
　４月から相模原市が政令指定都市に生まれ変わり、藤野町地域自治区がその役割を

終え、「広報ふじの」の発行もこの３月 15日号をもって終了することとなりました。

　今後は、「広報さがみはら」をはじめ、新たに発行が予定されている自治会回覧に

よる地域情報紙（地区自治会連合会作成）などを利用して行政情報や地域の情報をお

伝えしていく予定です。

　３年間ご愛読大変ありがとうございました。

　４月１日、相模原市は政令指定都市に移行し、藤野町は緑区として新たな第一歩を踏み出します。
　また、区制を活用した市民協働による新たなまちづくりの仕組みとして「まちづくり会議」が組織され、地域
の個性や特徴を生かしたまちづくりが進められます。　※「まちづくり会議」については２ページをご覧ください。

藤野町地域自治区広報紙「広報ふじの」の発行終了について

新たなまちづくりに向けて新たなまちづくりに向けて
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「藤野町地域協議会」が解散されます　
　平成 19年３月 11日、相模原市と藤野町との合併と同時に、合併前の

地域の歴史や文化などの特色を生かしつつ、新市における一体的なまち

づくりを進めるため地域自治区が設置され、地域の住民の意見を市政に

反映させるため「藤野町地域協議会」が組織されました。

　以来３年間、44 回の地域協議会を開催し、「新・相模原市総合計画」

をはじめとする各種計画の策定や施策に対し地域住民の意向を市に伝え

るとともに、地域の魅力づくりや活性化のための議論を重ねてまいりま

したが、相模原市が４月１日に政令指定都市に移行することから、３月

31日をもって解散となります。

　地域協議会では最後の仕事として、藤野地区のより良いまちづくりの

実現に向けての未了事項や今後へ引き継ぐ課題などを取りまとめ、区制

を活用した新たな市民協働のまちづくりの仕組みとして準備が進んでい

る「まちづくり会議」へ引き継いでいただく予定です。　　

「藤野地区まちづくり会議」委員を募集します
　藤野地区において公共的な活動をしている団体など

が、各地域の「地域力」※を高めるため、地域資源の

発見、課題解決の方法などについて話し合い、自主的・

自立的なコミュニティ形成に資する活動を協働して行

うための組織として、「まちづくり会議」を設立します。

　現在、この会議の設立にあたり、地域協議会の委員

および地区自治会連合会の会長合わせて11人で準備を

進めています。今回は、その中でまちづくり会議の構成

団体のうち公募委員の募集をするものです。主旨に賛同

される団体等の積極的な参加をお待ちしています。

※地域において、住民が自主的・自立的に課題解決を

　図ることができる力のこと。

位置付け　地域活動団体等で構成する任意の合議体

役割　・情報交換、情報共有　

　　　・地域課題解決に資する事業実施や課題の総合

　　　　調整　

　　　・行政への意見や要望のとりまとめ

　　　・住民意向の把握や参加者増加の対策検討など

構成　①自治会関係、保健福祉関係、産業経済関係、　

　　　　教育文化関係および安全安心関係団体からの

　　　　推薦による委員（20人）

　　　②公募委員（７人以内）

　　　　公共的な活動を行っている「団体を代表する

　　　　方」または「個人」

その他　○「まちづくり会議」から「区民会議」の委

　　員を推薦します。

　○行政との情報や意見交換の場として、副市長およ

　　び関係部局職員を交えて「地域まちづくり懇談会」

　　を開催します。

　○「まちづくり会議」の運営をまちづくりセンター

　　が支援します。

　○委員の報酬や費用弁償はありません。

＜公募委員の募集＞
応募資格　４月１日現在、相模原市緑区吉野、小渕、

　澤井、日連、名倉、牧野または佐野川に住所を有し、

　その後も引き続き２年間住所を有し、藤野地区まち

　づくり会議の活動に参加できる見込みの市民または

　団体を代表する方。

募集人員　７人以内

応募期間　３月 15日 ( 月 ) ～４月 15日 ( 木 ) 必着

応募方法　任意の用紙に住所、氏名、年齢、職業、電

　話番号を記載のほか、以下のテーマについて 800 字

　程度での作文を藤野町地域自治区事務所へ持参する

　か、郵送、ファクス、電子メールで提出してください。

テーマ　①「応募の理由」と「まちづくり会議で何を

　　　　　したいか」

　　　　②「応募の理由」と「藤野地区をどのような

　　　　　まちにしていきたいか」

選考方法　次の評価項目ごとに評価し、総合点の上位

　から、選考委員の協議により選考します。

　①地域に対する知識、理解、先見性（先進的な見識）、

　　その他地域に対する総合的な視点があるか

　②公平性、中立性（社会的に中立的な視点があるか）

　③応募動機に意欲が感じられるか

　④その他特筆すべき点があるか

結果の通知　選考結果は応募者全員に通知します。

まちづくり会議とは

募集要領

問い合わせ　まちづくり会議設立準備委員会事務局

　藤野町地域自治区事務所（〒229-0292　小渕 2000）

　1 042-687-2117　5 042-687-4347

　Eメール fujino-jichi@city.sagamihara.kanagawa.jp（3月中）

　             fujino-cen@city.sagamihara.kanagawa.jp（4月中）

委員の皆さまお疲れ様でした！
＜第２期藤野町地域協議会委員＞

◎会長　○副会長　　　　　　50音順、敬称略

石井　　靖

岩木　晃範

岩﨑　三雄

大竹　利枝

加藤　昇一

門倉　睦男

小池　和代

佐々木宣彰

佐々木道他

佐藤　任弘

佐藤　治男

佐藤　英雄

清水由美子

末永　義德

土田わか奈

富山　一三

中道　重幸

永井　基朗

西田　勘蔵

西村　美子

濱野　　亨

松尾　征治

宮﨑　京子

森川　哲郎

安田　良夫

山口　　哲

○

◎
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　６月30日までに動物病院で注射を受け、
注射済証明書を持って、次の窓口にて注射済

票の交付申請（申請手数料550円）を行って

ください。また犬が死亡したとき、犬の飼い

主や住所が変わったときも届出が必要です。

必ず犬の登録と狂犬病予防注射を

　生後 91 日以上の犬を飼っ

ている方は、狂犬病予防法の

規定により犬の登録と年１回

の狂犬病予防注射を受けなけ

ればなりません。

　狂犬病予防定期集合注射を下の表のとおり行います。（市内他地区の
集合注射会場でも受けられます。日程はホームページでご覧になれます。）

　すでに登録されている犬の飼い主は、市から案内のハガキが郵送さ

れますので、ハガキを持って集合注射会場もしくは動物病院へ行き、

注射を受けてください。登録の無い犬は、集合注射会場で登録できます。

　新規登録の場合　6,500 円

　（登録手数料、注射料、注射済票交付手数料）

　注射のみの場合　3,500 円

　（注射料、注射済票交付手数料）

①混み合いますので引き綱や鎖は短めに持ってください。

②犬を押さえられる人が必ず付き添ってください。

③フンを処理する用具を持参し、飼い犬のフンは必ず持ち帰ってください。

④犬の体調が悪いときは、予防注射を受けられない場合がありますのでご

　留意ください。

・相模原市保健所生活衛生課
　（ウェルネスさがみはら４階）
・相模原市保健所　生活衛生課津久井担当
　（津久井保健センター１階）
・中央保健センター城山担当
　（城山保健福祉センター）
・津久井保健センター相模湖担当
　（相模湖総合事務所２階）
・津久井保健センター藤野担当
　（藤野総合事務所２階）
・南保健福祉センター（※３月 24日のみ
　　受付、午前 10時～午後０時 15分、
　　午後１時～４時）

・相模原市保健所生活衛生課

　（ウェルネスさがみはら４階）

・相模原市保健所　生活衛生課津久井担当

　（津久井保健センター１階）

・南保健センター（南保健福祉センター３階）

・緑保健センター（緑保健福祉センター内）

・城山保健福祉課（城山保健福祉センター１階）

・相模湖保健福祉課（相模湖総合事務所２階）

・藤野保健福祉課（藤野総合事務所２階）

日にち 時間 会場

４月７日

（水）

午前10時～10時30分

午前10時40分～10時50分

午前11時～11時20分

午後１時20分～１時40分

午後１時50分～２時10分

午後２時30分～２時40分

上岩集会施設（佐野川 3389-1）

御霊集会所（佐野川 2962-1）

佐野川製茶工場前（佐野川 2482）

藤野台集会所（小渕 22-15）

上小渕（栗原毅氏宅）（小渕 403）

関野（中村博文氏駐車場）（小渕 1287-1）

４月８日

（木）

午前10時～10時10分

午前10時20分～10時30分

午前10時40分～11時

午前11時10分～11時30分

午後１時10分～１時50分

午後２時～２時10分

午後２時20分～３時

午後３時10分～３時30分

和田の里体験センター（佐野川 491）

鎌沢（公民館前）（佐野川 1298-1）

上河原バス停（佐野川 2155）

落合集会所（澤井 952-2）

藤野総合事務所（小渕 2000）

日野集会所（澤井 149）

旧吉野小学校（吉野 407）

日連自治会館（日連 1495- ロ）

４月９日

（金）

午前10時～10時20分

午前10時40分～10時50分

午前11時～11時20分

午後１時20分～１時40分

午後１時50分～２時10分

午後２時20分～２時30分

午後２時40分～２時50分

午後３時～３時10分

上野久保中央広場（牧野 5552-1）

新和田生活改善センター（牧野 5187-1）

篠原生活改善センター（牧野 2979-2）

藤野農村環境改善センター（牧野 4232）

京王住宅前空地（牧野 13984-2）

小舟バス停（牧野 13948-1）

菅井（山崎幸子氏宅横）（牧野 11697）

伏馬田生活改善センター（牧野 12457-2）

４月12日

（月）

午前10時～10時10分

午前10時20分～10時50分

午前11時～11時20分

午前11時30分～11時40分

午後１時20分～１時50分

午後２時～２時30分

午後２時40分～２時50分

午後３時～３時10分

芝田集会施設（名倉 557-1）

大刀園芸ランド駐車場（名倉 1104-1）

名倉消防器具置場（名倉 2619）

向原集会所（名倉 4125-1）

日連集会施設（杉東）（日連 813-1）

杉西（森久保宇志巳氏宅前）（日連 369-2）

堂地（消防器具置場）（牧野 6928-1）

奥牧野（臼井昌紀氏宅）（牧野 8768-1）

○鑑札と注射済票は必ず首輪等につけましょう。装着は「狂犬病予防法」により義務づけられています。また、迷子になって

　しまったとき、迷子札の代わりにもなります。

○飼い犬の散歩は引き綱でつないで行いましょう。散歩の際にはフンを回収する用具を持ち、フンを埋めたり、置き去りにせ

　ず持ち帰りましょう。公共の場所を犬の糞などで汚さないことは飼い主の責務です。違反者は「相模原市動物の愛護及び管

　理に関する条例」により罰せられることがあります。

○屋外で尿をさせる場所にも気を配りましょう。ペットボトルに水を入れて携帯し、尿をした際にかけるとマナー向上になります。

○最近、犬の鳴き声の苦情が多く寄せられます。ムダ吠えをしないようしつけましょう。また、ムダ吠えの原因を取り除き、

　近隣の迷惑にならないよう飼いましょう。

●平成22年３月31日まで

●平成22年４月１日以降

◆会場に行けないとき

◆会場でのお願い

◆必ず犬の登録と狂犬病予防注射を

問い合わせ
　生活衛生課津久井担当　1 042-780-1413

◆狂犬病予防定期集合注射を行います

◆飼い犬は大切な家族です

◆集合注射の費用



★ 津久井保健センター　　 1042 -780 -1414

★ 津セ相模湖担当　　　　 1042 -684 -3211

★ 津セ　藤野担当　　　　 1042 -687 -5515

★ 介護予防推進課　　　　 1042 -769 -9249

★ 保健予防課　　 　　　　1042 -769 - 8346

★ コールセンター　　　　 1042 -770 -7777
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ふれあい親子サロン 高齢者認知症相談
　おしゃべりをしたり、育児でちょっと気がかりなことを相談してみま
せんか？あなたの地域のスタッフが子育てを応援します！
内容　保健師、保育士などによる健康相談と育児相談、身体計測、親子
　遊びの紹介など。４月は各会場共に、栄養士による相談があります。
日時　①４月 13日 ( 火 )　②４月 14日 ( 水 )　③４月 22日 ( 木 )
　　　午前 10時～ 11時 30 分 ( 受付は午前 11時 15 分まで )
会場　①藤野総合事務所　②津久井保健センタ－　③相模湖総合事務所
対象　乳幼児とその保護者
申込方法　当日各会場へ（申込不要）　持ち物　母子健康手帳
問い合わせ　津久井保健センター

内容　専門医による認知症相談。自宅に訪問

　しての相談も行います。　

日時　４月 15日 ( 木 )　午後１時～３時

会場　シティ・プラザはしもと６Ｆ

対象　本人や家族が認知症かもしれないと心

　配な人

定員　3人（申込順） 

申し込み・問い合わせ　介護予防推進課

　　　　

実施会場

サンエールさがみはら ４月 26日 ( 月 )
５月 18日 ( 火 )

４月 16日 ( 金 )
５月 ７日 ( 金 )

城山保健福祉センター ４月 20日 ( 火 ) ５月 18日 ( 火 )

津久井保健センター ４月 15日 ( 木 ) ５月 19日 ( 水 )

相模湖総合事務所

藤野総合事務所

区分

１回目投与対象 ２回目投与対象

４月 16日 ( 金 )

４月 23日 ( 金 )

受付時間　午後１時45分～２時30分（希望者は直接会場へ）

　※必ず午後２時 30 分までに、検温と受け付けを済ませ 

　　てください。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

持ち物　母子健康手帳、予診票、筆記用具、体温計（会場

　で検温します）

注意　

●当日、次のいずれかに該当するお子さんは接種できません。

① 37.5℃以上の発熱がある。

②下痢症状がある。

③けいれんの最終発作から３か月以上経過していない。

④伝染病の病気が治癒してから、一定以上の期間が経過し

　ていない。

⑤伝染病の病気に家族や友達など身近な人がかかっており、

　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、保健予防課（1 042- 　

　769-8346）へお問い合わせください。

●冊子「予防接種と子どもの健康」（出生届時に配布済）を

　読み、予防接種の必要性や副反応について理解しておい

　てください。

●ポリオ投与前後 30分は飲食を避けてください。

　次回は、９月・10月に実施する予定です。

日にち 会場

５月16日(日) 桂北小学校 ４月30日(金) ５月６日(木 )

６月  5 日(土 ) 桂北小学校 ５月21日(金) ５月27日(木 )

６月14日(月 ) 藤野総合事務所 ５月31日(月) ６月７日(月)

７月12日(月 ) 藤野総合事務所 ６月28日(月) ７月５日 (月 )

９月26日(日) 津久井保健センター９月10日(金) ９月16日(木 )

９月30日(木)
津久井生涯学習セ
ンター ９月16日(木) ９月22日(水)

10月３日(日) 津久井保健センター９月17日(金) ９月22日(水)

11月３日(祝 ) 津久井保健センター10月20日(水) 10月27日(水)

11月11日(木 )
津久井生涯学習セ
ンター 10月28日(木) 11月４日(木)

11月28日(日) 桂北小学校 11月12日(金) 11月18日(木)

種別 対象者 費用 備考

胃がん※１ 40歳以上の人 900 円

大腸がん 40歳以上の人 500 円

肺がん
200 円 Ｘ線のみ

700 円 Ｘ線＋喀痰併用

子宮がん 20歳以上の女性 600 円

乳がん

30歳以上の女性 400 円 視触診のみ

40歳以上の女性 2,000 円
視触診＋マンモグラ
フィ併用※２

40歳以上の人

検診当日の受付時間　
　午前　男性：午前８時 30分～９時 30分
　　　　女性：午前９時 30分～ 11時
　午後　男女とも：午後 1時 30分～ 2時 30 分
　★乳がん ( 視触診＋マンモグラフィ併用）は別途指定した
　　時間になります。
その他　電話で要予約。後日受診券を送ります。
申し込み・問い合わせ　コールセンター　 1 042-770-7777

平成22年度がん集団検診のお知らせ

申込期限

マンモグラフィあり マンモグラフィなし

※１ 胃がんは午前のみ実施　
※２ マンモグラフィは２年に１回の受診になります。

ポリオ予防接種
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A：「プラスチック製のバケツや洗面器、子どものおもちゃ」（50㎝未満）は、プ
　　ラ製容器包装ではなく、商品そのものなので一般ごみの日に、透明・半透明の

　　袋に入れて出してください。　　

ごみと資源の出し方
～ワンポイントアドバイス～

パート9

問い合わせ　津久井クリーンセンター  
　1 042-784-2711

Q：「プラスチック製のバケツや洗面器、子どものおもちゃ」（50㎝未満）は、容器 
　　包装プラの日に出していいの？

再 確 認

ごみと資源の分別方法・出し方などよくある質問

※「容器包装」とは、メーカーや販売店が「商品」を入れたもの（容器）や包んだ

　もの（包装）で、「商品」が消費されたり、分離されたりした場合に不要となる

　ものです。「商品」そのものは対象になりません。

　なお、原則として 50㎝以上のプラスチック製品は、粗大ごみですので、ごみ集

積所には出せません。

　市には青少年相談センターの事業を推進するため、民生委員・児童委員や保護司等が相談員と

して委嘱を受けて活動する「青少年相談員」の制度があります。それぞれの地区に協議会が置かれ、

青少年の健全育成に関する活動を行っています。

　藤野地区協議会では、主に、７月１日に行う「社会を明るくする運動」の街頭啓発活動や、藤

野ふる里まつりでの「薬物乱用防止キャンペーン」を行っています。

　青少年相談員は毎年各地区青少年相談員の活動を発表する機会が設けられ、昨年度（平成 20

年７月 30 日）行われた「第 42 回相模原市教育研究発表大会」において藤野地区の活動状況に

ついて発表しました。

　発表時に撮影した写真を『SAGAMIHARA藤野の素顔』として、藤野地区を７ブロックに分け、

藤野の良さや変遷が分かるなど、今までにない写真集として取りまとめています。

　写真集は、藤野中央公民館１階閲覧コーナーにおき、閲覧できるようになっています。

　ご活用いただきたいと思います。

　今後とも藤野地区青少年相談員協議会の活動にご理解とご協力をお願い申し上げます。

奥牧野簡易郵便局の受託者募集
（藤野町奥牧野地区）

　郵便局株式会社などから契約した郵便局の窓口サ

ービスのうち、基本的なサービスの委託を受けた個

人や法人の方に、郵便局株式会社が指定させていた

だく地域において、自ら用意した施設でサービスを

行っていただくものです。

簡易郵便局とは

申込期限

５月 31日 ( 月 )

※申込期間中であっても、新規受託候補者が決定次

　第終了

問い合わせ

　郵便局株式会社　南関東支社企画部　

　店舗ネットワーク担当（簡易郵便局担当）

　1 045-228-2521　月～金曜日（祝日を除く）　　

　午前９時30分～午後５時30分

　地域でボランティア活動をしている人、ボランティア

を始めてみたいけど・・・と考えている人を対象にレク

リエーションの基本を踏まえたスキルアップセミナーを

開催します。

問い合わせ　藤野福祉課

　1 042-687-2159藤野地区青少年相談員協議会会長　長田米二

ぼ ら ん て ぃ あ サ ロ ン

みなさんは、青少年相談員をご存じですか

内容　きらきら輪投げを自分で作ってストレッチ

日時　３月 29日 ( 月 )　午後３時～４時 30分

会場　藤野地域包括支援センター相談室

　　　（藤野駅前創和ビル３階）

費用　無料

問い合わせ　藤野地域包括支援センター　原
はらだ

田

　1 042-686-6705

⑤

前川橋
（市道奥牧野網子）の
通行止めについて
　藤野町牧野地区奥牧野地

内に架かる前川橋について橋

りょう安全点検の結果、危険

箇所があると判断されたた

め、当分の間、通行止めとさ

せていただきます。

　皆様には、大変ご不便を

おかけ致しますが、ご理解、

ご協力をお願い致します。

問い合わせ 藤野建設課
　1 042-687-5512
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Information情 報 案 内 板

催　し

ダム流
りゅうかい

芥チップの無料配布第43回お話を聞く会子ども映画会

５月１日から　　　　　　　　　が発行されます！

内容　旧相模海軍工廠で毒ガス製造

　　に携わった日々

講師　山口千三さん（吉野在住）

　　昭和 19 年２月４日、山口さんは

　第六次徴用工員として寒川本廠に

　入廠した。待っていたのは、イペ

　リット爆弾の製造であった。その

　後、応召。敗戦時には、補助憲兵

　として厚木基地でマッカーサー司

　令官を迎えることになる・・・。

日時　３月 28日 ( 日 )

　　　午前 10時～正午

会場　藤野中央公民館　大会議室

費用　300 円（コーヒー・資料付き）、

　中学生以下無料

定員　15人

申し込み・問い合わせ　　

　藤野・図書館を

　考える会　樫
かし

　1 090-4428-1036

　相模ダム管理所では、毎年ご好評
のダムから引揚げた流木や落ち葉な
どのリサイクルチップを２種類作成
して、今年も無料で配布します。
 　粗いチップは、庭や遊歩道に敷い
て、雑草の発生やぬかるみ防止、自
然な雰囲気の演出、歩くときのクッ
ションなど色々な効果が期待できま
す。細かいチップは、たい肥をつく
るための材料として園芸や家庭菜園
などで利用できます。
　チップをご希望の方は、下記まで
お問い合わせください。
配布期間　４月12日(月)～16日(金)
　までの午前９時～午後４時まで
配布場所　相模ダム流芥置場
問い合わせ　神奈川県企業庁
　相模ダム管理所　1 042-684-3521
　　　　　　　　　5 042-684-3526

内容　「MARCO（マルコ）～母をたず

　ねて三千里～」

日時　３月 27日 ( 土 )　

　　　午後２時～ 3時 40分

会場　串川地域センター　多目的ホール

　　（津久井町青山1012）

費用　無料

対象　市内在住・在勤・在学の人

定員　120 人 ( 当日先着順）

申込方法　当日会場へ

その他　幼児・子どもは保護者同伴で

　お願いします。

問い合わせ　視聴覚ライブラリー

　  1 042-753-2401

　５月１日から、地区自治会連合会より「地域情報紙」が発行されます。

この地域情報紙は、地区自治会連合会や行政からのお知らせ、地域団体

等の皆さまから寄せられた情報などを掲載し、自治会員の皆さまへ回覧

させていただくものです。

○発行日は、毎月１日、１月のみ 15日です。

○地域団体などの皆さまからの情報を掲載することができます。

　（※掲載基準や原稿締切日などの詳細についてはお問い合わせください。）

問い合わせ

３月末までは、市自治会連合会事務局

（市役所市民協働推進課内）

1 042-769-8226

４月１日からは、藤野まちづくりセンター　

1 042-687-2117

市民相談
（市民相談員）

人権相談
（人権擁護委員）

相談名（相談員）

家族、夫婦、隣近所など日常
生活上の悩みごとやトラブル
など（電話相談可）

人権を侵されているなど、

お困りのことや心配ごと

相談日・時間

４月 21日 ( 水 )

午後１時 30分～４時

４月13日・27日の火曜日
午前９時～正午
午後１時～４時

　４月の藤野総合事務所での開

催予定です。

　お気軽にご相談ください。

※各相談は、すべて無料です。

市民相談のご案内

問い合わせ　藤野市民課
　 042-687-5514

相談内容

行政相談
（行政相談委員）

国や特殊法人などの行政に関

する苦情や意見・要望

4月６日 ( 火 )

午後１時 30分～４時

地 域 情 報 紙

藤野町地区自治会連合会からのお知らせ

お知らせ

提供：北星株式会社
粗いチップ 細かいチップ
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３月の催し情
報

休館日：火曜日
※30日 ( 火 ) は臨時開館いたします！

　平成 22年９月１日～平成 23年３月 31日ま

で、外壁工事のため宿泊はできません。テント

サイトは例年どおり４月１日～ 10月 30 日まで

ご利用できます。工房やホール、スタジオ、会

議室は通常どおりご利用できます。

内容　様々な具材を入れるカレイドスコープと

　ワンドスコープ、景色を眺めるテレイドスコ

　ープ、偏光板を入れてオーロラ色の映像を眺

　めるオーロラスコープをつくります。オーロ

　ラスコープは新メニューです。

日時　４月３日 ( 土 ) ～７月 11日 ( 日 )

対象　小学生以上（未就学児は保護者同伴）

参加費　1,000 円～ 1,300 円

受付　当日９時～正午と午後１時～３時の間で

　　　随時受付　　　

内容　・木の実やドライフラワーなど自然素材

　　　　を使ったリースやタペストリーづくり

　　　・無垢板を自由なデザインでカットして

　　　　カッティングボードづくり

日時　４月３日 ( 土 ) ～７月 11日 ( 日 )

対象　小学生以上（未就学児は保護者同伴）

参加費　700 円～ 1,000 円

受付　当日９時～正午と午後１時～３時の間で

　　　随時受付　

内容　木のおもちゃ作家「おもちゃのこまーむ」小松和人

　さんの作品のさわって遊べるコーナーを設置します。

会場　１F工房ギャラリー

日時　３月 20日 ( 土 ) ～ 26 日 ( 金 )　午前９時～午後５時

　　※３月 23日 ( 火 ) は休館

対象　幼児～小学生と親子

参加費　入場無料

申し込み　当日直接会場へ

お知らせ

春から初夏の期間限定メニュー始まります！

森のナチュラル
　　　雑貨づくり

春の特別ワークショップ 「スイーツデコ・ストラップ作り」

参加者募集中！
内容　本物そっくりのクリームや果物を使って、ショートケーキとプリン・

　ア・ラ・モードの２種類を作ります。パティシエ気分でレッツトライ！

日時　３月 27日 ( 土 )・28 日 ( 日 )

　当日午前９時～正午と午後１時～３時に随時受付

参加費　1,500 円（２種類）

対象　小学生以上（未就学児は保護者同伴）

定員　40人

申し込み　電話で芸術の家へ

万 華 鏡 づ く り

工房・春の催し特集

木 の お も ち ゃ 作 家 の さ わ っ て 遊 べ る 展 示



⑧

図書室だより

新着本 新着 CD・DVD

○てをあらおう（いしかわまさゆき）

○ブルーリボンの祈
いの

り（横
よ こ た さ き え

田早紀江）

○ちょっとの糸
いと

で可
かわ い

愛いニット小
こもの

物

　( 了
りょうかい

戒かずこ )

○身
み が

代わり（西
にしざわやすひこ

澤保彦）

★CD

○世
せかいめいさくげきじょう

界名作劇場 BEST

○また君
きみ

に恋
こい

してる ( 坂
さかもとふゆみ

本冬美 )

○マライア・ザ・バラード

　（マライア・キャリー )

★ DVD

○GOEMON

○ハリー・ポッターと謎
なぞ

の

　プリンス

○容
ようぎしゃ

疑者Xの献
けんしん

身

○ちびまる子
こ

ちゃん

■休室日　毎週月曜日
■開室時間　午前９時～午後５時
　※火曜日と金曜日は午後７時まで　
　　（祝日の場合は午後５時まで）

4月 12日 ( 月 ) ～ 19 日 ( 月 )
蔵書点検のため休室します

津久井総合事務所内の事務室移転のお知らせ

平成22年度「藤野総合事務所」の事務室・直通電話番号のお知らせ

　平成 22年度の組織改正に伴い、３月 29日に津久井総合事務所内の

一部の事務室について、次のとおり移転します。

課・機関名 移転先 電話番号（直通）

生活支援課　津久井班 本館３階 1 042-780-1407

津久井福祉課 津久井保健センター１階 1 042-780-1408

開発調整課　津久井班 第１別館２階 1 042-780-1418

津久井建設課 第１別館２階 1 042-780-1409
1 042-780-1415( 道路 )

農業委員会津久井事務所 本館３階 1 042-780-1406

課・機関名 直通電話番号

４階 ○生涯学習課藤野教育班（現在の藤野教育課） 1 042-687-5516

３階

○藤野経済観光課（現在の藤野経済環境課）

○緑土木事務所藤野土木班（現在の藤野建設課）

○相模原市社会福祉協議会藤野地域事務所

○藤野地区社会福祉協議会

1 042-687-2119

1 042-687-5512

1 042-687-3361

２階
○藤野保健福祉課
 （現在の藤野福祉課と津久井保健センター藤野担当）

1 042-687-2159（地域福祉担当）
1 042-687-5511（保健福祉相談担当）

１階

○藤野まちづくりセンター
 （現在の藤野町地域自治区事務所と藤野市民課）　

1 042-687-5514（戸籍等窓口担当）
1 042-687-2117（まちづくり・総務担当）

1 042-686-6505

　４月１日より、藤野総合事務所の電話番号につきましては、電話交換士による受信（1 042-687-2111）から担当
課（下表のとおり）が直接受ける仕組みに変更となります。皆様のご理解とご協力をお願いします。

平成22年度藤野町地区
児童育成指導員等の募集

　４月から藤野町の児童クラブで働く

①児童育成指導員②児童育成補助員を

募集します。

勤務　①週４日程度　②日数は応相談

賃金　①日額：５時間勤務＝ 4,550 円

　　　　　　　６時間勤務＝ 5,460 円

　　　②時給 830 円

募集施設　藤野町内施設　　

募集人員　若干名

　※職種により異なりますので、詳細 

　はお問い合わせください。

申込方法　公民館等にある申込書を、

　こども施設課へ郵送か直接お持ちく

　ださい。

問い合わせ　こども施設課　

　 1 042-769-9227
　〒229-8611　相模原市中央２-11-15

　電子メール　　

　kodomoshisetsu@city.sagamihara.　

　 kanagawa.jp

問い合わせ　藤野町地域自治区事務所　 1 042-687-2117

　汚れ・傷みの目立つ資料（本・雑誌・
CD・DVD・ビデオ）が返却されること
があります。（弁償の対象となる場合も
あります）
　より多くの人に永く利用していただ
くため、資料は大切にお取り扱いくだ
さい。

問い合わせ　津久井町地域自治区事務所　1 042-780-1402

〜 資料を大切に 〜

各課・機関へのお問い合わせは、直通電話をご利用ください。

藤野町の人口と世帯

　人口　 10,285 人（   -8 人）

　　男　　5,088 人（   -1 人）

　　女　　5,197 人  (   -7 人)

　世帯   3,547 世帯  ( +6 世帯）

　平成 22年２月１日現在　 　

　　（　）内は前月比

○相模原市シルバー人材センター藤野連絡所
　※開所日：月・水・金の午後 1時～ 5時
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