の２０歳以上の人。①子犬・
子猫は生後約２～５か月で、１週
間前までに市獣医師会所属の動物
病院で健康チェックと駆虫（実費
約５００円）を受けてください。②印
鑑と健康保険証などの住所・氏名
を証明する書類、２，０００円〈個体識
別用マイクロチップ代〉が必要
しつけ相談　犬の基本的なしつけ
方の指導と相談
時午後１時３０分～２時
※当日犬は同伴不可
問市獣医師会譲渡会事務局（さが
み動物メディカルセンター　1 

０４２－７５６－７０００）か生活衛生課

相模原・相模原南水道営業所の相模原・相模原南水道営業所の

所管区域変更のお知らせ所管区域変更のお知らせ

　政令指定都市移行に伴い、５月
１日から、南区は相模原南水道営
業所が所管します。
問県企業庁相模原南水道営業所
（1０４２－７４５－１１１１）

男女共同参画に関する男女共同参画に関する

調査・研究活動を助成調査・研究活動を助成

対同活動を行う市内のグループ
※応募資格など詳しくは男女共同
参画課、ソレイユさがみ、各公民
館にある募集案内か市ホームペー
ジの 作品・スタッフ募集 をご覧
ください。
申募集案内に付いている申込書を
５月１７日までに同課（1０４２－７６９
－８２０５）へ
　
市民ファンド「ゆめの芽」市民ファンド「ゆめの芽」

平成２２年度助成金交付事業が決定平成２２年度助成金交付事業が決定

　市民の皆さんの寄付金等をもと
に、市民活動団体が行う社会貢献
事業に交付する助成金の対象事業
が決定しました。
※対象事業など詳しくは、市ホー
ムページの リンク集 をご覧くだ
さい。
問市民協働推進課

国民生活基礎調査の実施国民生活基礎調査の実施

　厚生労働行政の施策立案の資料
にするため、厚生労働省で無作為
抽出した地域の約４，０００人を対象
に、世帯や健康状況などの調査を
実施します。該当地域には、４月
下旬から調査員が調査票を配布し
ますのでご協力をお願いします。
問地域保健課

城山ダム城山ダム

リサイクルチップを無料配布リサイクルチップを無料配布

　流木や落ち葉などを細かく砕い
たもので、庭づくりや園芸などに
利用できます。
※４月１７日（土）～２３日（金）は
機械で積み込みを手伝います。
※配布場所など詳しくはお問い合
わせください。
問相模川水系ダム管理事務所（1 

０４２－７８２－２２９１）

「福祉月間」①ポスター②作文「福祉月間」①ポスター②作文

テーマ　福祉に関すること
規格　①４つ切り白画用紙（５４㎝
×３８㎝）②４００字詰め原稿用紙＝小
学生３枚以内・中学生５枚以内
対市内在住か在学の小・中学生

申地域福祉課、市内小・中学校に
ある応募用紙と作品を５月３１日ま
でに各学校か同課（1０４２－７６９－
９２２２）へ

ソレイユさがみ委員会活動にソレイユさがみ委員会活動に

参画する市民ボランティア参画する市民ボランティア

　男女共同参画社会の実現を図る
事業などの企画・運営
任期　委嘱日～平成２６年３月３１日
対市内在住か在勤・在学の１８歳以
上の人
定若干名
申ソレイユさがみ、各公民館にあ
る応募用紙に応募動機（４００字程
度）を書いて、ソレイユさがみ
（1０４２－７７５－１７７５）へ

藤野芸術の家藤野芸術の家

大人も子どもも楽しめるゴールデン大人も子どもも楽しめるゴールデン

ウィークスペシャル体験ウィークスペシャル体験

①親子タケノコ堀り体験とミニ鯉
のぼり作り
日４月２９日（祝）
時午前１０時～午後２時３０分
定１５組（申込順）
費６００円（タケノコ代別途）
②スイーツデコ・ストラップ作り
日４月２９日（祝）～５月５日（祝）
時午前９時～午後５時
費８００円
③子どものための「はじめてのク
ラシックコンサート」
　オーケストラの演奏家が出演
日時５月３日（祝）午後２時～３時
定５０人（申込順）
費５００円
④親子でドラマー体験教室
　プロのドラム演奏者が指導する
初心者向けの教室
日５月４日（祝）
時午前１１時、午後１時３０分
対小学生以上の子どもとその保護
者
定各２０組（申込順）
費１組３，０００円

◇　　　◇
※①～③未就学児は保護者同伴
申①③④は電話で藤野芸術の家
（1０４２－６８９－３０３０）へ②は当日
午前９時～正午・午後１時～３時
に直接会場へ

仲 間
　　　　　　会費などは個別にお問い合わせください。
　　　　　　▼民踊　毎週月曜日午後２時＝相武台団
地自治会館、毎月第１水曜日午後１時３０分＝けやき体
育館。初心者歓迎　�問 有馬（1０４２－７９８－２２８９）
▼手話　毎週火曜日（第３火曜日を除く）午後７時、
大野北公民館　�問 高野（1０４２－７７６－７２０５）
▼相撲甚句　毎月第２・第４月曜日午後７時３０分、上
溝本町自治会館　�問 須田（1０４２－７６１－８４１２）
▼英会話　月４回金曜日午前９時４５分、中央公民館ほ
か。対象は中級程度の人　�問 海（1０４２－７６３－５６０６）
▼社交ダンス　毎週水曜日午後１時３０分、サン・エー
ルさがみはら。対象は女性　�問 堀内（1０４２－７７４－２００７）
▼大正琴　毎月第２・第４土曜日午前９時３０分、横山
公民館　�問 上野（1０４２－７５８－０２２４）
▼プリザーブドフラワーアレンジメント　月１回火曜
日か木曜日午前１０時、相原公民館　�問 鈴木（1０４２－
７７３－４３７０）
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〒２５２－５１７７　相模原市緑区橋本６－２－１�
　　　　　　 シティ・プラザはしもと内�

緑区に相当する区域の平成２２年３月１日現在の人口・世帯です�4 15
No.０００１�

● 毎月１５日発行 ●�

２０１０年� 平成２２年�

発行／相模原市　　編集／緑区役所総務課�

1０４２－７７５－８８０２�

人　口� 人�１７４,７８４�

６９,１４２�世帯数� 世帯�

区の人口・世帯�

男 ８８,７５８/ 女 ８６,０２６�

16

20

412

413

129

413

津久井津久井�

藤野藤野�

城山城山�

津久井�

藤野�

城山�

大沢大沢�大沢�

橋本�

相模湖相模湖�相模湖�

緑区役所�
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県民の水がめとして豊富
で良質な水をもたらす
津久井湖

緑区�

中央区�

南区�

ア
ー
チ
を
描
く
新
旧

小
倉
橋

気軽にデイキャンプ
が楽しめる上大島
キャンプ場

中
心
市
街
地
と
し
て

発
展
す
る
橋
本
駅
周
辺

市設置の高度処理型合併浄化槽の申請等窓口を変更
　４月から申請等窓口が津久井上下水道整備課になり、事務所が津久井総
合事務所別館２階に移転しました。
※対象区域など、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ　津久井上下水道整備課　1０４２－７８０－１４０９

城山地区 元気回復塾（総合介護予防教室）〈全５回〉
　運動や栄養、口腔、認知症についてお話します。
日にち　５月１１日～６月８日の毎週火曜日
時　間　午後１時３０分～３時　　　会　場　城山保健福祉センター
対　象　城山地区在住の６５歳以上で運動に支障のない人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で城山地域包括支援センター（1０４２－７８３－００３０）へ
※この事業は市の委託を受けて実施しています。

シニアのための　①歯っぴー 健  口 セミナー〈全５回〉
けん こう

　お口の体操や、一人ひとりに合わせた 口 
こう

 腔 機能向上プログラムを作ります。
くう

日にち　５月１１日・２５日、６月１５日、７月１３日・２７日の火曜日

　　　　　　　　②食生活セミナー〈全６回〉
　食の楽しみや、食事を通した元気づくりを考えます。
日にち　５月１１日・２５日、６月１５日・２９日、７月１３日・２７日の火曜日

時　間　午前９時４５分～１１時４５分　　　会　場　ソレイユさがみ
対　象　６５歳以上で介護保険認定を受けていない人＝①１０人②９人（申込順）
申し込み　電話で介護予防推進課緑班（1０４２－７７５－８８１２）へ

元気に楽しくカラダを動かそう

城山地区高齢者スポーツ大会
　チーム対抗で玉入れなどのスポーツ・レクリエーションを行います。
日　時　５月１５日（土）午前１０時～午後２時
会　場　川尻小学校校庭（雨天の場合は、体育館）
対　象　城山地区在住の６０歳以上の人
申し込み　直接か電話で、４月２０日までに城山保健福祉課（1０４２－７８３－

８１３５）へ

　緑区は、区の東側は交通の利便性を生かして、工業や商業などの都市機能が集積し、良好な住環境
が形成されています。一方、区の西側は美しい山並みや湖・川など豊かな自然環境に恵まれ、地域資
源を生かした観光交流が進められています。面積は２５３．８㎞２、市域の７７．２％を占める、本市で最も面
積の広い区です。
　みどり区版は、毎月１５日に発行し、区からのお知らせのほか、多彩な魅力を持つ緑区を舞台とした
まちづくりの取り組みなどを紹介していきますので、ご覧ください。

緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑区区区区区区区区区区区、、、、、、、、、、、誕誕誕誕誕誕誕誕誕誕誕生生生生生生生生生生生

　地域住民の皆さんが、自分たちが住む地域をより住みよいまちにするため
に行う事業に対して、交付します。皆さんでまちづくりに取り組みませんか。
対象事業　橋本、大沢、城山、津久井、相模湖、藤野の各地区の活性化に

つながる事業

提案者の要件　５人以上の団体　　交付金額　１地区３００万円以内
事業の実施期間　平成２３年３月３１日まで
申し込み　緑区役所地域政策課か各まちづくりセンターにある申込書（市ホームページの

緑区 からダウンロード可）と必要書類を５月３１日（必着）までに、活動を予定する
地区のまちづくりセンター（橋本地区は緑区役所地域政策課）へ

●● こんな事業に優先的に交付します

新しい仕組みを使って新しい仕組みを使って  始始めめよう 住みよいまちづくりよう  住みよいまちづくり
募集　緑区区民会議の委員

　緑区の個性や特徴を生かしたまちづくりを行うために、
緑区区民会議を設けます。同会議では、学識経験者や公益
的な活動を行う各種団体から推薦された人などと、区政運
営の基本的構想となる「区ビジョン」の検討等、まちづく
りの方向性や地域活動の活性化などを話し合います。
任　期　委嘱の日から２年間（会議は月１回程度）
対　象　緑区内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会な

どの委員、職員、議員を除く）＝３人（選考）
申し込み　緑区役所地域政策課、緑区の各行政資料コーナ

ー・まちづくりセンター・出張所・公民館（青根・
藤野中央・沢井公民館を除く）にある応募用紙（市
ホームページの 緑区 からダウンロード可）を５月
１４日（必着）までに、直接か郵送、ファクス、Ｅメ
ールで緑区役所地域政策課（〒２５２－５１７７　緑区橋本
６－２－１　6０４２－７００－７００１　Ｅメール g-chiiki 
seisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

○自治会加入促進　自治会への加入を
促進する活動
○参加者増加　広く地域への関心を呼
ぶような事業など、地域活動への参
加者増加を図る活動

○担い手育成　新たな地域活動の担い手の
育成に向けた取り組みを進める活動

○活動団体の連携強化　ＮＰＯや企業、ボ
ランティア団体などと連携した取り組み
を進める活動

募集 地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域活活活活活活活活活活活活活活性性性性性性性性性性性性性性化化化化化化化化化化化化化化事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業交交交交交交交交交交交交交交付付付付付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金金金金金のののののののののののののの対対対対対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象象象象象事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業地域活性化事業交付金の対象事業

お問い合わせ
緑区役所地域政策課　1０４２－７７５－８８０１

生き生きと
安心して暮らせる区に

緑区役所区長 高部 博

　緑区の皆さま、こんにちは。
　このたび、区長に就任しまし
た、高部　博です。
　緑区は、橋本駅周辺地域のに

ぎわいと良好な市街地、また、相模川の清流や里
山、水源地などの豊かな自然が共存する地域です。
これらの特性を生かして、個性ある地域づくりに
積極的に取り組んでいきたいと考えています。
　このため、区役所やまちづくりセンターを中心
に、区民の皆さまとのパートナーシップによるま
ちづくりを推進するとともに、区長として、区民
ニーズや地域の課題を的確に把握し、区政や市政
に反映させ、子どもから高齢者まで、快適で、生
き生きと安心して暮らせる地域を築けるよう努め
ていきたいと考えています。
　区民の皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願
いいたします。


