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G A M I H ARA

潤水都市 さがみはら 
じゅん すい と し 

 今号の主な内容 L I N E U P

政令指定都市移行記念式典を開催 

シティセールスの取り組み 2

市職員を募集 3

特定健康診査を受け　生活を振り返ろう 4

銀河連邦にタイキ共和国が加盟 5

6 なくそう！ 高齢者の消費者被害 7

スポーツでさわやかな汗を流そう 9

視聴覚ライブラリーの催し 12

　政令指定都市・相
模原の誕生を祝う
「政令指定都市移行
記念式典」が４月１４
日、グリーンホール
相模大野で開催され、
約１，１５０人が参加しま
した。 
　式典で加山市長は
「政令指定都市への移行は、ゴールではなく大いな
る未来に向けたスタートであり、市民が主役となる
まちづくりを進め、多くの人や企業から選ばれる都
市づくりを進めていきたい」と述べました。また、
県知事、県議会議長、国会議員など、来賓の方から
お祝いの言葉をいただきました。 

　お問い合わせ　広域行政課　1０４２－７６９－８２４８ 

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 
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4月1日現在（　）は前月との増減 

人 口  712,604　（31減） 
男  360,076/女  352,528　 

世 帯  299,634　（653増） 

市の人口・世帯 
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広報 広報 

　小原宿は、甲州街道にある、江戸から数えて９番目の宿
場で、江戸時代には一般の旅人のほか、富士講や身延講の
旅人も多く利用し、小仏峠を控えた重要な宿場町として栄
えました。
　本陣は、江戸時代に参勤交代の大名行列が、江戸と領国
の間を往復する際、大名が宿泊した宿で、小原宿本陣は、
信州の高島藩や高遠藩、飯田藩の大名などが利用しました。
　また、東海道と甲州街道合わせて、神奈川県内に２６軒あった本陣のうち、現存しているの
はここだけで、築２００年程度経過している建造物は、県の重要文化財に指定されているほか、
「かながわの建築物１００選」に選ばれています。

小原宿本陣小原宿本陣

お問い合わせ　相模湖経済観光課　1０４２－６８４－３２４０
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＝コース 

　奈良時代に行基菩薩が小
さな仏を安置したことから
「小仏」と呼ぶようになっ
たといわれている。 
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江戸時代に整備された五街道の一つ甲州街道。この内、

かながわのまちなみ１００選に選ばれている小原宿本陣周辺

のまちなみや、新緑が鮮やかに彩るやまなみが楽しめる、

相模湖駅と小仏峠を結ぶコースを紹介します。

かつて多くの旅人たちが行き交い、大名行列も練り歩

いた時代に思いを馳せながら、相模原の歴史と自然を楽

しみ、古道を巡る小さな旅に出掛けてみませんか。

江戸時代に整備された五街道の一つ甲州街道。この内、

かながわのまちなみ１００選に選ばれている小原宿本陣周辺

のまちなみや、新緑が鮮やかに彩るやまなみが楽しめる、

相模湖駅と小仏峠を結ぶコースを紹介します。

かつて多くの旅人たちが行き交い、大名行列も練り歩

いた時代に思いを馳せながら、相模原の歴史と自然を楽

しみ、古道を巡る小さな旅に出掛けてみませんか。
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お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

お問い合わせ
市民税課　1０４２－７６９－８２２１平平成成2222年年度度 市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正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つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ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てててててててててててててててててててててててててててててててて
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７０万市民の力で次（ＮＥＸＴ）のステージへ
新しいシティセールスブック・ポスターを制作

　政令指定都市移行に伴い、
市の魅力を市内外へ広くＰＲ
するシティセールスブックと
ポスター「ＮＥＸＴ ＳＡＧＡ 
ＭＩＨＡＲＡ ７０００００．power」
を制作しました。
　市街地再開発事業等による
まちの将来像から、産業、イ
ベント情報まで、各分野で活
躍する市民とともに紹介しています。
　シティセールスブックの表紙とポスターのデザインは、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。
　シティセールスブックは市内外で行われるイベント会場や、次の場所な
どで配布しています。ポスターは市内の公共施設をはじめ、市内外の鉄道
駅などで掲出しています。

シティセールスブック配布場所
　広聴広報課、各まちづくりセンター・出張所など

　２２年１０月１日から、表のとおり引き上げます。たばこに係る税金には、「市
たばこ税」のほか、県税である「県たばこ税」と国税である「たばこ税」及び
「たばこ特別税」があります。今回の税制改正で「県たばこ税」と「たばこ税」
の税率も引き上げとなり、標準的なたばこ（１箱２０本入り、小売価格３００円）
の場合で１箱１００円程度の価格上昇が見込まれます。

市たばこ税 税率の引き上げ

改正後改正前市たばこ税

４，６１８円３，２９８円
１，０００本につき

旧３級品以外の
製造たばこ

２，１９０円１，５６４円旧３級品の
製造たばこ

市たばこ税とは
　市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が小売販売業者に
売り渡したときにかかる税金です。
　市たばこ税を納める納税義務者は、卸売販売業者等ですが、たばこ
の価格には市たばこ税が含まれているので、実際に市たばこ税を負担
するのは、たばこの購入者です。
（市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となり
ます。）

　２２年度の税制改正に伴う市税の主な改正点は次のとおりです。

内　容
○１６歳未満の扶養親族の扶養控除（３３万円）が廃止されます。
○１６歳以上１９歳未満の特定扶養親族の扶養控除の上乗せ部分（１２万円）が
廃止され、扶養控除の額が３３万円になります。

備　考
扶養控除の額

扶養親族の年齢
改正前改正後

子ども手当の対象３３万円
（３８万円）廃止１６歳未満　　　　

高校授業料無償化の対象４５万円
（６３万円）

３３万円
（３８万円）１６歳以上１９歳未満

変更なし

４５万円
（６３万円）１９歳以上２３歳未満

３３万円
（３８万円）２３歳以上７０歳未満

３８万円
（４８万円）７０歳以上　　　　

※（　）内は所得税の扶養控除の額で、平成２３年分から適用

個人住民税 扶養控除の見直し〈平成２４年度分から適用〉

扶養控除とは
　納税者の事情を考慮して設けられた制度の一つで、生計をともにす
る前年中の所得が３８万円以下の親族がいる場合などに対象になります。
　対象になる場合、所得金額の合計額から、扶養控除の額の合計額を
差し引いた額に、住民税の税率を掛け、税額を算出します。
※控除には、ほかにも種類があります。詳しくはお問い合わせください。

市税（国民健康保険税を除く）の市税（国民健康保険税を除く）の

休休日日・・夜夜間間納納税税相相談談窓窓口口ののごご利利用用をを
　平日や日中に、納税相談や納税ができない人のために、休日・夜間納税
相談窓口を開設します。電話相談もできます。

※午後６時以降に来庁する場合は、市役所本館裏玄関の守衛室に申し出て
入館してください。

相談・
お問い合わせ会　場夜　間休　日

1０４２－７６９－８３００
納税課※
（市役所第２別館
２階）

５月１３日（木）
　　１８日（火）
６月８日（火）
　　１５日（火）
午後５時３０分
　～７時　　

５月９日（日）
　　１６日（日）

午前９時　　
　～午後４時

日時

1０４２－７４９－２１６３
南市税事務所　
（市南区合同庁舎
３階）

1０４２－７７５－８８０８

緑市税事務所
（シティ・プラザ
はしもと内）

緑市税事務所
津久井税務班
（津久井総合事務
所１階）

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）＝各２人（選考）

申し込み　地域福祉課か各行政資料コーナー・まちづくりセンター・出張
所・公民館にある応募用紙（市ホームページからダウンロード可）
と、応募の動機（８００字程度）を、直接か郵送、ファクス、Ｅメール
で５月１９日までに、地域福祉課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－
１５　1０４２－７６９－９２２２　6０４２－７５９－４３９５　Ｅメール chiikifukushi-２

　　　@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

申込期限
（必着）任　期内　容委員名

５月１９日委嘱の日～平成２４
年３月３１日

第２期相模原市地域福
祉計画の実施状況の把
握と検証、評価など

地域福祉計画
推進会議

人権施策推進指針の進
行管理や人権意識の普
及・啓発の推進など

さがみはら人権
施策推進協議会

協協議議会会ななどどのの委委員員をを募募集集

　　　　　　　 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若く活気にあふれ、「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。

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
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お問い合わせ
教職員課　1０４２－７６９－８２７９

受験資格職務内容採用予定人数試験区分

昭和５５年４月２日～平成元年４月１日に生ま
れた人一般行政事務８０人程度行政

（大学卒業程度）

昭和５５年４月２日～平成元年４月１日に生ま
れ、社会福祉主事の任用資格〈注〉があるか、
平成２３年３月までに取得見込みの人

生活支援などの社会福祉
業務・心理判定の業務等１０人程度社会福祉

（大学卒業程度）

昭和５０年４月２日～平成元年４月１日に生ま
れ、土木の専門課程をすでに修了しているか、
平成２３年３月までに修了見込みの人

土木に関する専門業務等１０人程度土木
（大学卒業程度）

昭和５０年４月２日～平成元年４月１日に生ま
れ、建築の専門課程をすでに修了しているか、
平成２３年３月までに修了見込みの人

建築に関する専門業務等１０人程度建築
（大学卒業程度）

昭和５０年４月２日以降に生まれ、保健師免許
があるか、平成２２年度に行われる保健師国家
試験により免許取得見込みの人

保健指導・相談業務等５人程度保健師

昭和５０年４月２日以降に生まれ、獣医師免許
があるか、平成２２年度に行われる獣医師国家
試験により免許取得見込みの人

狂犬病予防、環境衛生・
食品衛生監視、動物愛護
業務等

若干名獣医師

昭和５９年４月２日～平成元年４月１日に生ま
れ、赤色・青色・黄色の色彩の識別ができる
人

消防業務２０人程度消防
（大学卒業程度）

昭和５５年４月２日～平成元年４月１日に生ま
れた人

市立小・中学校等の学校
事務等７人程度学校事務

（大学卒業程度）

市市職職員員をを募募集集

万一の事故でも安心！万一の事故でも安心！

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民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サササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償償制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度
　ボランティア活動中の、万一の事故に備えた補償制度です。市が一括して保険に加入し
ているので、保険料の個人負担や、事前の登録手続き（活動に同行させる未就学児を除く）
は必要ありません。

〈注〉社会福祉主事の任用資格を有するには、次のいずれかに該当すること
（１）社会福祉法により、学校教育法に基づく大学（短期大学を含む）で、厚生労働大臣の指定する

科目（３科目以上）を履修し卒業すること
（２）社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関か講習会の課程を修了すること
（３）社会福祉士か精神保健福祉士

※採用は、原則、平成２３年４月１日以降です。既卒者等については、２２年１０月１日以降に採用される
場合もあります。
※詳しくは、人事委員会事務局、各区役所総務課・まちづくりセンター・出張所・連絡所などにある
受験案内をご覧ください。
申し込み　受験案内に付いている申込書と受験票・写真票（市ホームページの 相模原市職員募集 か

らダウンロード可）を郵送で、５月２４日（消印有効）までに人事委員会事務局へ
※電子申請の場合は、５月６日～２０日に申請してください。

第１次試験　６月２７日（日）　麻布大学

お問い合わせ　人事委員会事務局　1０４２－７６９－８３２０

※希望者は直接会場へ

定員（先着順）会　場時　間日にち

１００人ウェルネス
さがみはら

午前１０時～　
　　１１時３０分

５月１５日（土）
　９０人大野南公民館午後２時～　

　　３時３０分

１００人 杜 のホールはしもと
もり

多目的室
午前１０時～　
　　１１時３０分２２日（土）

ごみ・資源集積場所用ごみ・資源集積場所用
看板を配布看板を配布

新規転入者向け

ごみと資源のごみと資源の
分け方・出し方講座分け方・出し方講座 

お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８２４５

作戦作戦
２２

相模原ごみＤＥ７１大作戦 実施中
で な い

募集人数　小学校１００人程度、中学校６０人程度
受験資格　受験する校種等の教員免許状がある

か、平成２３年３月までに取得見込みの人
（ほかに要件あり）

※詳しくは、市ホームページの 相模原市職員
募集 か、教職員課、各区役所総務課などに
ある「平成２２年度実施　神奈川県・相模原市
公立学校教員採用候補者選考試験実施要項」
をご覧ください。

申し込み　市ホームページの 相模原市職員募集 
から、５月６日～２１日に県教育委員会へ

※原則、インターネットからの申し込みですが、
郵送も可。同試験実施要項を確認し、申込書
と必要書類を５月６日～２１日（消印有効）に
県教育委員会へ

採用試験に向けた志願者説明会（市内）

日　時　５月７日（金）午後７時～８時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと　

もり

定　員　５００人（申込順）
申し込み　市ホームページの 相模原市職員募集

から、県教育委員会へ
※選考試験は県教育委員会と共同で行います。
申込先はすべて県教育委員会です。

※相模原市立小・中学校で勤務を希望する人は、
第２次試験合格後の「名簿登載者説明会」で
勤務地の希望を聞きますので、その際に「相
模原市希望」と伝えてください。希望通りに
なれば相模原市に配属されます。

対象となる人
　市内に活動の拠点を置き、無償（実費弁償程
度の場合を含む）で自発的・継続的・計画的に
公益性のあるボランティア活動をしている人
や、事情により活動に同行させる未就学児など
※未就学児は各ボランティア団体に名簿登録
のうえ、市への登録手続きが必要

対象となるボランティア活動
　社会福祉、社会奉仕、社会教育、青少年育成、
地域活動など（事業計画・活動記録・活動者名
簿等が必要）

対象となる事故
　活動中の損害賠償責任事故・傷害事故・特定
疾病事故（熱中症、日射病、急性心疾患・急性
脳疾患など）
※慢性疾患などは除く

事故が発生したとき
　市民協働推進課へすぐに連絡してください。
※連絡が遅れると適用できなくなる場合があります。

※詳しくは、市ホームページの 市政情報 → 市政への参加・連携 → パートナーシップ
 → 市民活動サポート補償制度 にある「市民活動サポート補償制度の手引き」をご覧く
ださい。

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－８２２６

ああななたたのの力力をを
明明日日のの相相模模原原市市にに

第１次試験　７月１１日（日）

作戦作戦
１１

　自治会等を通じて各地域に配布しま
した。また、資源循環推進課、麻溝台・
橋本台環境事業所、津久井クリーンセ
ンターでも配布しています。

　今まで住んでいた自治体とは、ごみや資源の出し方が異な
るかもしれません。この講座で正しい出し方を確認しましょう。
　転入者だけでなく、ごみの出し方などがよくわからないと
いう人もぜひ参加してください。

市市立立小小・・中中学学校校のの

教教員員をを募募集集

事故の区分と補償
　５月１日から、対象となる事故と補
償金額が一部変更になりました。

補償金額区　　分
最高　　　　
１人１億円　
１事故５億円

身体
損害賠償
責任事故

最高
１事故１，０００万円財物

５００万円死亡

傷害事故
日額３，０００円
（１８０日限度）入院

日額２，０００円
（９０日限度）通院

３００万円死亡

特定疾病
事故

日額３，０００円
（１８０日限度）入院

日額２，０００円
（９０日限度）通院
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メタボを予防して自分らしい生活！メタボを予防して自分らしい生活！
〈メタボ脱出事例 Kさん（〈メタボ脱出事例　Kさん（６２６２歳男性）の場合〉歳男性）の場合〉　

　特定保健指導がきっかけで、自分の健康や生活を再確認できたＫ
さん。
　現在も予防のための習慣を続け、毎日元気にお店を切り盛りし、
農作業やボランティアでも活躍しています。

特定保健指導の対象でなくても…

近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近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保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保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セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等ででででででででででででででででででででででででででででででででで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メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボ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！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 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行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっててててててててててててててててててててててててててててててててて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ままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定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診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査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受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ 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振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振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返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返返ろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろ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
～～ささががみみははらら脱脱メメタタボボリリッッククシシンンドドロローームム大大作作戦戦～～

まずはメタボについて知りたい人まずはメタボについて知りたい人（生活習慣病予防講演会）（生活習慣病予防講演会）

ずばりわかるメタボリック！ずばりわかるメタボリック！
　医師や栄養士がメタボについてお話します。身体計測や展示から自分のメ
タボチェックと情報収集ができます。６月・７月・８月に開催する予定です。

自自分の生活チェック、メタボ予防をすぐ実践したい人分の生活チェック、メタボ予防をすぐ実践したい人（生活習慣病予防教室（生活習慣病予防教室））

体験！発見！すぐ実践！明日を変えるプロジェクト〈全２回〉体験！発見！すぐ実践！明日を変えるプロジェクト〈全２回〉
　働き盛り、育児中、更年期前後の世代別に、食事や運動を振り返る教室で
す。ライフコーダを身に付けて生活活動量を測定します。

運動から始めたい人運動から始めたい人　

健康増進事業健康増進事業（（一部有料一部有料））
　ダンベルや踏み台などを使った筋力トレーニングや
有酸素運動の体験教室、無理なくできるプログラムの
作成、実践のコースがあります（夜間もあり）。
※プログラム作成は、健診の結果で肥満や検査値の軽度異常が
あった人が対象です。

教室に参教室に参加加
できない人は…できない人は…
　各保健センタ
ーの健康相談
や、電話でも相
談ができます。

平成２０年　特定健康診査の結果＝積極的支援
　　　　　※血圧・LDLコレステロール・HbA１cの軽度異常
　　３月３月　特定保健指導「脱メタボ教室」に参加
　　　　　健康目標を決め、毎日体重測定・達成度をチェック
　　　　　○毎日スクワット３０回・腹筋１０回を

　仕事の合間に行う
　　　　　○朝のごはんを１．５杯から１杯へ
　　　　　○みそ汁を２杯から１杯へ
　　　　　○ 焼酎 

しょうちゅう

を４杯から３杯にして、 休肝 
きゅうかん

　日を週１回設ける
　　２１２１年年　特定健康診査の結果＝情報提供
　　　　　※血圧・LDLコレステロール・HbA１cすべて改善　
　　　　　○食事制限・運動　苦にならず実行継続中
　　　　　○ダンベルや縄跳びも取り入れる

次の年の健診健診時
６２．９７０．３体重（㎏）
７７９０腹囲（㎝）

２０年特定保健指導に参加した人の感想

�教室の案内が届いて、しぶしぶ参加したが、生活改善に取り組むき
っかけになった。
�教室で決めた目標は「こんな簡単なことで本当に減らせるの？」と半
信半疑だったが２週間で効果が出てきたので、さらにやる気になった。

�健診の結果のためだけでなく、これからも
この健康目標を実践して、元気に好きなこ
とを続けていこうと思う。

�このまま体重が増え続けていたら、どうな
っていたかと思う。参加してよかった。

社会保険など後期高齢者医療制度国民健康保険加入保険

特定健康診査後期高齢者健康診査特定健康診査名　称

４０～７４歳の人７５歳以上の人か、一定の
障害がある６５歳以上の人４０～７４歳の人対　象

費用や健診項目など詳
しくは、加入している
医療保険者にお問い合
わせください。

無　料

１，０００円
（非課税世帯は申請に
より免除あり、７０歳以
上の人は無料）

費　用

受診券を持っていない人はコールセンター
（1０４２－７７０－７７７７）へ受診券

特定健康診査を受診しましょう特定健康診査を受診しましょう

お問い合わせ
　国民健康保険に関すること　　　　国民健康保険課　1０４２－７６９－８２３５
　後期高齢者医療制度に関すること　地 域 医 療 課　1０４２－７６９－８２３１

メタボ予防のカギはメタボ予防のカギは
早めの対策早めの対策

特定保健指導の流れ

K さんが特別な訳ではありません！
２０年度に特定保健指導に参加した人の変化
　体重の平均　－１．２㎏　　　腹囲の平均　－１．８㎝
　多くの人に効果が見られています。

お問い合わせ
健康企画課

1０４２－７６９－８３２２

　市では、平成２０年度からメタボリックシンドローム（以下メタボ）の改善に重点をおいた「特定健康
診査」と、その健診の結果に応じて生活習慣の見直しをサポートする「特定保健指導」を行っています。
　「わたしはどこも悪くないから、健診を受けなくても大丈夫」と思っていませんか？ メタボは自覚
症状が無く、知らないうちに動脈硬化が進行していきます。早い段階で生活習慣の見直しをすれば進行
を食い止めることができます。年に１回は健診を受けて自分自身の健康状態を確認しましょう。　

特
定
健
康
診
査

※ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

－－７７㎏㎏
－－１１３３㎝㎝

※各教室などの日程は、本紙や市ホームページでお知らせします。　

特定保健指導の
お知らせを通知

健診を受けるだけではもったい

ない！  受けた後が大切

　２０年度、特定健康診査を受診した
人のうち男性の２人に１人、女性の
５人に１人が腹囲の基準に該当して
いました。

※国民健康保険加入者を対象にした特定保健指導の
流れです。それ以外の人は、各医療保険者にお問
い合わせください。

半年後

効果測定

生活改善を実行

積極的支援の人は
保健師・栄養士が
継続的にサポート

どちらかを
選択し、生
活改善目標
を設定

教室

個別
相談

情報提供
（①～④に該当し
なかった人）
医療機関から説明

特定健康診査の結果

①～④の該当数に応じて
支援の内容が決定　　　

ＡかＢいずれかに
該当

①脂質異常（中性脂肪１５０
㎎／dl以上かHDLコレ
ステロール４０㎎／dl未
満）

②高血圧（収縮期１３０㎜ 
Hg以上か拡張期８５㎜ 
Hg以上）

③高血糖（空腹時血糖値
１００㎎／dl以上かHbA１
c５．２％以上）
④喫煙歴（①～③のいず
れかに該当した場合は、
基準に加える）

腹囲

男性８５㎝以上
女性９０㎝以上

Ａ

ＢＭＩ（※）
２５以上の人Ｂ

動機づけ支援
（メタボのリスク
が出始めた人）

積極的支援
（メタボのリスク
が重なりだした人）

次次のの年年のの同同健健診診でで健健康康状状態態をを確確認認
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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。

サク共和国 

（長野県佐久市） 

サガミハラ共和国 

（神奈川県相模原市） ウチノウラキモツキ共和国 

（鹿児島県肝付町） 

ノシロ共和国 

（秋田県能代市） 

サンリクオオフナト共和国 

（岩手県大船渡市） 

発足の趣旨など
　銀河連邦は、昭和６２年（１９８７年）１１月
８日に、宇宙航空研究開発機構（以下
ＪＡＸＡ）の宇宙科学研究施設がある本
市など４市１町が、大統領、副大統領な
どをおき、「サガミハラ」など片仮名に
した自治体名に共和国をつけ、ユーモア
とパロディの精神で連邦国家を組織した
ことが始まりです。
　各共和国が手を取り合い、さまざまな
交流事業などを通じて、相互の理解と親
善を深めることで、宇宙平和の一翼を担
い、人々の笑顔あふれるユートピアの創
造をめざしています。

データ
位　置　北海道の東部、十勝支庁の南部
人　口　６，０８１人
面　積　８１６．３８㎞２

研究施設　ＪＡＸＡ連携協力拠点大樹航空宇宙実験場
　１，０００ｍの滑走路がある大樹町多目的航空公園
では、最先端の航空宇宙関連の研究開発実験が多
数行われており、未来の『宇宙の玄関』をめざし
ています。

特産品
　盛んな酪農や水揚げされる海産
物を活用した製品
○牛乳やチーズなどの乳製品
○新巻鮭、イクラ、 飯  鮨 

いい ずし

○シシャモの天日干しなど

今後の交流など
　特産品の販売会や、子どもの留学交流などが、他の共和国との間で進められる予定です。

お問い合わせ　渉外課　1０４２－７６９－８２０７

新新新新新新新新新新新新新新新加加加加加加加加加加加加加加加盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟盟しししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたタタタタタタタタタタタタタタタイイイイイイイイイイイイイイイキキキキキキキキキキキキキキキ共共共共共共共共共共共共共共共和和和和和和和和和和和和和和和国国国国国国国国国国国国国国国

　４月から、銀河連邦に、北海道大樹町「タイキ
共和国」が加盟しました。
　今回の加盟は、サンリクオオフナト共和国（岩
手県大船渡市）にあったＪＡＸＡの三陸大気球観
測所が大樹町に移転したことが、きっかけになり
ました。

銀河連邦とは

銀河連邦（サク共和国）交流事業

りりんご樹（サンふじ）んご樹（サンふじ）
オーナー募集オーナー募集

収穫時期　１１月上旬～中旬
※収穫に行けない人には、宅配便で届けます。
価格・収穫の目安　１本２万円
　　　　　　　　　（１５０玉は最低保証）
受入可能本数　５００本程度（申込順）
申し込み　電話か、ファクス

に住所、氏名、電話番
号、希望する本数を書
いて、佐久市臼田支所
経済建設課（1０２６７－
８２－３１１３　6０２６７－８２
－３１１６）へ

発見しよう！ 
まちの中の小さな自然

自然観察会
　自然観察指導員と環境情報センター

のまわりの自然を観察します。

日にち　５月１９日（水）〈荒天中止〉

時　間　午前９時３０分～１１時３０分

会　場　環境情報センター周辺

持ち物　ルーペ等観察に必要な道具

（貸出有）

※希望者は直接環境情報センターへ

お問い合わせ
環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８

各共和国の特徴など

★
★

★★★
★

宇宙への夢とロマンが結ぶ交流のきずな宇宙への夢とロマンが結ぶ交流のきずな

銀河連邦にタイキ共和国（北海道大樹町）が加盟

交流事業
　子どもたちの留学交流事業をはじめ、スポーツ交流や経
済交流、銀河連邦サミット・フォーラムの開催などを通じ
て友好を深め、相互の発展と宇宙への夢とロマンを 育 むこ

はぐく

とを目的としています。

★ ノシロ共和国 ★
（秋田県能代市）

　海岸沿いに連なる７００万本もの黒松林「風
の松原」、世界自然遺産の白神山地など豊
かな自然があります。ミョウガ、ネギ、梨
などが特産品です。

伝
統
工
芸
品
づ
く
り

★ サンリクオオフナト共和国 ★
（岩手県大船渡市）

　リアス式海岸の美しく雄大な大自然に恵
まれたまちです。三陸の海を代表するサン
マやホタテ、カキ、ワカメなどが特産品で
す。

サ
ン
マ
の
水
揚
げ

★ ウチノウラキモツキ共和国 ★
（鹿児島県肝付町）

　温暖多雨な気候で、亜熱帯の植物なども
見られます。特産品は、塩干物、さつまあ
げ、ポンカン、タンカン、黒牛、黒豚など
があります。

タ
ン
カ
ン

★ サク共和国 ★
（長野県佐久市）

　清流千曲川が流れ、高級米の五郎兵衛米
を生み出す豊穣な田園地帯があります。木
材製品、リンゴ、プルーン、桃などが特産
品です。

リ
ン
ゴ
狩
り

自然散策会と体験教室

自然観察ウオッチング
　自然に親しみながら、散策やマイ 箸 づくりの

はし

体験をします。
日にち　５月２９日（土）
時　間　午前９時３０分～午後２時３０分
会　場　藤野駅周辺
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　２０人（申込順）
申し込み　５月６日から

電話で相模原の環
境をよくする会事
務局（環境政策課
内　1０４２－７６９－
８２４０）へ
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守ろうよ、みんなを 
　　～なくそう！ 高齢者の消費者被害～ 
守ろうよ、みんなを 
　　～なくそう！ 高齢者の消費者被害～ 
守ろうよ、みんなを 
　　～なくそう！ 高齢者の消費者被害～ 

５月は 
消費者月間 
５月は 
消費者月間 

　現在、高齢者から訪問販売等に関する相談や、被害の情報が全国の

消費生活センターに数多く寄せられています。自宅にいることが多い

高齢者は、訪問販売や電話勧誘販売などを受ける機会が多く、被害に

あうケースも増えています。市では、５月の消費者月間を機に、高齢

者をはじめ市民の皆さんが被害にあわないために、手口や対処の方法、

相談窓口などを紹介します。

点検商法点検商法
　「点検に来た」と言って訪問し、「水
質に問題がある」「布団にダニがいる」
など事実と異なることを言って商品やサ
ービスを販売する。

利殖商法利殖商法
　「値上がり確実」「必ずもうかる」な
ど、利殖になることを強調して投資や出
資を勧誘する。中には詐欺まがいのもの
もある。

当選商法当選商法
　「当選した」「景品が当たった」など
と特別な優位性を強調して消費者に近づ
き、商品やサービスを販売する。

無料商法無料商法
　無料サービス・招待・体験など「無料」
であることを強調して勧誘し、最終的に
商品やサービスを購入させる。

次々販売次々販売
　同じ商品や異なる複数の商品、複数の
業者が次々に契約させる。

ＳＦ（催眠ＳＦ（催眠）商法）商法
　閉め切った会場内で、日用品などをた
だ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、
最終的に高額な商品を契約させる。

送りつけ商法送りつけ商法
　注文していないのに一方的に商品を送
り付け、代金を請求する商法。

かたり商法かたり商法
　販売業者が「有名企業や公的機関の職
員・関係者」であるかのように思わせて
商品やサービスを契約させる。

困困っったたととききはは、、ままずず

消消費費生生活活セセンンタターーへへ

講師派遣制度のお知らせ講師派遣制度のお知らせ
　消費者被害の未然防止や、自立した消費者への学習支援のため
消費生活相談員を講師として派遣します。
申し込み　電話で北消費生活センター（1０４２－７７５－１７７９）へ

被害にあわないために
販売手口と対処方法を知ろう！

相 談 日 時
月～金曜日　午前９時～正午、午後１時～４時

相 談 窓 口
北消費生活センター　　　1０４２－７７５－１７７０
相模原消費生活センター　1０４２－７７６－２５１１
南消費生活センター　　　1０４２－７４９－２１７５

※北消費生活センターは、土・日曜日、祝日も相談できます。

　近年、消費者を取り巻く社会経済環境は、大きく変化し、
消費者と事業者のトラブルの内容も多様化・巧妙化してい
ます。
　市では、消費者（市民）が将来にわたり安全で安心でき
る消費生活を確保するため、本年４月から消費生活条例を
スタートし、悪質な事業者への調査・指導等に取り組んで
います。この条例では、消費生活審議会を設置し、消費生
活に関する重要事項について調査審議するほか、施策を総
合的、計画的に推進するため「消費生活基本計画」を策定
します。

消消費生活条例がスタート費生活条例がスタート
条例の主な内容

○商品やサービスによって生命や身体、財産が侵されない
○適正な表示等により自主的、合理的な選択の機会が確保
される
○不適正な取引行為により被害を受けない
○消費者被害から救済される
○必要な情報が速やかに提供される
○消費者教育を受ける
○多重債務問題から救済される
○消費者の意見が市の施策に反映される

振り込め詐欺が頻発振り込め詐欺が頻発
　昨年から急増した振り込め詐欺が、依然として市内で頻発して
います。
「電話番号が変わった」、「お金を振り込んで欲しい」

「通帳とキャッシュカードを確認したい」
　このような電話があったときは、振り込め詐欺の恐れがありま
すので、最寄りの警察署に連絡してください。

相模原警察署　1０４２－７５４－０１１０
相模原南警察署　1０４２－７４９－０１１０
相模原北警察署　1０４２－７００－０１１０
津久井警察署　1０４２－７８０－０１１０

お問い合わせ　生活安全課
〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５
1０４２－７６９－８２２９　6０４２－７５７－２９４１

Ｅメール seikatsuanzen@city.sagamihara.kanagawa.jp

相談内容と件数（２１年度）
件数相談内容
７６６アダルトサイト、出会い系サイトなど
６３９多重債務など
３２２賃貸アパート等の敷金返還や原状回復など
１８０リフォーム、建物の請負工事など
１２４架空請求等に関すること

消消消消消消消消消消消消消消消費費費費費費費費費費費費費費費生生生生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活活活活相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談員員員員員員員員員員員員員員員にににににににににににににににおおおおおおおおおおおおおおお話話話話話話話話話話話話話話話ををををををををををををををを聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞聞ききききききききききききききき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たたたたたたたたたたたたたたた
●高齢者からの相談が増加
　消費生活センターでは、消費生活相談員が電話や面接により消
費生活に関する相談を受けています。相談件数は、減少傾向にあ
りますが、内容は複雑・深刻化し、高齢者からの相談が増加する
傾向にあります。

●お気軽に相談を
　被害にあわないためには、無料を強調するものなど、うまい話に
は用心し、自分で契約の内容を確認する意識を持つことが大切です。
　セールスを受けたときや、契約に納得できないときは、早く家
族や友人などに相談するか、だれもいなければセンターへ相談し
てください。時間が経過していても対応できる場合があります。
センターの相談は無料で、名前を言わなくても大丈夫ですので、
気軽に相談してください。

●よく考えて契約を
　相談内容は、よく考え
ないで事業者と契約をし
たので、契約をやめたい
というものが多くなって
います。センターでは、
契約の内容や勧誘方法に
問題がなかったかなどを
聞きながら、契約トラブ
ルに関する助言や、必要
に応じて事業者に連絡を
して解決へのお手伝いを
しています。

０ 

５ 

１０ 

１５ 

２０ 

２５ 

３０ 

平成１８ 

（％） 

（年度） １９ ２０ ２１ 

２０.７ 

２３.９ 

１６.２ 
１４.６ 
１２.８ 

４.７ 

２０.４ 

２１.８ 

１６.４ 

１２.８ 

４.７ 

１６ 

２２.４ 

２０.２ 

１７.４ 

１３.６ 
１２.５ 

２.９ 

１８.５ 

１６.８ 

１１.８ 

１１.６ 

３.３ 

２０.７ 

２３.９ 

１６.２ 
１４.６ 
１２.８ 

４.７ 

２０.４ 

２１.８ 

１６.４ 

１２.８ 

４.７ 

１６ 

２２.４ 

２０.２ 

１７.４ 

１３.６ 
１２.５ 

２.９ 

２６.０ 

１８.６ 

１６.７ 

１１.５ 

１１.４ 

３.４ 

２０歳未満 

２０歳代　 

３０歳代　 

４０歳代　 

５０歳代　 

６０歳以上 

年代別相談割合の推移

平成１６ 

（件） 

（年度） １７ １８ １９ ２０ ２１ ０ 
２,０００ 
４,０００ 
６,０００ 
８,０００ 
１０,０００ 
１２,０００ 
１４,０００ １２,９６８ 

７,５４９ ７,０４９ ６,８０４ ６,６０７ 

１２,９６８ 

７,５４９ ７,０４９ ６,８０４ ６,６０７ ５,９７０ ５,９７０ 

相談件数の推移

当
選 当選 

しました 無料 無料 

もうかりますよ！ 
今がチャンス！ 

○いらないときは、はっきり断る

○買う前に家族や友人に相談する

○契約書は、内容をよく確かめる

No!No!

○押印、サインは慎重に！
　口約束にも注意する
○お金はすぐに支払わない
○うまい話に安易にのらない

セールスなどにあったときは、
どうしたらいいの

注意が必要な注意が必要な８８つの手口つの手口

募　　集

市市消費生活審議会の委員消費生活審議会の委員
任　期　委嘱の日～２年間（会議は年４回程度）
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）

市市消費生活基本計画検討委員消費生活基本計画検討委員
任　期　６月～平成２３年３月（会議は年４回程度）
対　象　市内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会

などの委員、職員、議員を除く）＝２人（選考）
◇　　　◇

申し込み　生活安全課、各消費生活センター・行政
資料コーナー・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）を直接か郵送、ファクス、Ｅメールで
５月２０日（必着）までに生活安全課へ

訪問販売お断り訪問販売お断り
シールを配布シールを配布

配布場所　生活安全課、各
消費生活センター・
まちづくりセンタ
ー・公民館

※自治会、団体等で必要な
場合は、生活安全課へ

消費者月間事業消費者月間事業

もっと知りたい！もっと食べたい！もっと知りたい！もっと食べたい！
－さがみはらの地産地消を考える－－さがみはらの地産地消を考える－

　津久井在来大豆の普及活動などの講演と発表をします。
日　時　５月１５日（土）午後１時３０分～３時３０分
会　場　ソレイユさがみ
発表者　県立相原高校の皆さん、市内の生産者
定　員　１００人（申込順）　申し込み　電話で生活安全課へ
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１障害者スポーツ講座

会　場　①②③けやき体育館、④⑤さがみはらグリーンプール
対　象　市内在住か在勤・在学の①精神障害者、②③⑤身体障害児・者、④知的

障害児・者、ボランティア＝各多数

２障害者ふれあい文化講座
～お菓子作り（洋菓子）～

日　時　５月２０日（木）午後６時３０分～８時３０分
会　場　けやき体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の知的障害児・者

＝１５人（申込順）、ボランティア多数

３障害児・者バスレクリエーション
～さくらんぼ狩り（山梨県）～

日　時　６月１３日（日）午前８時～午後５時
対　象　市内在住か在勤・在学の障害児・者と

その付き添いの人＝２０組４０人（抽選）
費　用　１組６，１２０円

申込
期限

定　員
（①②③⑤は申
込順、④は抽選）

時　間日にち種　目

５月１２日３０人午前１０時～正午
５月１２日、７月１４日、
９月８日、１０月１３日
の水曜日

①ソフトバレーボ
ール〈全４回〉

５月２０日２０人午後６時３０分
～８時３０分

５月２１日、６月４日・
１１日の金曜日

②フライングディ
スク〈全３回〉

５月１５日

２０人午後６時３０分　
～８時３０分

５月１５日～５月２９日
の毎週土曜日③卓球〈全３回〉

２０人午前１１時３０分
～午後１時３０分

６月５日～６月２６日
の毎週土曜日④水泳〈全４回〉

３０人午後６時３０分
～８時３０分

６月９日～６月３０日
の毎週水曜日⑤水泳〈全４回〉

申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、講座名を書いて、１各申込期限まで、２５月１７日まで、３５月１５
日までに、けやき体育館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民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学学学学学学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
日　時　５月２９日（土）午後２時～３時３０分
会　場　市民会館
テーマ　２１世紀における日本の課題
講　師　諸星　裕さん（桜美林大学大学院教授）
対　象　１５歳以上の人＝１，２７０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〈定員１０人（申込
順）、５月２０日までに要予約〉 諸星　裕さん

市民大学の受講には事前登録を
　市民大学は市内・近隣の大学と専門学校の協力で毎年実施していま
す。受講申し込みには、事前の登録が必要です。
申し込み　総合学習センター、各まちづくりセンター・出張所・公民

館・図書館などにある申込書を、さがまちコンソーシアム事務
局へ

※さがまちコンソーシアムホームページ（http://sagamachi.jp/）
からも登録できます。

※登録済みの人は不要です（最終受講申込後３年間有効）。
※前期（７月～９月開始の講座）分の講座内容など詳しくは、本紙６
月１日号でお知らせします。

お問い合わせ　総合学習センター　1０４２－７５６－３４４３

市民公開講座 教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育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ぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶ
やる気スイッチＯＮ！

　公立小・中学校教職員を対象にした、子どものやる気を引き出す手立て
について学ぶ研修を、市民の皆さんに公開します。
日　時　５月１９日（水）午後３時～５時
会　場　総合学習センター
対　象　市内在住か在勤・在学の高校生以上の人＝３０人（申込順）
申し込み　電話で５月１７日までに同センター（1０４２－７５６－３４４３）へ

長崎で平和の取材「親子記者」募集長崎で平和の取材「親子記者」募集
　平和祈念式典への参加や被爆遺構などの取材をします。
日にち　８月８日（日）～１１日（水）〈３泊４日〉
対　象　全国の非核宣言自治体に在住の小学生と

その保護者＝９組１８人（抽選）
※往復の交通費と宿泊代を支給
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、

学校名・学年、性別、電話番号、保護者名
（ふりがな）と平和を願うメッセージを書
いて、押印のうえ、５月１０日（消印有効）までに日本非核宣言自治
体協議会（長崎市平和推進課内　〒８５２－８１１７　長崎市平野町７－８

　　　1０９５－８４４－９９２３）へ
※同協議会ホームページ（http://www.nucfreejapan.com/）からも申
し込めます。

市民文化祭実行委員を募集市民文化祭実行委員を募集
　市民文化祭の運営などを行います。
任　期　６月～平成２３年３月
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の人（高校生を除く）＝５人程

度（選考）
申し込み　文化振興課、相模原市民ギャラリー、各公民館、市民文化財団

にある申込書を５月６日～３１日に同実行委員会事務局（文化振興課
内　1０４２－７６９－８２０２）へ

さがみはら環境まつりさがみはら環境まつり
学生ボランティア募集学生ボランティア募集

　「今日を変える  明日が変わる」をテーマに、環境に関する展示や発表
を行う同まつりで、会場設営や案内などの運営補助を行います。
〈前日準備〉６月２６日（土）午前９時～午後５時３０分
〈当　　日〉　　２７日（日）午前８時３０分～午後６時
会　場　環境情報センター、市体育館（市役所前）
対　象　市内在住か在学の高校生・大学生
申し込み　電話で５月６日～３１日に同まつり実行委員会事務局（環境政策

課内　1０４２－７６９－８２４０）へ

aAaA sSsS県障害者スポーツ大会

対　象　平成２２年４月１日現在、１３歳以上の障害者（①はぼうこうか直腸
機能障害以外の内部障害を、②は内部障害を除く）

申し込み　直接か電話、ファクス、Ｅメールで各申込期限までに障害福祉
課（1０４２－７６９－８３５５　6０４２－７５９－４３９５　Ｅメール shougai-fu 
kushi@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

申込期限会　場日にち種　目

５月２６日
県立体育センター
（藤沢市）

７月４日（日）フライング
ディスク①

６月２日
さがみはら

グリーンプール
７月１１日（日）水泳②

「働きながら資格をとる」「働きながら資格をとる」
介護雇用プログラム介護雇用プログラム

　市内の介護サービス事業所で働きながら、ホー
ムヘルパー２級の資格を無料で取得できます。
対　象　現在、失業中でハローワークに求職登録

をしているか、登録を予定している人で、
市内の介護サービス事業所への就職を希望
している人＝２０人（選考）

申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、ハローワークに求職登録をしている人は求職番号を書い
て、５月１０日（消印有効）までに介護保険課（〒２５２－５２７７　中央
区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８３２１）へ

※説明会などを５月２８日（金）に行います。詳しくは、復信用はがきでお
知らせします。
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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/

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　①は電話で、②～⑥は市体育協会にある

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。

三菱重工相模原ダイナボアーズ
ラグビーフェスタ２０１０
日　時　５月９日（日）正午～午後３時
会　場　三菱重工相模原グラウンド（田名）
※希望者は直接会場へ

初心者ゲートボール教室
日　時　５月１１日・１８日の火曜日午前９時～正午
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
定　員　各３０人（先着順）　　※希望者は直接会場へ

フォーク・レクダンス特別講習会
日　時　５月１５日（土）午後１時３０分～３時
会　場　市体育館（市役所前）　　費　用　５００円
※希望者は直接会場へ

市水泳協会創立５０周年記念大会
グリーンプールカップ水泳選手権大会
日　時　５月１５日（土）・１６日（日）午前９時
会　場　さがみはらグリーンプール
費　用　１種目＝１，０００円、リレー＝２，０００円
※申込方法など詳しくは、市水泳協会ホームページ
をご覧ください。

さがみはらグリーンプール創立記念記録会
日　時　５月２３日（日）午前９時
会　場　さがみはらグリーンプール
費　用　１種目＝７００円、リレー＝１，４００円
※申込方法など詳しくは、市水泳協会ホームページ
をご覧ください。

居合道・杖道体験講習会
日　時　５月２３日（日）午前９時～正午
会　場　市体育館（市役所前）　
対　象　高校生以上の人　　※希望者は直接会場へ

さがみはらレクリエーションフェスティバル
日　時　５月３０日（日）午前９時３０分～午後２時３０分
会　場　市体育館（市役所前）　※希望者は直接会場へ

新緑日帰りハイキング「奥武蔵 日和田山～物見山」
日にち　６月１３日（日）
集　合　午前７時までに相模原駅北口
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝４５人（抽選）
費　用　３，０００円
申し込み　往復はがきに全員の住所・氏名（代表者

に○）・年齢・性別・電話番号を書いて、 
５月１５日（必着）までに市体育協会へ

申込期限会　場日　時種　目

５月１４日北総合
体育館

５月２３日（日）
午前９時①バウンドテニス

５月１５日北総合
体育館

５月２９日（土）
　～６月２０日（日）
午前９時

②ハンドボール

５月１６日
相模原麻
溝公園競
技場ほか

６月６日（日）
　～８月２２日（日）
午前９時

③サッカー
　（一般男子）

５月２８日

相模原 
麻溝公園 
競技場

６月１３日（日）
午前９時

④陸上競技 
（小学校５・
６年生）

総合
体育館

７月４日（日）
午前９時３０分

⑤剣道
　（小学生）

５月３０日総合
体育館

７月１０日・１７日の
土曜日午前９時

⑥バレーボール
（家庭婦人９
人制）

子ども会交歓
スポーツレクリエーション

フェスティバル
　風船ダーツやフリスビー、
ジャンボ迷路など、楽しい
催しが盛りだくさん！
日にち　５月１５日（土）

〈雨天の場合は１６日（日）〉
時　間　午前９時～午後３時
会　場　淵野辺公園
対　象　市内在住か在学の小学生
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
青少年学習センター　1０４２－７５１－００９１

水泳リラクゼーション効果教室
〈全３回〉

　水に身を任せ、音楽を聞きながら、柔軟運動
などを行います。
日にち　５月１５日～２９日の毎週土曜日
時　間　午前１０時～１１時
対　象　１８歳以上の人＝３０人（申込順）
費　用　１，０００円
申し込み　直接か電話で同センターへ

さがみはらグリーンプール
肩こり・腰痛解消教室

　体を動かしながら肩こりや腰痛解消をめ
ざします。
日　時　５月１７日（月）午前１１時～正午
対　象　高校生以上の人＝２０人（申込順）
費　用　２００円

（６５歳以上の人、障害者は無料）
申し込み　直接か電話で、５月１６日までに

同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

みんなで歩こう！
「相模国分寺跡と早川城址」〈１５㎞〉
日にち　５月１１日（火）〈小雨決行〉
集　合　午前９時２０分までに海老名中央公園

（小田急・相鉄・ＪＲ相模線海老名駅徒
歩３分）

費　用　５００円
※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

ヨガ教室〈全１０回〉
　リラックス効果で、心と体
にいやしを与えます。
日にち　５月２１日～７月２３日

の毎週金曜日
時　間　午後７時～８時
対　象　１８歳以上の人＝２０人（抽選）
費　用　５，０００円
申し込み　往復はがきに、住所、氏名（ふりが

な）、年齢、電話番号、「ヨガ教室」と書
いて、５月１０日（必着）までに同アリーナ
（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６）へ

北総合体育館
３Ｂ親子体操教室〈全６回〉

　ボールなどを使い、音楽に合わせて体を動か
します。
日にち　６月１０日～７月１５日の毎週木曜日
時　間　午前９時３０分～１１時
対　象　２～４歳の子どもとその保護者 

＝３０組（抽選）
費　用　１組１回２００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電

話番号を書いて、５月１５日（必着）まで
に同館（〒２５２－０１３４　緑区下九沢２３６８－
１　1０４２－７６３－７７１１）へ

初心者水泳教室〈全４回〉
　楽しみながら２５ｍ完泳をめざします。
日にち　５月１４日～６月４日の毎週金曜日
時　間　午前１１時～正午
対　象　１８歳以上の人＝３０人（申込順）
費　用　１，５００円
申し込み　直接か電話で

同センターへ

銀河アリーナ

みんなのスポ・レク情報

ススポポーーツツででささわわややかかなな汗汗をを流流そそうう
市民健康文化センター

親子プール
スタンプカード

　期間中、プールを４回利用すると、１回
分のプール無料券をプレゼントします。
日にち　６月３０日（水）まで
対　象　中学生以下の子どもとその保護者
※希望者は直接会場へ

健康運動相談
　保健師が健康相談を行い、スポーツトレ
ーナーが健康運動プログラムをサポートし
ます。
日にち　５月９日、６月１３日、７月１１日、

８月８日、９月１２日の日曜日
時　間　午前１０時～正午
対　象　１８歳以上の人
※希望者は直接会場へ

お得な

親子リトミック教室
〈全４回〉

　親子で音楽に合わせて体を動かします。
日にち　５月２１日～６月１１日の

毎週金曜日
時　間　午後４時～５時
対　象　３歳以上の未就学児とその保護者

＝１５組（申込順）
費　用　４，５００円
申し込み　直接か電話で、５月１５日までに

同アリーナへ

お問い合わせ　1０４２ー７４７－３７７６

お問い合わせ　1０４２ー７７６－５３１１



����22 (2010) .5.1 No.1192

市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

読者の

ひろば
（敬称略）

お知らせ 

応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募はははははははははははははははははははははははははははははははははは発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日のののののののののののののののののののののののののののののののののの３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前ままままままままままままままままままままままままままままままままままでででででででででででででででででででででででででででででででででで
　掲載を希望する場合は住所、氏名（ふりがな）、電話番号、掲
載希望号、「読者のひろば」と書いて、原稿を郵送かファクスで
広聴広報課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　6０４２－７５３－
７８３１）へ。市ホームページの 電子申請 からも申し込めます。
　催しは過去６か月以内、仲間は過去１年以内に掲載された団体
は応募できません。掲載は抽選（仲間は希望号と次号の２回）。
不掲載の連絡、原稿の返却はしません。

募　　集 

▼英会話　毎月第２・第４木曜日午前１０時、相模台公
民館　�問 中安（1０４２－７４２－６８５５）
▼ソフトバレーボール　毎週金曜日午後１時３０分、北
総合体育館。見学可　�問 同事務所（1０４２－７６２－８０４７）
▼歌と体操　毎月第２金曜日午前１０時、城山保健福祉
センター。対象は６０歳以上の人　�問 佐藤（1０４２－７６２
－７５２１）
▼骨盤体操　毎週火曜日午前１０時３０分、総合体育館ほ
か。初心者・高齢者歓迎　�問 坂本（1０９０－２３２０－
８５６９）

発達障害者支援体制整備

検討委員会

日時５月１８日（火）午後１時３０分
会市役所第２別館第３委員会室
定１０人（抽選）
※傍聴希望者は直接会場へ
問障害福祉課

福祉有償運送運営協議会

日５月１４日（金）
時午後２時
会ウェルネスさがみはら
※傍聴希望者は直接会場へ
問障害福祉課

はかりの定期検査

　取り引きや証明に使用するはか
りは定期的な検査が必要です。５
月下旬から県計量協会が店舗など
に伺います。
費はかりの種類によって１台５００
円～５万１，２００円
※新たにはかりを使うようになっ
た人、使わなくなった人、変更し
た人は生活安全課（1０４２－７６９－
８２２９）へ
※対象地区など詳しくは、市ホー
ムページの 暮らしの情報 → 暮
らしの安全 → 消費生活 → さが
みはらの計量 をご覧になるか、お
問い合わせください。
問同課

協働事業提案制度公開事業報告会

「協働事業から見えたもの」

日５月１６日（日）
時午前９時３０分～１１時３０分
会けやき会館
※希望者は直接会場へ
問市民協働推進課

木造住宅の耐震巡回相談

日時５月１２日（水）午後１時～４時
会田名公民館
※希望者は直接会場へ。建物の図
面があれば持参してください。
問建築指導課

相模川ビレッジ若あゆ

ふじの体験の森やませみ

８月分の利用申し込み

対１８歳以下で構成され、２０歳以上
の引率者がいるおおむね２０人以上
の青少年団体

 ※○印は、２泊３日、１泊２日の
どちらも利用可
申申込期間に直接、各所へ
※利用者登録カードを持っている
人は、市ホームページやＳネット
からも申し込みできます。
問①相模川ビレッジ若あゆ（1０４２
－７６０－５４４５）、②ふじの体験の
森やませみ（1０４２－６８６－６０２５）

５月は赤十字運動月間です

　赤十字思想の普及を図り、赤十
字社員への加入促進運動を実施し
ています。暖かいご支援とご協力
をお願いします。
問日赤相模原市地区本部（地域福
祉課内）

カラスに注意を

　７月までは繁殖期の親鳥がヒナ
や卵を守るため、人を攻撃するこ
とがあります。
攻撃から身を守るには　鳴きなが
ら旋回するなどの威嚇行動を始め
たら、近くに巣がある可能性があ
るので、すぐにその場を立ち去り
ましょう。
巣を撤去するには　卵やヒナを捕
獲するときは所定の手続きが必要
です（巣だけの撤去は手続き不
要）。県ペストコントロール協会
（7０１２０－０６４－６４３）で、専門業
者を紹介します。
カラスの増加を防ぐために　生ご
みを減らしたり、防護ネットを設
置するなど、ごみの出し方を工夫
しましょう。
問水みどり環境課

光化学スモッグによる

健康被害を防ぐために

　これからの時期、気温が高く、
風が弱い日には光化学スモッグが
発生しやすくなります。
　市では光化学スモッグ注意報の
情報をひばり放送やメールマガジ
ン、県テレホンサービス（1０４６３
－２４－３３２２）でお知らせします。
　発生時は屋外での激しい運動は
控え、帰宅後は目を洗い、うがい
をしましょう。
問環境保全課

日商簿記検定試験

日６月１３日（日）
会県立相原高校、桜美林大学プラ
ネット淵野辺キャンパス
費１級７，５００円、２級４，５００円、３
級２，５００円
申直接（５月１０日～１４日）かイン
ターネット（５月１３日まで）で、
相模原商工会議所（1０４２－７５３－
８１３４　HP http://www.ssp２１.or. 
jp/kentei/kentei.htm）へ

リサイクルスクエア　５月の催し

リサイクル家具の展示・提供
会橋本台・新磯野リサイクルスクエア
対市内在住の中学生以上の人（１
人１点限り）
申直接、５月２０日までに各会場へ
※抽選発表は５月２１日（金）午後
１時
おもちゃの病院
日５月２日（日）
時午前１０時～正午
※受け付けは１１時３０分まで
会橋本台リサイクルスクエア
費無料（１人２点まで。部品代は
有料）
※希望者は直接会場へ
リサイクル家具のお楽しみ抽選会
　いすなど小さめの家具約２０点
日５月１６日（日）
時午前１０時～１１時
※抽選発表は１１時１０分から
会橋本台リサイクルスクエア
対市内在住の中学生以上の人（１
人１点限り）
※希望者は直接会場へ
問資源循環推進課

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

５月～７月の空き状況　平日に空
きあり
申随時受け付け
８月分の抽選申し込み　Ｓネット
か商業観光課、各まちづくりセン
ター・出張所・公民館にある申込
書を５月１０日までに各施設へ。抽
選後の空き室の申し込みは５月２１
日から電話で（①7０１２０－９８８－
５４７②1０２６７－５５－６７７６）へ

珠算能力検定試験

日６月２７日（日）
会産業会館
費１級２，０４０円、２級１，５３０円、３級
１，３３０円
申直接、５月１０日～１４日に相模原
商工会議所（1０４２－７５３－８１３４）へ

①児童育成指導員

②児童育成補助員③児童館補助員

　児童の遊びや生活面を指導

仲 間

費用の記載がない
場合は無料です。

　　　　　　　　　　　▼相模原市写真連盟展　５月
　　　　　　　　　　　６日（木）～１１日（火）午前
１０時～午後６時（６日は午後１時から、１１日は午後４
時まで）、相模原市民ギャラリー　�問 篠崎（1０４２－７６１
－０２１４）
▼相模野女声合唱団公開レッスン　５月１２日（水）午
前１０時～正午、大野南公民館　�問 谷口（1０４２－７４３－
５０３７）
▼親子でリトミック無料体験　５月１３日（木）午前１０
時（対象は２歳）・１１時（３歳）、１４日（金）午後３
時３０分（４歳）、桂北公民館　�問 塚本（1０４２－６８５－
１５２０）
▼青陵ウインドオーケストラ定期演奏会　５月２２日（土）
午後６時３０分～８時３０分、グリーンホール相模大野、
入場料５００円（小学生以下は無料）　�問 同実行委員会
（1０８０－３２５１－９２６０）

▼セミナー ｢二世帯住宅成功の 秘  訣 ｣　５月２２日（土）
ひ けつ

午後１時３０分～４時３０分、橋本公民館　�問 ハウスドッ
トコム（1０４２－７７２－０１３７）
▼さつき盆栽花季展　５月２８日（金）～３０日（日）午
前９時～午後６時（３０日は午後５時まで）、あじさい
会館　�問 岩佐（1０４２－７６１－０７２０）
▼混声合唱団フローラ演奏会　５月２９日（土）午後２
時３０分～４時、 杜 のホールはしもと　�問  笠 （1０４２－

もり ちく

７５８－０２１５）
　　　　　　会費などは個別にお問い合わせください。
　　　　　　▼詩吟　毎月第１・第２・第３日曜日午
後２時、相模台公民館。見学可　�問 深堀（1０４６－２５４－
５２２２）
▼水彩　毎月第２日曜日午前９時３０分、大野中公民館。
対象は小・中学生と２０歳以上の人　�問 金子（1０４２－
７４４－８７８０）
▼スポーツ吹き矢　月３回日曜日午後１時３０分、神奈
川総合産業高校　�問 丸岡（1０４２－７４４－４２１１）

施設のお休み

市民健康文化センター
日５月１０日（月）
問同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日５月１１日（火）、１８日（火）
～２８日（金）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）
銀河アリーナ
日５月１７日（月）
※アイススケート場の利用は５
月６日（木）まで。５月７日
（金）～１６日（日）、５月１８日
（火）～６月９日（水）はトレ
ーニング室、会議室のみ利用で
きます。
問同所（1０４２－７７６－５３１１）

催 し

○８月４日（水）～６日（金）
　　　７日（土）～８日（日）
　　○９日（月）～１１日（水）
　　　１２日（木）～１３日（金）
　　　１４日（土）～１５日（日）
　　　１６日（月）～１７日（火）
　　　１８日（水）～１９日（木）
　　　２０日（金）～２１日（土）
　　　２３日（月）～２４日（火）
　　　２５日（水）～２６日（木）
　　　３０日（月）～３１日（火）

①
相
模
川
ビ
レ
ッ
ジ
若
あ
ゆ

宿
泊
利
用
日
（
日
帰
り
利
用
も
可
）

　８月２日（月）～３日（火）
　　　４日（水）～５日（木）
　　　６日（金）～７日（土）
　　○９日（月）～１１日（水）
　　　１２日（木）～１３日（金）
　　　１６日（月）～１７日（火）
　　　１８日（水）～１９日（木）
　　　２３日（月）～２４日（火）
　　　２５日（水）～２６日（木）
　　○２７日（金）～２９日（日）
　　　３０日（月）～３１日（火）

②
ふ
じ
の
体
験
の
森
や
ま
せ
み
宿泊利用（抽選）
５月１０日まで
宿泊利用空き室（申込順）
５月２１日から
日帰り利用（申込順）
５月１日から

申
込
期
間
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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　

広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは広聴広報課（1０４２－７６９－８２００）へ。掲載した広告のお問い合わせは各広告主へ。

イベント 

講演・講座 

定員内容
２０人程度物品整理作業

各１０人程度
不在者投票処理

期日前投票受付補助

※募集施設など詳しくはお問い合
わせください。
勤務　①週４日程度②日数は応相
談③週１・２日
賃金　①日額５時間勤務＝４，５５０
円、６時間勤務＝５，４６０円②③時給
８３０円
定各若干名
申こども施設課、各区役所総務課・
児童クラブ・公民館にある申込書
を５月３１日までにこども施設課
（1０４２－７６９－９２２７）へ

参議院議員通常選挙事務の

非常勤職員

期間　６月上旬～７月下旬
勤務場所　市役所、各区役所ほか
※勤務時間など詳しくは、お問い
合わせください。
対市内在住の１８歳以上の人（高校
生を除く）
申履歴書（写真 貼  付 ）を持って、

ちょう ふ

直接、５月１３日（木）午前１０時～
１１時３０分に、市役所会議室棟第３
会議室へ
※受付時に簡単な面接あり
問市選挙管理委員会事務局（1

０４２－７６９－８２９０）

平成２２年国勢調査の調査員

　国勢調査は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。
業務内容　事務説明会（２時間程
度）に出席し、受け持ち調査区
（１調査区５０世帯程度）すべての
世帯を訪問して調査票を配布・回
収し、世帯一覧や世帯地図などを
作成します。
調査期間　９月下旬～１０月下旬
※説明会を８月下旬～９月中旬に
開催
対原則、２０歳以上の人＝１，０００人
程度
報酬　１調査区あたり約４万円
申電話で５月６日～３１日に情報政
策課（1０４２－７６９－８３３０）へ

高校生海外派遣の参加者

①カンボジア負の遺産も丸ごと体

験＆高床式ホームステイ②オース
トラリア生活文化体験＆ホームス
テイ
日８月上旬の①１１日間程度②１２日
間程度
対市内在住の１５～１８歳の高校生で、
国際交流や福祉などのボランティ
ア活動をしている人＝各１人
費①１５万円程度②１８万円程度
申青少年学習センター、こども青
少年課、各公民館にある申込書と
住民票、作文（８００字程度）を、
５月１４日までに同センター（1 

０４２－７５１－００９１）へ

県立相模原公園の催し

自然観察会
　初夏に咲く花を観察
日５月２２日（土）
時午後１時～３時
定４０人（申込順）
費３００円（小学生以下無料）
申電話で同公園（1０４２－７７８－
１６５３）へ
サカタのタネグリーンハウスの催し
①エビネ展
　九州・四国から取り寄せた本場
のエビネを展示。即売会あり
日５月５日（祝）まで
時午前９時３０分～午後４時
②ハーブ展
　ハーブの効用や利用法の展示
日５月８日（土）～２３日（日）
時午前９時３０分～午後４時
③ハーブバター・モイストポプリ
づくり
日５月１２日（水）・１５日（土）・
１９日（水）・２２日（土）
時午前１０時～午後１時３０分
定各２０人（申込順）
④「多摩自然写真の会」写真展
日５月１１日（火）～２３日（日）
時午前９時３０分～午後４時
⑤多肉植物講習会
　春から夏のサボテン多肉植物栽
培方法。展示販売会あり
日５月１５日（土）・１６日（日）
時午前１０時～午後３時３０分
定各１００人（申込順）

◇　　　◇
申③⑤電話で同ハウス（1０４２－
７７８－６８１６）へ

市民朝市「母の日イベント」

　市民朝市で買い物をした先着
３５０人に花鉢をプレゼントします
（当日、午前６時３０分から整理券
を配布）。
日５月９日（日）
時午前７時～８時
会市農協本店前向かい駐車場
問市民朝市運営協議会（農政課内）

端午の節句は

「 菖  蒲 湯」にはいろう！
しょう ぶ

日５月５日（祝）
時午前１０時３０分～午後４時
会①新磯ふれあいセンター
　②市民健康文化センター
　③さがみはら北の丘センター
費２００円（６５歳以上・中学生以下
１００円、障害者手帳を持っている
人は無料）
問各センター（①1０４６－２５５－
１３１１②1０４２－７４７－３７７６③1０４２－
７７３－５５７０）
※希望者は直接会場へ

ソレイユさがみの催し

①女性のための心とからだの健康
相談
日５月２２日（土）
時午後１時３０分・２時３０分
定各１人（申込順）
②女性のための個別キャリアカウ
ンセリング
日５月２８日（金）
時午前９時・１０時３０分、午後１時・
２時３０分
定各１人（申込順）
③市民グループの企画を募集
　男女共同参画社会をめざす活動
で、セミナーやワークショップな
ど、市民が自由に参加できる企画
等
助成内容　１グループにつき講師
謝礼金３万円まで
※要件など詳しくは、お問い合わ
せください。

◇　　　◇
申①②直接か電話、ファクスに氏
名、電話番号、催し名を書いて、
ソレイユさがみ（1０４２－７７５－
１７７５　6０４２－７７５－１７７６）へ③ソ
レイユさがみ、各公民館にある申
込書を同所へ
※保育あり（②の午後を除く）

相模川ふれあい科学館の催し

ふれあい科学館の春まつり
日５月５日（祝）まで
○ペンギンのお散歩タイム（午前
１１時、午後１時・３時）
○模擬店
○ミニＳＬ乗車会（３日～５日）
マンスリー水槽
日５月３０日（日）まで
　芝桜にちなみ、スミレナガハナ
ダイなどピンク色の魚たちを展示
します。

◇　　　◇
開館時間　午前９時３０分～午後４
時３０分（５日までは午後５時まで）
入館料　大人３００円、小・中学生１００
円、６５歳以上１５０円
休館日　月曜日（祝日の場合は翌
日）〈５月９日（日）まで無休〉
問同館（1０４２－７６２－２１１０）

樹木の探偵団の公園樹木めぐり

　樹木の探偵団と一緒に公園をめ
ぐり、１５０種類を超える樹木を観察
日５月１６日（日）
時午後１時～３時３０分
会相模原麻溝公園
対中学生以上の人
定３０人（申込順）
申電話でみどりの協会（1０４２－
７７７－２８６０）へ

絵手紙体験講座

日５月２０日（木）
時午前１０時～正午
会さがみはらグリーンプール
対１８歳以上の人＝２０人（申込順）
費１，０００円
申直接か電話で同プール（1０４２－
７５８－３１５１）へ

５月は自転車
マナーアップ運動月間

自転車の
　ルールを
もう一度
確認しよう

○夜はライトを点灯
○子どもはヘルメットを着用
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広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは広聴広報課（1０４２－７６９－８２００）へ。掲載した広告のお問い合わせは各広告主へ。

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。

視視視視視視視視視視視視視視視視視視視視視視聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚ラララララララララララララララララララララライイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブララララララララララララララララララララララリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーのののののののののののののののののののののの催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催しししししししししししししししししししししし

シネマ・サロン
　「ローマの休日」（１９５３年／アメリカ）白黒・日本語吹替版を上映し
ます。
日にち　５月１６日（日）・１８日（火）
時　間　午後２時～４時
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝各１８０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

１６ミリ映写機操作認定講習会
日にち　６月６日（日）
時　間　午前９時４５分～午後５時
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上

の人（中学生は除く）
定　員　１８人（申込順）
費　用　５００円（テキスト代）
申し込み　直接か電話で視聴覚ライブラリー（1０４２－７５３－２４０１）へ

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博博物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館のののののののののののののののののののののの催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催しししししししししししししししししししししし
プラネタリウム・全天周映画
期　間　７月１６日（金）まで
定　員　各２１０人（先着順）

観覧料　大人５００円、４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円

体験コーナー   火山灰を顕微鏡で見てみよう！
　火山灰に含まれる鉱物を観察します。
日　時　５月２３日（日）午前１０時～午後４時
※希望者は直接会場へ

星空観望会（６月）
　プラネタリウムで星空解説後、４０㎝大型望遠鏡で観察
します。
日　時　６月４日～２５日の毎週金曜日午後７時～８時３０分
定　員　各６０人（抽選）※中学生以下は保護者同伴
申し込み　往復はがきかＥメール（１組１枚５人まで）に、参加希望日

（第２希望まで）、参加者全員の氏名・年齢、代表者の住所・氏
名・年齢・電話番号、「星空観望会」と書いて、５月１５日（必着）ま
でに同館（Ｅメール star@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

午後３時３０分午後２時３０分午後１時３０分午前１１時
宇宙をひろげた
人たち

ぼくたち
惑星８兄弟

ピーターパンの
ぼうけん

ダーツでめぐる
うちゅうのたび

５月５日まで
こどもウィーク

おかえりなさい
はやぶさ

HAYABUSA 
BACK TO THE 
EARTH

おかえりなさい
はやぶさ銀河鉄道の夜土・日曜日

祝日
火～金曜日

市立博物館　1０４２－７５０－８０３０　
〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５
開館時間　午前９時３０分～午後５時
５月の休館日　月曜日（３日は除く）、６日（木）

●祝 政令指定都市・相模原誕生

ククククククククククククククククククククククレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレママママママママママママママママママママママチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチススススススススススススススススススススススフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア ''''''''''''''''''''''11111111111111111111110000000000000000000000
～変わる　さがみはら！　彩るよ！　クレマチス～

　およそ２３０種類、８，０００株の規模を持つ相模原麻溝公園では、大輪系ク
レマチスの最盛期を迎えます。苗木などの展示販売や景品付きのスタン
プラリーなどのイベントがあります。   
時　間　午前１０時～午後３時３０分　　会　場　相模原麻溝公園

お問い合わせ　みどりの協会　1０４２－７７７－２８６０

ここここここここここここここここここここここどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどもももももももももももももももももももももも動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物ククククククククククククククククククククククララララララララララララララララララララララブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者募募募募募募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集集集集集集
　約１年間、動物の 餌 作りや清掃作業などの活動のほか、野外での体験

えさ

活動やレクリエーションを行います。
日にち　６月１５日（火）～平成２３年３月２１日（祝）
※６月１３日（日）午後３時３０分から動物広場管理
事務所２階で説明会あり
会　場　相模原麻溝公園ふれあい動物広場　
対　象　保護者が送迎できる小学校３年生～中

学生
定　員　３０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、性別、学年、保護者

名、電話番号、「動物クラブ参加希望」と書いて、５月２５日（必
着）までに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）へ

菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊菊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りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
～あなたの菊を咲かせてみませんか～

　はじめての人にも、ビデオとテキストを使って、
菊づくりの方法を分かりやすく紹介します。
※受講者は秋に開催する「市菊花競技会」へ出品できます。
日　時　５月２３日（日）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　市民会館　　定　員　７０人（申込順）
申し込み　電話で５月６日～２１日に商業観光課（1０４２－７６９－８２３６）へ

会 場
市立図書館
（鹿沼台）

５月９日
（日）

たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたててててててててててててててててててててててししししししししししししししししししししししなななななななななななななななななななななな自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然のののののののののののののののののののののの村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村ババババババババババババババババババババババススススススススススススススススススススススツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
　たてしな自然の村に宿泊し、上高地散策や大王わさび園の見学、サク
ランボ狩りなど、信州の新緑を満喫す
るツアーです。
日にち　５月２７日（木）・２８日（金）
　　　　〈１泊２日〉
集　合　午前７時１５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
定　員　４０人（抽選）
費　用　１万４，８００円（４食付き）
申し込み　往復はがきかファクスで、全員の住所・氏名（代表者に○）・

年齢・電話番号、「たてしな自然の村バスツアー」と書いて、５
月１４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　6 

０２６７－５５－７１８８）へ
旅行企画・実施　相鉄観光

新緑の
信州を満喫


