
　市民の皆さんからの公募で決定したシティセールスコピー「潤水都市　さがみ

はら」のロゴデザインを募集します。決定したロゴデザインとともに、相模原の

魅力を全国に発信し、シティセールス活動を展開していきます。

応募先・お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００
〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５

 潤  水  都  市  さがみはら  に込められた思い
じゅん すい と し

○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。

募集作品　自作・未発表で、第三者が所有・管理する著作権や商標などを侵害しない作品
○ 色はカラー、白黒どちらでも可
○「潤水都市　さがみはら」の文言が入る場合、字体の指定が必要。ふりがなは入っ
　 ても可
○「潤水都市　さがみはら」の文言と絵（図柄）を組み合わせたものでも可

応募資格　市内在住か在勤・在学の人、または相模原・町田大学地域コンソーシアムに参加
している大学の学生

賞・副賞　最優秀作品（１作品）　賞金１０万円
　　　　　優 秀 作 品（２作品）　賞金３万円
採用作品の著作権　著作権等の一切の権利は、相模原市に帰属します。
※採用作品は、修正を加える場合があります。
選考結果の発表　８月～９月に本紙や市ホームページで入賞作品を発表します。

 今号の主な内容 L I N E U P

指定都市市長会議 in 相模原を開催 

　５月11日、本市を会場に、大都市の行財政に関す
る問題や共同活動などについて話し合う、指定都市
市長会議が開催され、全国１９の政令指定都市から
市長などが集まりました。 
　会議では、加山市長が開催市の市長として議事進
行役を務め、「地域主権に向けた取り組み」などの
議題について話し合われました。 
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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6  子どもと家庭の相談・支援体制が充実 7
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 12

市議会５月臨時会、６月定例会を開催 2
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　応募について　期限６月３０日（消印有効）　

　次の２点を直接か郵送で広聴広報課へ
①ロゴデザインを手書きか印刷したＡ４判の紙
②次の事項を書いたＡ４判の紙
　○制作意図（２００字以内）
　○応募者の住所、氏名、年齢、電話番号、Ｅメールアドレス
　　（持っている人）、職業（学生は学校名と学年）

みどり区

みどり区版
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※会議の日程、時間などは変更になることがあります。

お問い合わせ　議事課　1０４２－７６９－８２７８

６月１日は「人権擁護委員の日」

人権にかかわる特設相談所を開設
　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談に応じます。
日　時　６月１日（火）午前１０時～午後４時
会　場　各区役所市民相談室、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセ

ンター

お問い合わせ　相模原人権擁護委員協議会　1０４２－７５３－２１１０

※県創業支援融資利用者に対する補助制度もあります。
※要件や申込方法について、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ　産業・雇用政策課　1０４２－７６９－８２３７

融資限度額利用者負担利率融資利率資金名

３，０００万円２．４％２．４％中小企業振興

１，０００万円１．４％２．４％小企業小口

２，０００万円０．６％２．２％景気対策特別

５００万円０．３％２．２％景気対策特別小口

２，０００万円０．６％２．２％経営安定支援

３，０００万円０．５％２．４％地球温暖化防止支援

市民地域清掃の日
　市では、毎年５月３０日（ごみゼロの日）に一番近い日曜日を「市民地域
清掃の日」にしています。日ごろ利用している地域の道路沿いや広場、ご
み・資源集積場所などの清掃にご協力をお願いします。
日にち　５月３０日（日）＜雨天の場合６月６日（日）＞
 ごみの処理 
　市で配布するごみ袋などに入れて、地域のごみ・
資源集積場所に出してください。市が一般ごみと一
緒に収集します。
※ごみ袋は自治会等に５月中旬に配布します。
※ほうき、ちりとりなどの清掃用具は、参加者各自で用意してください。
※木の枝は長さ５０㎝未満、太さ１０㎝以下に切り、ひもで束ねてください。

　　

※軍手とごみ袋（レジ袋）を持って、直接会場へ（受
け付けは、相模川を愛する会の旗が目印）

※当日、雨天時の実施についてのお問い合わせは、午
前７時３０分から市役所守衛室（1０４２－７５４－１１１１）へ

お問い合わせ
相模川を愛する会事務局（水みどり環境課内）　1０４２－７６９－８２４２

みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんななななななななななななななななななななななのののののののののののののののののののののの手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手でででででででででででででででででででででで町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町ををををををををををををををををををををををききききききききききききききききききききききれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいにににににににににににににににににににににに

市議会５月臨時会、６月定例会を開催
　本会議・委員会を午前９時３０分から表のとおり開催します。
　６月定例会のための議会運営委員会は５月２１日（金）です。６月３０日（水）
の議会運営委員会は、本会議終了後に開催します。

内　　容日にち

本会議（常任委員会委員の選任等）５月２０日（木）５月臨時会

本会議（提案説明）５月２８日（金）

６月定例会

本会議（代表質問・個人質疑、委員会付託）６月７日（月）

本会議（予備日）　　８日（火）

総務委員会　　１０日（木）

環境経済委員会　　１１日（金）

民生委員会　　１４日（月）

建設委員会　　１５日（火）

文教委員会　　１６日（水）

本会議（一般質問）

　　２５日（金）

　　２８日（月）

　　２９日（火）

本会議（委員長報告、採決）、議会運営委員会　　３０日（水）

中小企業を応援します！　中小企業融資制度
　市指定の金融機関から、事業資金の融資を受けられる制度です。利子補
給と信用保証料の補助があります。

相模川クリ－ン作戦
　相模川の美しい自然を保全するため、河川敷の清掃を実施します。
日　時　６月６日（日）午前９時～１０時（小雨決行）
会　場

相模川自然の村周辺（上大島キャンプ場周辺を含む）、神沢河原周辺大沢地区

葉山島青少年広場前、小倉橋周辺城山地区

高田橋周辺田名地区

昭和橋周辺麻溝地区

三段の滝下周辺、磯部頭首工周辺、新戸スポ－ツ広場周辺新磯地区

お問い合わせ

1０４２－７６９－８３３４資源循環推進課緑区（橋本・大沢地区）
中央区、南区　　　　　

1０４２－７８４－２７１１津久井クリーンセンター城山・津久井・相模湖・
藤野地区　　　　　　　

ファミリーサポートセンター会員募集
　保育園・児童クラブなどへの子どもの送迎など、子育てを助け合う会員
制の組織です。子育ての手助けを
受けたい人（利用会員）と手助け
を行いたい人（援助会員）を募集
します。
対　象　市内在住か在勤・在学で

次に該当する人
　利用会員＝生後３か月～小学校

６年生（障害児は１８歳まで）
の子どもを持つ人

　援助会員＝２０歳以上で講習会に
出席できる人

※保育士、幼稚園・小学校教諭、
保健師等の資格がある人は、有
資格者登録をしてすぐに活動で
きます。

申し込み　電話かＥメールで５月
１７日から同センター（1０４２－７３０
－３８８５　Ｅメール famisapo@ 
sagamiharashishakyo.or.jp）へ

※説明会、講習会とも保育あり（要予約）

入会説明会

会　場時　間日にち

あじさい
会館

午前１０時
　～１１時

６月１日（火）

　　７日（月）

　　１２日（土）

南保健
福祉
センター

６月５日（土）

　　１８日（金）

援助会員講習会〈全２回〉

会　場時　間日にち

南保健
福祉
センター

午前９時３０分
～午後４時
（６月２４日・
２６日は午後３
時３０分まで）

６月２４日（木）
７月１日（木）

あじさい
会館

６月２６日（土）
７月３日（土）

市職員を募集（医師）
選考区分　医師　　　採　用　原則、平成２３年４月１日以降
募集人員　若干名　　職務内容　公衆衛生業務等に従事
受験資格　昭和２６年４月２日以降に生まれ、医師免許があり、保健事業に

必要な公衆衛生が知識がある人。ただし、平成１６年以降に医師免許
を取得した場合は、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

書類審査・個別面接　随時
※申込方法など詳しくは、市ホームページの　相模原市職員募集　か、職員
課、各区役所総務課・まちづくりセンター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必要書類を５月１７日～９月３０日
（消印有効）に郵送で職員課へ

お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３

市地域保健医療審議会の委員を募集
　　本市の地域保健と地域医療の調査・審議などを行います。
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）＝４人（選考）
任　期　７月～平成２４年６月（会議は年２回程度）
申し込み　地域医療課、各行政資料コーナー・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）と、応募動機（８００字程度）を書いて、
５月１７日～３１日（必着）に、直接か郵便、ファクス、Ｅメールで同
課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－９２３０

　　　6０４２－７５９－４３９５　Ｅメール chiikiiryou@city.sagamihara.kana
　　　gawa.jp）へ
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税率と限度額が変わります

厳しい国保事業の財政運営

　加入者の高齢化や医療技術の高度化などに伴い、保険給付費が年々増加
しています。このような状況から、国民健康保険（国保）財政の健全化を
図るため、平成２２年度に国保税の税率を改正することになりました。加入
者の皆さんが安心して医療を受けられるよう、国保事業の円滑な運営にご
協力ください。

※１ 支援金分は、後期高齢者医療制度を支援するためのもので、加入者
全員に賦課します。　

※２ 介護分は４０～６４歳の加入者に賦課します。
※３ ２１年中の総所得金額等－基礎控除３３万円
※すべての資産割額を廃止しました。

納税通知書を６月中旬に送付します
　現在、医療費の増大などにより厳しい財政運営となっています。この大
切な財源である税収入を確保するため、ぜひ納期限内の納付にご協力くだ
さい。

後期高齢者医療制度に移行する人の国保税は

　５月以降に７５歳になり後期高齢者医療制度に移行する人の国保税は、誕
生日の前月分までです。

離職した人の国保税を軽減します
　倒産、解雇、雇い止めなどで離職し、次のすべてに該当する人は、申告
により、離職日の翌日から翌年度末までの期間、国保税を軽減します。な
お、２２年３月３０日までに離職した人は、２２年度に限り対象となります。詳
しくは、お問い合わせください。
○国保加入者で、離職日が２１年３月３１日以降の人
○離職日において６５歳未満の人
○雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、次のいずれかに該当する人
　１１、１２、２１、２２、２３、３１、３２、３３、３４

国保税の減免申請ができます
　次のいずれかに該当し、世帯の所得等が基準以下の場合は、国保税を減
免します。納期限が過ぎた国保税は対象になりません。詳しくは、お問い
合わせください。
○災害により著しい被害を受けた人
○会社都合の退職（解雇、会社倒産など）、事業不振・休廃業、疾病また
は公私の扶助を受けている人
○土地・家屋を売却して全額債務の返済にあてた人

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国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健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康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保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険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にににににににににに加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししし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いいいいいいいいい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人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
人間ドック・脳ドック検診料を一部補助します
対　象　国保加入中で、次のすべてに該当する人（２２年４月２日～２３年４

月１日に後期高齢者医療制度に加入の今年度７５歳になる人も含む）
　　　○昭和１０年４月２日～４６年４月１日に生まれた人
　　　○国保税に未納がない世帯
定　員　人間ドック＝４，９００人、脳ドック＝２，３００人
補助予定金額　人間ドック＝２万２，０００円、脳ドック＝１万円
※人間ドック、脳ドックともに年度内１人１回の補助になります。
受検期間　前期＝７月１日～１０月３１日
　　　　　後期＝１１月１日～２３年３月３１日
コース　Ａ＝人間ドック、Ｂ＝脳ドック、Ｃ＝人間ドックと脳ドック
申し込み　はがきか封書に住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号、

保険証の番号（「記号１０番号○○○○○○○○」の部分）、コース
名（Ａ、Ｂ、Ｃ）、受検期間（前期か後期）、「人間（脳）ドック
補助」と書いて、５月３１日（消印有効）までに国民健康保険課（〒
２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）へ

※利用券は６月下旬ごろに郵送します。
※期限後に申し込みをした人は、キャンセル待ちになります。
※家族（同一世帯員）２人以上で申し込む場合は、それぞれの氏名、コー
ス名、受検期間を書いてください。

※市ホームページの 電子申請 からも申し込めます。

☆印の病院は脳ドックのみの受検はできません。
※検診内容・検査料など詳しくは各検診機関へお問い合わせください。

～安全・安心まちづくり～

防犯活動物品の購入を支援
　地域で行う自主的な防犯活動に必要な物品の
購入経費を補助します。
対　象　過去に同補助を受けていない、毎月定

例的に活動する市民５人以上の団体
（申込順）

対象物品　帽子、ベスト、ブルゾン、腕章、合
図灯、防犯ブザー、懐中電灯など

補助額　購入金額の
２分の１（限
度額５万円）

※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
生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

洪水から守ろう　みんなの地域

水防演習
　洪水時に堤防を守る水防工法の演習や、自

主防災組織による避難誘導訓練、水難救出救

助訓練などを県や関係機関と合同で行います。

日　時　５月３０日（日）〈小雨決行〉

時　間　午前９時～１１時３０分

会　場　磯部頭首工下流広場（南区磯部）

※見学希望者は直接会場へ

※降雨体験車や自然災害体験車による疑似体

験、展示・体験コーナーなどもあります。

お問い合わせ
危機管理室　1０４２－７６９－８２０８

日赤救急法養成講習会

〈全３回〉
　ＡＥＤを用いた心肺 蘇  生 法、止血法、包帯

そ せい

法、人工呼吸など。最終日の検定合格者は日
赤救急法救急員に認定します。

日にち　６月５日（土）・１２日（土）・１３日（日）
時　間　午前９時～午後５時
会　場　あじさい会館
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上の人
定　員　４０人（抽選）　　費　用　３，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、性別、

生年月日、職業、電話番号を書いて、
５月２６日（必着）までに日赤相模原市
地区（〒２５２－５２７７　中央区中央２－
１１－１５　地域福祉課内　1０４２－７６９－
９２２２）へ

防犯

※指定検診機関以外での受検については補助できません。

電話番号指定検診機関
受検可能
ドック

脳人間

０４６－２２９－３７３１
（問い合わせ専用電話）ＪＡ健康管理センターさがみはら（緑区橋本）○○

０４２－７５１－１２６５社会保険相模野病院（中央区淵野辺）○○

０４２－７５３－３３０１相模原総合健診センター（中央区淵野辺）○○

０４２－７４０－６２００ヘルス・サイエンス・センター（南区相模大野）○○

０４２－７４２－３５２１☆東芝林間病院（南区上鶴間）○○

０４２－７５８－６５２１相模原クリニック（中央区相模原）○

０４２－７４２－５２２２森下記念病院（南区東林間）○

０４２－７７８－７７７７北里大学健康管理センター（南区北里）○○

０４２－７４６－２２１１さがみ循環器クリニック（南区相南）○

０４６－２２９－３７３１ＪＡ健康管理センターあつぎ（厚木市酒井）○

０４２－７５１－５３４８☆相模原中央病院（中央区富士見）○○

０４２－７８４－２４２９津久井赤十字病院（緑区中野）○○

０４２－７５２－１８０８総合相模更生病院（中央区小山）○

０４２－７４３－３２６１さがみ生協病院（南区相模大野）○

 指定検診機関 

（　）内は変更前

介護分※２支援金分※１医療分国保税

１．２０％（１．１５％）１．３０％（１．００％）５．０５％（４．７６％）所得割額
※３×税率

６，９００円１万円２万３，０００円均等割額
1人あたり

５，４００円４，８００円１万９，２００円
（１万８，０００円）

平等割額
1世帯あたり

１０万円１３万円（１２万円）５０万円（４７万円）限度額

＋ ＋＝

お問い合わせ　国民健康保険課
国保税について　　　1０４２－７６９－８２９６
人間ドックについて　1０４２－７６９－８２３５
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あああああああああああああああああああああなななななななななななななななななななななたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたののののののののののののののののののののの骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨ははははははははははははははははははははは大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？
20歳から骨密度が測れる

ようになりました！

　骨粗しょう症の目安となる骨密度は、左
の図のように１０歳代後半～２０歳ごろに最大
になり、４０歳ごろまで維持されます。しか
し、若いころからの運動不足や偏った食事
によるカルシウム不足、無理なダイエット
等により、特に女性は閉経を過ぎると骨密
度が維持できなくなり、「腰が痛い」「ち
ょっと転んだら骨が折れてしまった」など
“カラダ”に支障が出てしまいます。
　また、妊娠中や授乳中は、母親の体から
赤ちゃんへカルシウムが移り、骨密度が低
くなる傾向があるにもかかわらず、育児で
自分の体のことは後回しになりがちです。

　今、骨密度が減少する前に、手を打つこ
とが大切です。

なぜ２０歳から、骨密度を測るのでしょう？

それは、将来の“骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨”と“カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカララララララララララララララララララララララダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ”が決まるからです！
□　腰や背中が痛む

□　腰や背中が丸くなってきた

□　背丈が縮んだような気がする

□　転倒やささいな事で骨折したことがある

□　運動や散歩の習慣がない

□　牛乳や乳製品をほとんどとらない

□　海藻、豆腐、大豆製品、緑黄色野菜を

ほとんどとらない

□　急激なダイエットをしたことがある

□　大量にお酒を飲むことが多い

□　ヘビースモーカーである

□　閉経している

LET’S  骨チェック！
あなたの骨は大丈夫？

骨粗しょう症を予防するには

○バランスの良い食生活をしましょう
　主食・主菜・副菜がそろっていると、カルシウムを効率よく吸収し
ます。

食事

○カルシウム吸収率の良い食品を選びましょう
例）●乳製品（牛乳・チーズ）　●大豆製品（豆

腐・油揚げ）　●小魚・海藻類（しらす・ひ
じき）　●青菜類（小松菜）

○骨に重み（負荷）のかかる運動は骨を強くします
例）寝るより座る→座るより立つ→立つより歩く

→歩くより走る

○できる運動から始めましょう
例）散歩、ウオーキング（速歩）、ジョギング

運動

　骨は１年間に３０％程度生まれ変わるため、３年に１回ぐらいの測定
が好ましいと言われています。測定の方法には、超音波法やＸ線、Ｃ
Ｔがあります。「骨密度測定de骨元気アップセミナー」に参加して測
定しましょう。
※骨密度測定を行っている医療機関でも測定できます。

定期的
な測定

年代別骨粗しょう症予防のポイント

　骨が形成される時期です。カルシウムをしっかりとり、運
動をして骨密度を高めましょう。１０歳代以下

　２０歳代で骨密度が最大になり、維持する時期です。妊娠・
授乳期はカルシウムが不足しやすいので、意識してカルシウ
ムをとることや運動を心掛けましょう。

２０～３０歳代

　特に女性は閉経以降、骨からカルシウムが溶け出すのを防
ぎ、骨量を増やす作用のある女性ホルモン（エストロゲン）
が少なくなり、骨密度が低くなる時期です。骨密度の低下を
食事や運動で出来るだけ緩やかにしましょう。

４０～５０歳代

　年を重ねると、カルシウムの吸収率が低下しますが、食事
と運動を工夫することで骨量を保つことはできます。また、
転倒による骨折の可能性が高くなりますので、筋力を保つ運
動も合わせて行いましょう。

６０歳代以上

お問い合わせ　緑保健センター　1０４２－７７５ー８８１６

● 骨密度測定de骨元気アップセミナー ●
　骨粗しょう症を予防するための生活習慣についての講話と、超音波に
よる骨密度測定を行います。自分の骨密度を知り、生活を振り返りませ
んか。

受付
開始日

定員
（申込順）会　場時　間日にち

６月１日

各１５人相模湖総合事務所午後１時３０分、　
　　２時６月２３日（水）①

各３０人

シティ・プラザはしもと
午前９時４５分、
　　１０時１５分、
　　１０時４５分、
午後１時３０分、　
　　２時

６月３０日（水）②

南保健福祉センター７月２日（金）③

７月１日
ウェルネスさがみはら

７月３０日（金）④

９月１日９月２８日（火）⑤

１０月１日南保健福祉センター１０月２６日（火）⑥

１０月１５日各２０人津久井保健センター午後１時３０分、　
　　２時１１月１２日（金）⑦

対　象　市内在住の２０～７０歳（昭和１５年４月２日～平成３年４月１日生
まれ）の人

費　用　各７００円（骨密度測定料）
申し込み　電話で受付開始日から各担当課へ

電話番号担当課
０４２－７７５－８８１６緑保健センター②

０４２－７６９－８２９５中央保健センター④⑤

０４２－７０１－７７０８南保健センター③⑥

０４２－７８０－１４１４津久井保健福祉課⑦

０４２－６８４－３２１６相模湖保健福祉課①

骨粗しょう症とは？
　骨粗しょう症とは、カルシウムが不足して骨がスカスカになり、もろ
くなる状態です。この状態になると痛みなどがなくても、骨折しやすく
なります。

骨密度とは？
　骨の強度をあらわすもので、骨に含まれるカルシウムやマグネシウム
などのミネラル成分の量です。この骨の強度が弱くなると、骨粗しょう
症と診断されます。

なぜ、骨密度は減っていくの？
　骨は、骨の細胞によって、壊されたり新しい骨を作ったりを繰り返し
行っています。ところが、「加齢により骨を作る働きが弱まる」「運動
量が減る」「カルシウムをとる量が不足する」「閉経などで骨を作る量
よりも壊す量のほうが多くなる」と、骨からカルシウムの量が減ってし
まいます。

（％） 
加齢による骨密度の変化 

（歳） 年齢 

女性 

骨

密

度

 

２０ ４０ ６０ ８０ 

男性 

閉
経 

閉
経 

お勧め食品（カルシウム量の多い食品）
・スキムミルク（低カロリーでお手軽です）
・絹ごし豆腐より木綿豆腐（カルシウム量が約３倍）
・ほうれん草より小松菜（カルシウム量が約３．５倍）

※１２月以降の日程など
は、後日、本紙などで
お知らせします。

かかとで簡単、短時間
に骨密度を測定

　市では、骨密度測定結果などから、骨粗しょう症のリスクが
高く予防が必要な、若い世代の骨粗しょう症や生活習慣病の予
防などに重点を置き、今年度、「骨密度測定de骨元気アップセ
ミナー」の対象を若い世代にも拡大して実施しています。
　日ごろから心掛けられる食事や運動のポイントのほか、手軽
に骨密度の測定や生活の振り返りができる教室をお知らせしま
す。自分の骨密度を知り、生活習慣を見直すことで骨粗しょう
症を予防し、元気な生活を送りましょう。

　当てはまる項目が多いほど、骨粗しょ
う症になりやすいか、すでになっている
可能性があります。
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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

食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食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関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関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指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導導」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
かかわ

　学校における食育推進の必要性や、食
に関する指導のポイントを学びます。
日　時　６月１日（火）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

２６日までに同セ
ンター（1０４２－
７５６－３４４３）へ

※未就学児（２歳以上）
の保育あり〈要予約〉

テーマ　自由
サイズ　モノクロ、カラー写真ともに六つ切～四つ

切（ワイド可）プリント（デジタルプリント
の場合はＡ４サイズも可）

応募点数　制限はありません。組み写真は３枚まで
を１組として構成し、作品の順番・位置がわ
かるように書いて、セロハンテープなどで 貼 

は

り付けてください。
応募方法　写真１点ごとに、題名（ふりがな）、撮

影データ、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、職業、電話番号を書いた応募票（自作
可）を裏面に貼り、６月３０日（必着）までに
フォトシティさがみはら実行委員会へ

審査結果　入賞入選者には直接通知するほか、８月
中旬以降に新聞や市ホームページ、カメラ雑
誌などで発表する予定です。

賞・副賞　金賞（１人）２０万円、銀賞（２人）１０万
円、銅賞（３人）５万円、市民奨励賞（１人）
５万円、入選（５０人）５，０００円の商品券

※入賞入選者には、賞状・ 楯 のほか、上記の副賞を
たて

贈呈します。

協働事業提案制度

７月１日に軽度の発達障害児対象
放課後クラブがオープン

　箱庭などを使ったカウンセリングや、グループ
カウンセリング、自然体験を行います。
所在地　中央区中央２－７－９
時　間　午後２時３０分～６時３０分
※夏休みなど、長期休暇期間は午前１０時～午後６
時３０分になる日もあります（追加負担金が必要
になります）。
対　象　市内在住で自力通所ができ、障害児の認

定を受けていない小・中学生
定　員　４０人（選考）
※１人週３回まで利用可。１日当たりのクラブ利
用定員は２４人
費　用　月額１５，５００円（おやつ代２，０００円を含む）
申し込み　電話で太陽の村（1０４２－７０７－０１６０）へ

アマチュアの部 作品募集
市総合写真祭「フォトシティさがみはら2010」

金賞　「頑張れ」
向後　寛治
（千葉県）

市民奨励賞　「落ち 鮎 」
あゆ

新井　信行
（中央区上矢部）

その他
○作品は他のコンテストでの受賞歴などがない作品に限ります。
また、類似作品、二重応募とみなされるものも応募できません。

○出品料などは必要ありません。
○撮影する被写体（特に人物）の肖像権などの責任は負いかねま
すので、応募者が了承を得てください。

○入賞入選作品の発表に伴い、作者の氏名などを公表します。
○入賞入選作品の著作権は作者に帰属しますが、主催者が新聞、
雑誌やWebサイトなどに使うことができるものとします。

○入賞入選作品は、相模原市民ギャラリーのほか、市内巡回展で
展示します。

○入賞入選作品は、後日指定した期日までに応募者が所定の大き
さ（半切～大全紙）にプリントし、再提出してください。ただ
し、組み写真は所定の大きさの額にすべての写真（２・３枚）が
収まるようプリントし、再提出してください。なお、作品は市
へ寄贈していただきます。

○作品提示に伴うマット加工や額装は主催者が行います。
○応募作品の返却を希望する場合は、あて先を書いた返信用封筒
に切手を貼り同封してください。返却は１０月ごろです。

○応募者の個人情報はフォトシティさがみはらに関する情報提供
のみに使います。

相模女子大学子育て支援センター開設記念講演会

発達障害と子育て支援
日にち　６月５日（土）
時　間　午前９時３０分～午後０時３０分
内　容　「発達障がい児の理解と援助のあり方」
　　　　講師　尾崎康子さん
　　　　　　　（相模女子大学教授）
　　　　「コミュニケーション力と社会性の発達」
　　　　講師　トート・ガーボルさん
　　　　　　　（相模女子大学准教授）
会　場　相模女子大学７号館７１１教室
定　員　１００人（申込順）
申し込み　ファクスかＥメールに、住所、氏名

（ふりがな）、電話番号、ファクス番号、「講
演会参加申し込み」と書いて、５月２１日
（必着）までに同大学（1０４２－７４７－９６０３

　　　6０４２－７１３－５０２２　Ｅメール　kosoda
　　　teshien@mail２.sagami-wu.ac.jp）へ

女子美アートミュージアム
「日本画をまなぶ－女子美術学校に

おける日本画教育」展

　１９００年の創立時から戦前までの日本画科教
員・学生作品を展示します。
期　間　６月６日（日）ま

で〈火曜日休館〉
時　間　午前１０時～午後５

時（入館は午後４時
３０分まで）

費　用　３００円（学生、未就
学児、６５歳以上の人、
身体障害者手帳を持
っている人は無料）

お問い合わせ
同ミュージアム　1０４２－７７８－６８０１

記録！表現！記憶！
　未来へ可能性を備えた“写真”

昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨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アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアママママママママ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チチチチチチチチュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア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部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部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
入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞賞作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品

　市総合写真祭「フォトシティさがみはら」は、市民が優れた芸術文化に触れたり、写真を通したイベ
ントに参加したりと、子どもからお年寄りまで 誰 もが見て参加して気軽に楽しめる祭典です。祭典のメ

だれ

インを飾る１０月の写真展では、プロ写真家とアマチュア写真愛好家の入賞・入選作品を展示します。
　昨年は、市内をはじめ全国の写真愛好家の皆さんから、４，０００点以上の作品が寄せられました。市民の
皆さんを対象にした「市民奨励賞」もあります。皆さんの応募をお待ちしています。

お問い合わせ　フォトシティさがみはら実行委員会事務局（文化振興課内）　〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２０２

お問い合わせ　1０４２－７７７－２８６０みどりの協会の催し

柿内　青葉
「月見草咲く庭」

樹木の探偵団と
公園の樹木めぐり

　花や若葉が美しい、この時季
に、樹木の探偵団と公園をめぐ
り、１５０種を超える樹木を観察し
ます。
日にち　６月６日（日）
時　間　午後１時～３時３０分
会　場　相模原北公園
対　象　中学生以上の人
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で同協会へ

あじさいボランティア

　相模原麻溝公園、相模原北公
園、市役所前通りのアジサイの
手入れをします。
日　時　原則、土曜日の午前で

月２・３回程度（６月・
７月は４・５回）

定　員　１５人程度（申込順）
申し込み　電話か、はがき、フ

ァクスに住所、氏名、年
齢、電話番号、「あじさ
いボランティア」と書い
て、同協会（〒２５２－０３２８
南区麻溝台２３１７－１　6

　　　０４２－７７７－２８６１）へ

みどりの講習会〈全５回〉

～鉛筆から始める

ボタニカルアート（植物画）～

　鉛筆を使ったボタニカ
ルアートを初心者向けに
基礎から学びます。色付
けは行いません。
日にち　６月１日～２９日の

毎週火曜日
時　間　午前の部＝１０時～正午
　　　　午後の部＝１時～３時
会　場　環境情報センター
定　員　各２０人（申込順）
費　用　各５００円
申し込み　電話で同協会へ
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こども家庭相談課 児童相談所

保健所など関係機関と連携

児童相談所で一時保護、
施設入所・里親委託など

　子どもと家庭の身近な総合相談窓口として、４月から各区にこども

家庭相談課を設置しました。また、より専門的な相談や支援を行う

児童相談所が県から市の機関になり、子どもに関するあらゆる相談に

市が一貫してかかわることで、より迅速な対応ができるようになり

ました。このほかに里親制度など、政令指定都市への移行に伴い新しく

なった、市の子どもと家庭に関する相談・支援体制を紹介します。

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－９８１１

あなたも里親になりませんか

　子どもができるだけ地域の中で家庭生
活が送れるように、市では里親を募集し
ています。里親になりたい人や、里親に
ついて知りたい人は、児童相談所か家庭
養育支援センターに相談してください。
巡回相談も行っています。

○児童相談所　中央区淵野辺２－７－２
　　　　　　　1０４２－７３０－３５００
○家庭養育支援センター
　　里親制度の普及や里親支援を行って
います。
　児童養護施設 中心子どもの家内
　中央区田名１０１２５　
　1０４２－７６４－７０４６

子どもへの虐待を防ぐために
　市では、子どもへの虐待を防止する
ためにさまざまな対応をしています。
相談や通告などは、その子どもが住ん
でいる区のこども家庭相談課か児童相
談所、「こども虐待１１０番」に連絡して
ください。

子育てに関する
相談など

里親巡回相談日程

会　場日にち

児童相談所６月１９日（土）

あじさい会館　　２９日（火）

児童養護施設 中心子どもの家７月１７日（土）

児童相談所　　２２日（木）

児童相談所８月１０日（火）

あじさい会館　　２８日（土）

児童相談所９月９日（木）

児童養護施設 中心子どもの家　　２５日（土）

時　間　午後２時～４時３０分
※希望者は直接会場へ
※１０月以降の日程は、児童相談所にお問い
合わせください。

まずは身近な
窓口へ

専門的な対応が
必要な場合

必要に応じて

みんなで支える子どもの笑顔特 集

相談は解決の第一歩です
児童相談所長　江森　静子

まずは相談してください
　近年、核家族化や地域の交流が希薄化する中、多くの家庭
が孤立したまま子育てをする傾向にあります。このため、子
どもにどのようなしつけをしたらよいのかわからないなど、
子育てに関する悩みや不安を抱く親が増えています。
　子育ての不安や悩みは、どこの家庭にもあるものです。相
談は問題解決の第一歩ですので、ひとりで悩みを抱えずに、
まずはこども家庭相談課に相談してください。各区に設置し
た、身近な相談窓口であるこども家庭相談課では、育児や子
育てに関するさまざまな相談を受け付けています。また、県
から市の機関になった児童相談所では、１８歳未満のすべての
子どもに関する不安や悩み、非行の問題など幅広い相談に応
じるとともに、それぞれの問題解決に必要な専門的な援助を
行っています。

ちょっと気になる そんなときは連絡を
　全国で子ども虐待に関する痛ましい事件が、連日のように
報道されています。子どもの様子などから、「虐待では？」
と思ったとき、また、虐待を発見したときには、各区のこど
も家庭相談課か児童相談所に連絡してください。
　深刻な状況になることを防ぐためには、早めの発見と対応
が必要になります。「もし、違っていたら？」と不安になる
必要はありません。連絡をした人が責任を問われることもあ
りませんので、ぜひ、ご協力をお願いします。

家庭で生活できない子どもたちのために
　さまざまな理
由によって家庭
で生活できない
子どもたちは、
一時保護を経て
児童養護施設や
里親のもとで生
活することにな
ります。
　少子化が進む
中で、こうした
子どもの数は、
年々増加してい
ます〈図参照〉。
　このため、市
では施設の設置
と、里親登録者
の拡大に取り組
んでいます。特に里親制度は、より家庭に近い生活の場とし
て必要とされていますが、養護を必要とする子どもの数に対
して、不足している状況です。里親になってくださる人や、
里親について知りたい人は、児童相談所か家庭養育支援セン
ターに相談してください。

子どもの最善の利益を守るために
　児童相談所では、「子どもの最善の利益」を守るために、
与えられた権限を行使し、子どもの安全確認、安全確保を最
優先した対応をとることもあります。
　子どもたちの健やかな成長や発達を保障していくため、市
民の皆さんの期待に応えられるよう、職員一同全力で取り組
んでいきます。
　皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

０ 

３５,０００ 

３６,０００ 

３７,０００ 

３８,０００ 

平成１７ （年度） 

（人） 

（千人） 

１８ １９ ２０ 

３６，１３０人 ３６，３０１人 

３６，８０５人 
３７，３１６人 

平成１７ （年度） １８ １９ ２０ 
０ 

２５，０００ 

２４，０００ 
２４，０９０千人 ２３，８５９千人 

２３，５７４千人 ２３，５７４千人 
２３，３３１千人 

２３，０００ 

２２，０００ 

総　数 

全国の子どもの動向 

施設や里親のもとで生活している数 

そそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそののののののののののののののののののののの２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２その２　身近な窓口でさまざまな子育て相談ができます

こども家庭相談課
こんな相談ができます

①子どもとその家庭、母子・父子家庭などの相談

　　育児やしつけなど子育てのさまざま
な相談、母子・父子家庭の生活一般に
関する相談や、母子・寡婦福祉資金の
貸し付けの相談などを受け付けます。
また、相談内容に応じて、専門的な相
談機関などを案内します。

②子どもの発達や障害についての相談と

療育支援

　　ことばや運動などの遅れ、落ち着き
がない、ほかの子とうまく遊べないなどの相談を受け付けます。また、年齢や
発達に応じたグループ支援、個別支援、リハビリテーション支援等を行います。

③保育所の入所相談、各種手当などの申請

　　保育所の入所相談や、子ども手当、児童扶養手当などの申請を受け付けます。

相談日時　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前８時３０分～午後５時
※発達や障害についての来所相談は予約が必要です。その他の来所相談も、でき
るだけ事前に電話してください。

相談先　各区のこども家庭相談課へ

南こども家庭相談課
南区相模大野６－２２－１
南保健福祉センター内

中央こども家庭相談課
中央区富士見６－１－１
ウェルネスさがみはら１階

緑こども家庭相談課
緑区橋本６－２－１
シティ・プラザ
はしもと内５階

1０４２－７０１－７７００1０４２－７６９－９２２１　　1０４２－７７５－８８１５　　①

1０４２－７０１－７７２７1０４２－７５６－８４２４※２1０４２－７８３－８１２９※１②

1０４２－７０１－７７２３1０４２－７６９－９２６７　　1０４２－７７５－８８１３　　③

※１相談先は、緑区久保沢２－２６－１　城山保健福祉センター１階
※２相談先は、中央区陽光台３－１９－２　陽光園内

そそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそののののののののののののののののののののの１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１その１　相談から支援まで切れ目ない迅速な対応になりました そそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそののののののののののののののののののののの４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４その４　家庭で生活できない子どもを育てます

里親制度
里親とは
　親の病気や離婚、虐待などさまざまな事情により、家庭
で生活できない子どもを里親家庭に迎え入れ、愛情と誠意
を持って子どもを育ててくれる人を里親と言います。里親
制度は、児童福祉法に基づいて、里親に子どもの養育をお
願いする制度です。　
　子どもの養育をお願いしている間は、定められた額の養
育に必要な経費が支払われます。何か困ったことがあれば、
児童相談所や家庭養育支援センターの職員が、いつでも相
談に応じるほか、都合により一時的に休むこともできます。

里親には次のような種類があります

○養育里親
　　保護者がいないなど、事情により保護者と一緒に暮らすことができない子どもを、
子どもの福祉を優先して養育する里親
○専門里親
　　虐待などで心身に影響を受けた子どもや、非行等の問題がある子ども、身体・知的・
精神障害のある子どもを養育する里親（養育里親の認定などが必要）
○親族里親
　　両親など、子どもを養育する人が死亡や行方不明などになり、その子どもの祖父母
など３親等以内の親族が養育する里親
○縁組里親
　　養子縁組をして養親になることを希望する里親

そそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそののののののののののののののののののののの３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３その３　より専門的な子育て相談ができます

児童相談所
児童相談所とは

　福祉や心理などの専門スタッフが、１８歳未満の子どもに関するさ
まざまな相談に応じ、必要な援助を行います。調査や心理検査、医
師による診察を行い、その結果から、子どもの育て方を話し合いま
す。また、必要に応じて、子どもを短期間、児童相談所で預かり、
生活指導や行動観察を行うほか、施設入所や里親委託を行います。

こんな相談ができます

○養護相談　保護者がいない・病気など、さまざまな事情で家庭で
育てることが難しい子どもに関する相談

○障害相談　肢体不自由や心身の発達が遅れていると思われる子ど
もに関する相談

○非行相談　乱暴、万引きなど、非行傾向のある子どもに関する相談
○育成相談　落ち着きがない、ほかの子とうまく遊べない、不登校

などの心配がある子どもに関する相談　

　このほか、子どもの一般的な健康管理に関する相談や、里親にな
りたい人の相談などに応じています。

相談先　児童相談所　 
中央区淵野辺２－７－２ 
1０４２－７３０－３５００

相談日時　月～金曜日（祝日、
年末年始を除く）午前
８時３０分～午後５時

※来所相談の場合は、できるだ
け事前に電話してください。

淵野辺駅 

淵野辺 
交差点 

大野北小 大野北中 

淵野辺小 

鹿沼台 
交差点 至古淵 

至橋本 

児童相談所 
文 文 

文 

子どもと家庭の相談・支援体制が充実子どもと家庭の相談・支援体制が充実

里親になって
市内在住　里親Ｓさん　

　里親生活２０年になろうとしています。多くの子どもたちと出会い、里親子の縁
を結んできました。里子が初めて我が家に来るときは、毎回とても不安で暗い表

情をしています。その子たちが、笑顔を見せ始め、わがままを言い出し、いつか、

いるのが自然の家族になっていきます。

　昨年、我が家に来た子が、今年来た年下の子に、そっと、「心配ないよ、ずー

っとここにいられるからね。」と話していました。年下の子は、少しホッとした

ようでしたが、本当にうれしかったのは、それを聞いていた私です。

　里親生活は、子どもたちだけでなく、私たち自身にも、多くの喜びを残してく

れます。孫のいる年になっても、お母さんと慕ってくれる小さな子たちに囲まれ

て、これ以上の幸せはないと思います。そして、子育て中に知り合った知人、友

人、温かい目で見てくれる近所の人たち、その人たちの優しさを感じとれること

は本当に喜びです。

　さて、今いるこの子たちは、どんな笑いと涙、そして、出会いを持ってきてく

れるでしょう。今から楽しみです。

乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設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整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画ががががががががががががががががががががががががががががが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乳児院・児童養護施設の整備計画がある

社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社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福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人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連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連連絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡ししししししししししししししししししししししししししししし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だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだださささささささささささささささささささささささささささささ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社会福祉法人は連絡してください

　市では、保護が必要な子どもを適切に支援する児童福祉

施設を確保するため、乳児院・児童養護施設の整備に関す

る事前相談を行っています。

　市内に施設を整備する計画がある社会福祉法人は、こど

も青少年課に連絡してください。

通告（相談）窓口

緑こども家庭相談課　1０４２－７７５－８８１５
中央こども家庭相談課　1０４２－７６９－９２２１
南こども家庭相談課　1０４２－７０１－７７００
児　童　相　談　所　1０４２－７３０－３５００

24時間通告（相談）窓口

こ ど も 虐 待１１０番　1０４２－７３０－３５１１
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  小学生講座  

プチロボで競争しよう  相模原大会
　自分で作ったプチロボットを操縦して競争します。
日　時　６月１９日（土）午前１０時～午後４時
会　場　青少年学習センター
対　象　市内在住か在学の小学校３～６年生
定　員　２０人（抽選）
費　用　１，０５０円（材料費）　※昼食は各自持参
申し込み　往復はがきに（１枚で１人まで）住

所、氏名（ふりがな）、学年、電話番号
を書いて、６月５日（必着）までに同セ
ンター（〒２５２－０２０７　中央区矢部新町
３－１５　1０４２－７５１－００９１）へ

ふれあい体験学習 希望の村
　体験学習を通して人とふれあい、集団への適応力を高めます。
日　時　６月１９日（土）午前１０時～午後４時
会　場　相模川ビレッジ若あゆ
対　象　市内在住・在学の不登校や登校しぶりの小・中学生とその保護者
定　員　６０人（申込順）
費　用　５００円（昼食代）
申し込み　電話で５月１７日～６月４日に青少年相談センター（1０４２－７６９－

８２８５）へ

視聴覚ライブラリーの催し
相模原なつかし映画館
　昭和に制作された市勢映画などを上映します。
日　時　６月１１日（金）午後２時～４時
上映作品　「読売国際ニュース（昭和３０年代）」「映像でつづる昭和史　

昭和１６年～２０年」「私たちの郷土相模原・地理編」、昭和５８年度 
文化財記録映画「さがみはらの養蚕」「上溝祭典ノ部（昭和１６年）」

お楽しみ時代劇鑑賞会
日　時　６月１２日（土）午前１０時３０分～１１時１５分
上映作品　風間杜夫主演の「銭形平次」第２話「涙は無月・忍術父娘」

月例子ども映画会
日にち　６月１２日（土）
時　間　午後２時～３時３０分
上映作品　「ちびまる子ちゃんツバメよ来い来

い」「ぶんぶくちゃがま」「こびととい
もむし」「プーさんと虎」

※幼児は保護者同伴

対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　各１８０人（先着順）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　視聴覚ライブラリー　1０４２－７５３－２４０１

キャプション

会場
市立図書館（鹿沼台）

旧石器ハテナ館　体験教室

弓矢を作って遊ぼう！
　竹で弓矢を作ります。弓矢が完成したら実
際に的当てをして、古代の狩猟について学び
ます。
日　時　６月６日（日）午後２時～４時
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

あじさい（高齢者）大学 学生を再募集
会　場時　間曜　日内　容学　科

青少年学習センター
午前９時４５分
　～１１時４５分月曜日

詩吟の基礎と実習詩　吟

麻布大学家畜・動物学から
学ぶもの教　養

あじさい会館午後１時３０分
　～３時３０分火曜日短歌の鑑賞と実習文　芸

受講期間　５月下旬～平成２３年２月ごろ〈全２４回〉
対　象　市内在住の６０歳以上の人＝各若干名（申込順）
費　用　各６，０００円（教材費は別）
申し込み　電話で５月１７日から高齢者福祉課（1０４２－７６９－９２３１）へ

 古典を学ぶ講座
「徒然草」をのぞいてみる〈全４回〉

日にち　６月９日～３０日の毎週水曜日
時　間　午後６時３０分～８時３０分
会　場　サン・エールさがみはら
定　員　２０人（抽選）
費　用　５００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号を書いて、５月２４日（必着）

までに同所（〒２５２－０１３１　緑区西橋本５－４－２０　1０４２－７７５－
５６６５）へ

図 書 館 は 情 報 玉 手 箱 ！

　起業など豊富な経験を持つＮＰＯ法

人のカウンセラーが、起業をめざす人

にアドバイスします。

日にち　６月５日（土）

時　間　午前１０時・１１時３０分

　　　　午後２時・３時３０分

対　象　趣味や特技、経験を生かして

起業などを考えている人

定　員　各１人（申込順）

申し込み　直接か電話で橋本図書館

（1０４２－７７０－６６００）へ

橋本図書館のビジネス支援

相模大野図書館で
出張カウンセリングを実施！

橋本図書館
布えほん展
　手作りの布えほんや布おもちゃの展示と、お
はなし会

会　場　①同図書館　録音図書コーナー
　　　　②ミウィ橋本５階コミュニティルーム
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
橋本図書館　1０４２－７７０－６６００

時　間
日にち

②おはなし会①展　示

午後２時
午後１時　　　
　　～４時３０分

５月２２日（土）

午前１１時
午後２時

午前１０時　　　
　　～午後４時

　　２３日（日）

おはなし地球儀～絵本は世界のパスポート～
　フィリピンの本の読み聞かせと、子どもたちの様子や
文化などを紹介します。
日　時　５月２９日（土）午後２時～３時
対　象　小学生＝４０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

図書館活用講座
「これでスッキリあなたのお 家  

うち

～ものの整理は心の整理～」

　家の中を整理整とんするために役立つ資料を紹介します。
日　時　６月３日（木）午前１０時～正午
定　員　３０人（申込順）
申し込み　直接か電話で同図書館へ

お問い合わせ　相模大野図書館　1０４２－７４９－２２４４

相模大野図書館

○C 北星株式会社

さがみはらの養蚕 上溝祭典ノ部



22 (2010) .5.15 ���No.1193

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/

みんなで歩こう！〈小雨決行〉
■拝島大師と多摩川〈１６㎞〉
日にち　５月１８日（火）
集　合　午前９時２０分までにＪＲ・西武拝島駅北口
解　散　午後２時３０分ごろ同駅
費　用　５００円

■ウオーキング教室（エンジョイウオーク）〈１０㎞〉
日にち　５月２０日（木）
集　合　午前９時２０分までに橋本駅北口
解　散　午後２時ごろ同駅　　費　用　２００円

■清流・相模川〈①４０㎞・②２０㎞・③１０㎞〉
日にち　５月３０日（日）
集　合　①午前８時までに橋本駅北口、②③午前９

時までに橋本駅南口
解　散　午後４時ごろ同駅　　費　用　各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

市体育協会からのお知らせ

市内スポーツ大会を観戦してスタンプを
集めよう！
　対象のスポーツ大会を観戦し、スタンプを３個以
上集めて、１０月１１日（祝）のスポーツフェスティバ
ルに持参すると、記念品をプレゼントします。
※対象のスポーツ大会など詳しくは、市体育協会ホ
ームページをご覧ください。

市民選手権大会
■ボウリング
日　時　６月６日（日）午前８時３０分
会　場　相模ファーストレーン
種　別　①一般の部（男女別で年代別）②ジュニア

の部（小・中学生、高校生の男女別）
費　用　①１，５００円②１，０００円
申し込み　直接、５月２９日までに市内の各ボウリン

グ場へ

■弓道
日　時　６月１３日（日）午前９時３０分
会　場　北総合体育館
申し込み　電話で５月２９日までに市体育協会へ

■サッカー（小学生）
日　時　６月２０日（日）～７月４日（日）午前９時
会　場　相模原麻溝公園競技場ほか
申し込み　市体育協会にある申込用紙を５月２３日ま

でに同協会へ

■水泳（一般・高校生・中学生）
日　時　７月４日（日）午前９時
会　場　さがみはらグリーンプール
申し込み　市体育協会にある申込用紙を６月６日ま

でに同協会へ

新譜盆踊り普及講習会
日　時　５月１９日（水）午後１時３０分～４時３０分
会　場　市体育館（市役所前）　費　用　５００円
※希望者は直接会場へ

初心者弓道教室〈全１０回〉
日にち　６月２日～８月４日の毎週水曜日
時　間　午後７時～９時
会　場　市体育館（市役所前）　費　用　５，０００円
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人＝２５人（申

込順）
申し込み　電話で５月２８日までに市体育協会へ

かながわペタンク祭
日　時　６月１３日（日）午前８時３０分～午後３時３０分
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
費　用　大人５００円、小学生～高校生１００円、未就学

児無料
※希望者は直接会場へ

水泳脂肪燃焼教室〈全３回〉
　腰まわりの運動をして、ウエストの引
き締めをめざします。
日にち　６月９日～２３日の毎週水曜日
時　間　午後１時～２時
対　象　１８歳以上の人　
定　員　４０人（申込順）
費　用　１，５００円

市民健康文化センター
親子水泳教室〈全３回〉
　親子で水泳を楽しみます。

日にち　６月１２日～２６日の毎週土曜日

時　間　午前１０時～１１時

対　象　小学校１～４年生の子どもとその保護者

定　員　１５組（申込順）

費　用　２，０００円

申し込み　直接か電話で同センター（1０４２－７４７－３７７６）へ

午後の水泳〈全８回〉
　ゆっくりとした水中運動や水泳動作を行い
ます。
日にち　６月４日（金）・７日（月）・９日（水）・

１６日（水）・１８日（金）・２１日（月）・２３日
（水）・２５日（金）

時　間　午後１時３０分～２時３０分
対　象　６０歳以上の人
定　員　２０人（申込順）
費　用　５，０００円

はじめてのビーズアクセサリー講座
　ビーズで星型のストラップを作ります。
日にち　６月１２日（土）
時　間　午前１０時～正午
対　象　小学生以上の人
※小学校１～３年生は保護者同伴
定　員　２０人（申込順）
費　用　１，０００円

フォームチェック〈全４回〉
　泳ぎを水中カメラでチェックし、指導しま
す。
日にち　６月７日（月）・２１日（月）、７月５日

（月）・１９日（祝）
時　間　午後６時～７時３０分
対　象　１８歳以上の人
定　員　２０人（申込順）
費　用　２，５００円

健康講座
　簡単な運動を行い、運動不足を解消しま
す。
日　時　６月７日（月）午前１１時～正午
対　象　６０歳以上の人
定　員　２０人（申込順）
費　用　２００円（６５歳以上の人・障害者は無料）

無料開放
日　時　５月２３日（日）午前９時～午後９時３０分

さがみはらグリーンプール

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

④キッズ水泳教室〈全５回〉
　参加者のレベルにあわせたクラス編成で指
導します。
日にち　６月２１日（月）～２５日（金）
時　間　午後３時３０分～５時
対　象　４歳以上の未就学児
※保護者の送迎が必要
定　員　３０人（抽選）
費　用　３，５００円

②日赤水上安全法講習会〈全４回〉
　人命救助と水の事故防止についての知識や
技術を学びます。
日にち　６月１５日（火）～１８日（金）
時　間　午前９時～午後５時３０分
対　象　県内在住の１８歳以上の人で、クロー

ル・平泳ぎともに５００ｍ以上泳げる人
定　員　３０人（申込順）
費　用　３，５００円　

銀河アリーナ
①初級水泳教室〈全１０回〉
　参加者のレベルにあわせたクラス編成で、
水泳の基礎的な技術を学びます。
日にち　６月１４日～８月１６日の毎週月曜日
時　間　午前１０時～正午
対　象　１６歳以上の人
定　員　６０人（抽選）
費　用　４，０００円

③アクアビクス教室〈全１０回〉
　プールに入り、音楽にあわせて有酸素運動
をします。
日にち　６月１６日～８月１８日の毎週水曜日
時　間　午後１時３０分～３時
対　象　１８歳以上の人
定　員　２０人（抽選）
費　用　４，５００円

申し込み　①③④往復はがきに、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、教室名を
書いて５月３１日（必着）までに、②直接か電話で、６月１０日までに、同アリーナ
（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６　1０４２－７７６－５３１１）へ

みんなの
スポ・レク情報 運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動しししししししししししししししししししししししててててててててててててててててててててててて 毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日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！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！運動して 毎日健康！
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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 

イベント 

掲載の申込方法は毎月１日号でお知らせします

募　　集 

ドリームジャンボ宝くじ

６月４日まで販売

　市内で購入された宝くじの収益
金の一部は、本市のさまざまな事
業の財源になります。ぜひ、市内の
宝くじ売場でお買い求めください。
問財務課

市営住宅入居者募集のしおり配布

日６月１日（火）～１５日（火）
配布場所　住宅課、緑・南区役所、
各まちづくりセンター・出張所・
連絡所など
申６月２日（水）～１５日（火）
※募集する住宅など詳しくは、本
紙６月１日号でお知らせします。
問コールセンター（1０４２－７７０－
７７７７）

市政に関する世論調査に

ご協力を

　５月下旬に市内在住の２０歳以上
の３，０００人を無作為に抽出し、調
査票を郵送します。対象者になっ
た人はご協力をお願いします。
問広聴広報課

都市計画素案の縦覧と

公聴会の公述申し出・傍聴

　津久井都市計画道路（３・３・
１号城山津久井線）の変更
素案の縦覧・公述申し出　５月１７
日～３１日に、直接、都市計画課へ
公聴会
日時７月７日（水）午後７時
会津久井中央公民館
公述人資格　市内在住の人と同案
に利害関係のある人（法人を含む）
定１０人程度（抽選）
※傍聴希望者は直接会場へ。公述
申し出がない場合は中止します。
問都市計画課

生産緑地地区追加指定の

相談と受付

対市街化区域内に農地を所有して
いる人
　随時受け付けていますが、今年
度の追加指定を希望する人は、直
接６月１８日までに都市計画課（1 

０４２－７６９－８２４７）へ

子犬・子猫の譲渡会と

犬のしつけ相談

日６月６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
※当日愛犬は同伴不可
問市獣医師会譲渡会事務局（若草
どうぶつ病院　1０４２－７４３－３８７３）
か生活衛生課

市民・行政協働運営型

市民ファンド「ゆめの芽」

平成２１年度事業報告会

日６月１２日（土）
時午後１時３０分～３時３０分
会けやき会館　定８０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同事務局（相模原法律事務所内　
1０４２－７５２－０８８５）

相模・道志・城山ダムの

洪水対応演習

　スピーカー放送、サイレンの吹
鳴、電光表示板の点灯など
※洪水演習に伴うダムゲートから
の放流は行いません。
日５月１９日（水）
時午前９時３０分～午後４時３０分
問県企業庁相模川水系ダム管理事
務所（1０４２－７８２－２８３１）

市路上違反広告物追放推進員

　路上違反広告物（はり紙 ･はり
札等）の除却やパトロールを行う
ボランティア
活動期間　８月～平成２４年７月で、
昼間月１回程度の活動を予定

対市内在住か在勤の１８歳以上の人
で２人以上のグループ＝４０人程度
（申込順）
申直接か電話で、５月１７日から道
路管理課（1０４２－７６９－８２６２）へ

市立緑第一障害者地域活動支援

センターの指定管理者

指定期間　平成２３年４月１日～２６
年３月３１日
※申請資格など詳しくは募集要項
をご覧になるか、お問い合わせく
ださい。
募集要項の配布　５月２５日～６月
２５日に障害福祉課
※市ホームページの 市政情報 →
市政運営 → 指定管理者制度 か
らもダウンロード可
申募集要項に付いている申請書な
どを、７月２０日～８月２０日に、障
害福祉課（1０４２－７６９－８３５５）へ

 国  際  化  推  進  事 
こく さい か すい しん じ

 業 
ぎょう

を 支  援 
し えん

　 市  民  団 体
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   が 国 際
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さい か すす

に 実 施
じっ し

   する 事 業
じ

   
ぎょう

に 支 援
し えん

    金 を 交  付 
きん こう ふ

申 渉 
しょう

 外  課 にある申
がい か しん

    請  書 を 同  課 （1
せい しょ どう か

０４２－７６９－８２０７）へ

大野南地域包括支援センターの

①職員②非常勤職員

勤務　①週５日で午前８時３０分～
午後５時３０分②週３日で２０時間
対社会福祉士か介護支援専門員、
保健師のいずれかの資格がある人
＝①２人②１人
申５月１７日から電話連絡の上、履
歴書を直接同センター（1０４２－
７６６－１７００）へ 
※受付時に簡単な面接を実施

保育所保育料収納推進員

　保育料の徴収と関連事務
勤務　月８日間で、午後３時～７
時か、午後４時～８時
賃金　月額３万８，４００円

対市内在住で、普通自動車運転免
許がある市税等の滞納がない人
定１人
申電話で５月１７日～３１日に保育課
（1０４２－７６９－８３４１）へ
※後日面接あり

南保健福祉センターの

非常勤看護師

　運動機能向上事業参加者の健康
管理など
勤務　偶数月の毎週火曜日で午前
８時３０分～正午と、毎週水曜日の
午後１時～４時
賃金　時給１，２７０円
対看護師資格があり８月から勤務
できる人＝若干名
申電話で５月１７日～３１日に介護予
防推進課（1０４２－７６９－９２４９）へ
※面接時に履歴書（写真 貼  付 ）と

ちょう ふ

看護師免許の写しを持参

「カルチャー＆アート

フェスティバル」津久井大会

　城山・津久井・相模湖・藤野地
区の文化団体を中心とした展示、
芸能発表など
日５月２１日（金）～２３日（日）
時午前１０時～午後８時
会県立相模湖交流センター
問文化振興課

弦楽四重奏コンサート

日時５月２３日（日）午前１０時・１１時
会古民家園（相模川自然の村公園
内）
定各４０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問文化財保護課

市民交響楽団定期演奏会

　ドボルジャーク作曲「交響曲第
８番ト長調作品８８」ほか
日時６月２７日（日）午後２時
会グリーンホール相模大野
費１，０００円（６５歳以上・高校生以下・
障害者手帳を持っている人は無料。
小学生以外は要証明書）
※チケットMove（1０４２－７４２－
９９９９）ほかで販売
問同実行委員の福西さん（1０９０－
６５１８－９２８６）
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　　　　　　　　　　　▼混声合唱団あんさんぶるカ　
　　　　　　　　　　　ノン定期演奏会　５月１６日
（日）午後２時、 杜 のホールはしもと　�問 宮下（1０９０－

もり

４５２８－７２８５）
▼ばら祭　１００種類以上のばらを公開します。５月２２日
（土）午前１０時～午後３時、相模台クリニック（座間
市相模が丘）　�問 同クリニック（1０４６－２５６－３３００）
▼混声合唱団はしもとカンマーコール定期演奏会　５
月２２日（土）午後２時、杜のホールはしもと。入場料
５００円　�問 高橋（1０４２－７５４－８４６８）
▼講演「ホントの強い子を育てる」～現代の子育てに大
切な“５つのポイント”～　６月４日（金）午前１０時～
１１時３０分、市民会館第１大会議室。定員１００人（申込順）。
保育あり（定員２５人、要予約）。費用３００円。対象は中
学生以下の子どもを持つ母親　�申 電話か、ファクスに
氏名、電話番号、保育の有無（有の場合は子どもの氏

名と年齢）を書いて 都 崎   （16０４２－７５８－０６５３）へ
つ ざき

▼やまびこ工房地域交流バザー　６月６日（日）午前１０時
～午後２時、やまびこ工房　�問 中島（1０４２－７６０－１０３３）
　　　　　　会費などは個別にお問い合わせください。
　　　　　　▼エアロビクス　毎週金曜日午前１０時、
上溝公民館ほか。見学・体験可　�問 宮本（1０４２－７１４
－３５５３）
▼女声コーラス　毎週木曜日午前１０時、橋本公民館ほ
か。初心者歓迎、幼児同伴可　�問 斎藤（1０４２－７１２－４９９２）
▼弦楽合奏　毎月第２・第４日曜日午後５時、青少年
学習センターほか　�問 山口（1０９０－７０１９－９３２９）
▼ハーブとアロマを楽しむ　水～金・日曜日いずれか月
１回、相模大野周辺ほか　�問 中山（1０４２－７６５－５１３１）
▼絵手紙　毎月第３金曜日午後１時３０分、橋本公民館。
初心者歓迎、見学可　�問 鈴木（1０４２－７７３－１５４７）
▼ズンバ（ダンスエクササイズ）　毎週木曜日午後１
時４５分、総合体育館ほか。初心者歓迎、体験あり　�問 
麻生（1０４２－７４７－８０８０）

▼健康体操　毎週木曜日午後６時３０分、サン・エール
さがみはら　�問 厚海（1０４２－７３３－６１８０）
▼社交ダンス　毎週水曜日午前９時、中央公民館ほか。
初心者歓迎　�問 吉岡（1０８０－５６８３－４２６０）
▼空手道　毎週火曜日午後６時３０分＝青葉小学校、毎
週土曜日午後５時１５分＝陽光台小学校ほか　�問 斉藤
（1０４２－７５８－９５９７）
▼テコンドー　毎週土曜日午後７時＝けやき体育館、
毎週日曜日午後６時＝サン・エールさがみはら。体験
あり　�問 佐藤（1０９０－９１０５－１１２８）
　　　　　　▼フリーマーケット出店者　５月３０日
　　　　　　（日）雨天時６月６日（日）午前１０時～
午後２時３０分、島忠ホームズ相模原店屋上（南区古淵
２丁目）。定員８０組（申込順）。参加費３，０００円　�申 電
話で竹部（1０４５－５６５－２２２７）へ。（リサイクル運動
推進事業協会のホームページからも申込可）

募 集

仲 間

催 し
費用の記載がない
場合は無料です。
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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。

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。

講演・講座 

固定資産税・都市計画税　第１期
軽自動車税

納期限　５月３１日（月）

コンビニエンスストア
でも納付できます　　

納税は便利な口座振替で
申金融機関の窓口へ

相模川ふれあい科学館

特別展「プクぷくフグ展」

　ハリセンボン、コンゴウフグな
どフグの仲間を展示
日６月３０日（水）まで
時午前９時３０分～午後４時３０分
休館日　月曜日（祝日の場合は翌
日）
入館料　大人３００円、小・中学生
１００円、６５歳以上の人１５０円
問同館（1０４２－７６２－２１１０）

土曜コンサート

「リコーダー&歌声喫茶風音楽」

日時５月２２日（土）午後５時３０分
会サン・エールさがみはら
定２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同所（1０４２－７７５－５６６５）

あじさい油絵会　合同展

日５月２７日（木）～６月１日（火）
時午前１０時～午後５時（５月２７日
は正午から、６月１日は午後４時
まで）
会相模原市民ギャラリー
問同会代表の渡邊さん（1０４２－
７５５－０５２１）

ソレイユさがみの催し

であいのサロン
　おしゃべりの中から自分らしい
生き方をみつける場
日６月１４日（月）
時午前１０時～正午
定３０人（申込順）
からだの調子を整える野菜たっぷ
りクッキング
日６月１９日（土）
時午前１０時～午後１時
定３０人（申込順）
費５５０円（材料費）
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６月２１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＝７組（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、ソレ
イユさがみ（1０４２－７７５－１７７５
　6０４２－７７５－１７７６）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り（要予約）

県立相模原公園の催し

｢ ハーブの楽しみ方 ｣体験教室
　ハーブの植え付け管理など
日６月２０日（日）
時午後１時３０分～３時３０分
定４０人（申込順）
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
マンスリーコンサート
　フルート＆チェンバロコンサー
ト
日５月１６日（日）
時午後１時３０分・２時３０分
アトリエMIO「押し花の彩り」展
日５月２５日（火）～６月６日（日）
時午前９時３０分～午後４時
押し花体験教室
日６月６日（日）
時午前１１時～午後２時
定５０人（先着順）
費５００円
※希望者は直接会場へ
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

さがみはら 国  際  交 流
こく さい こう

   ラウンジ
りゅう

ハローインターナショナルサロン
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せ かい

 料 
りょう

 理 教
り

   室
きょう

   」
しつ

　 韓  国 、スペイン、
かん こく

 中 
ちゅう

 国 、ネパー
ごく

ル、ブラジル 料 
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り

 調 
ちょう

 理 、 会 
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 食 、
しょく

懇
こん

    談 など
だん

日５月   ３０ 日 （ 日 ）
がつ にち にち

時 午 前   １０ 時 ～午   後   ２
ご ぜん じ ご ご

 時 ３０ 分 
じ ぷん

会ソレイユさがみ
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し ない ざい

 住 
じゅう
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   の中
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   学
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 以  上 の 人 ＝２５ 人 （ 申 込
い じょう ひと にん もうし

   
こみ

 順 ）
じゅん

費８００ 円 
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申 直 
ちょく

 接 か電
せつ でん

    話 で 同 ラウンジ（1０４２
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－７５０－４１５０）へ

社交ダンス初心者講習会

〈全８回〉

日６月５日～７月２４日の毎週土曜
日

時午後１時～２時３０分
会市体育館（市役所前）ほか
定５０人（申込順）　費２，０００円
申電話で市ダンス協会の小川さん
（1０９０－８０１７－４０５６）へ

家族セミナー

子どもの自立と就職に向けて

〈全３回〉

　ニートやひきこもりなど自立が
困難な若者の家族に向けた、セミ
ナーと個別カウンセリング
日５月２２日、６月５日・１９日の土
曜日
時午前１０時～正午
会サン・エールさがみはら
定３０人（申込順）
申電話で５月２１日までにさがみは
ら若者サポートステーション
（1０４２－７０３－３８６１）へ

家庭倫理講演会　「ありがとうの

一言が家庭を変える」

日５月３０日（日）
時午前１０時～１１時４０分
会あじさい会館
費１，０００円
※希望者は直接会場へ
問家庭倫理の会相模原市の佐藤さ
ん（1０４２－７５６－６４３２）
※保育あり

県立相模湖漕艇場のボート教室

　ボートの基礎知識と実技
日５月３０日（日）
時午前９時～午後３時
対県内在住か在勤・在学の小学校
５年生以上の人＝３０人（申込順）
費５００円
申ファクスに、住所、氏名、年齢、
性別、電話番号、「ボート教室
（５月３０日）」と書いて、５月２５
日までに、同漕艇場（1０４２－６８４
－２３３９　6０４２－６８４－４０２０）へ

生き生き健康体操教室〈全４回〉

　ウオーキングや軽い筋力トレー
ニングなど
日６月４日～２５日の毎週金曜日
時午前１０時～１１時３０分
会新磯ふれあいセンター
対６０歳以上の人＝１５人（申込順）
費１，６００円
申直接か電話で、同センター（1 

０４６－２５５－１３１１）へ

絵手紙教室〈全４回〉

　野菜や花などを描きます。
日６月８日～２９日の毎週火曜日
時午後１時３０分～４時
会相模の大凧センター
対６０歳以上の人＝１５人（申込順）
費１，６００円
申直接か電話で、同センター（1 

０４６－２５５－１３１１）へ

マンションの

新しい大規模修繕の事例

日５月２９日（土）
時午後１時３０分～４時
会市民会館
定６０人（申込順）
申電話で相模原マンション管理組
合ネットワーク（1０４２－８５５－
０５５５）へ

創業塾　これから起業（創業）を

めざす方のためのセミナー

〈全５回〉

日６月１２日～７月１７日の毎週土曜
日（７月１０日を除く）
時午前９時３０分～午後４時３０分
会産業会館
定４０人（申込順）
費５，０００円
申直接か電話、Eメールで相模原
商工会議所（1０４２－７５３－８１３５　Ｅ
keieisien@ssp２１.or.jp）へ

パソコン研修６月コース

　電子メール・デジカメ各入門（各
３時間４，０００円）、ウィンドウズ基
礎、ワード・エクセル各基礎（各
６時間８，０００円）、ホームページ作
成（１２時間１万５，０００円）など
会産業会館
定各１０～１５人（申込順）
申電話かインターネットで同館
（1０４２－７５３－８１３３　HPhttp:// 
www.sankai０６.jp/）へ
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● 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 １７４，５８８ 

６９，２４１ 世帯数 世帯 

区の人口・世帯 

男 ８８，５９８/ 女 ８５，９９０ 

平成２２年４月１日現在（　）は前月との増減 
（９９増） 

（１９６減） 

保健師・社会福祉職による
精神保健相談のお知らせ

　精神保健に関する相談（社会復帰・生活上の問題など）に保健師や社
会福祉職が応じます。

※祝日は除きます。

※緑障害福祉相談課と津久井保健福祉課では、随時相談に応じています
（土・日曜日、祝日を除く午前９時～午後５時）。

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

木造住宅の耐震巡回相談
　建物の耐震に関することで疑問があれば、ぜひ相談してください。
日　時　５月２６日（水）午後１時～４時　　会　場　城山公民館
※希望者は直接会場へ。建物の図面があれば当日持参してください。

お問い合わせ　建築指導課　1０４２－７６９－８２５２

ふれあいウオーク＆クッキング
　野外炊事やものづくり体験などを通して、協調性や思いやりなどを学びます。
日　時　６月１３日（日）午前８時４５分～午後３時
コース　城山総合事務所～相模川ビレッジ若あゆ
対　象　市内在住か在勤、在学の人で、子どもを含んだグループ（小学生だ

けの場合は高学年の人を含めること）
定　員　８０人（申込順）　　費　用　３００円
申し込み　城山保健福祉課にある申込用紙に費用を添えて、５月２８日までに

直接同課へ

お問い合わせ　城山保健福祉課　1０４２－７８３－８１３５

　この４月に緑区大島の「相模川ビレッジ若あゆ」に次いで、市内２か所目となる体験学
習施設「ふじの体験の森やませみ」が緑区澤井にオープンしました。
　やませみは、廃校になった旧沢井小学校を改修したもので、地域の皆さんの協力によっ
て、郷土料理作りや、自然あそびなどのプログラムが体験できるようになりました。地域
の皆さんの思いがつまったこの施設で、大切な思い出をつくってみませんか。

時　間日にち会　場

午後１時～４時
火曜日

城山保健福祉課（城山保健福祉センター）
藤野保健福祉課（藤野総合事務所）

水曜日相模湖保健福祉課（相模湖総合事務所）

　「地元の野菜やゆずなどの特産品を使って、郷土料理を
伝えたい」と意気込むのは、活動協力者で、地元澤井在住
の森川富子さん。
　澤井地区では、畑仕事の合間のおやつを『おこじゅう』
と呼びました。『おこじゅう』では、ホットケーキのよう
な生地に砂糖じょうゆなどをつけて食べる『おたらし』が
よく食べられていました。

　森川さんは、子どもたちに、おたらしづくりを通して、
地元の料理や昔の暮らしぶりなどを伝えたいといいます。
また、「覚えたことを家でも挑戦すれば、親子のふれあい
につながるのでは」と期待を寄せています。
　「やませみで学んだ子どもたちが大人になり、やませみ
での体験を仲間や家族に話しながら、ハイキングに来てく
れたらうれしい」と声を弾ませています。

　活動協力者として若あゆで活躍する佐藤
輝美さんは、「子どものころにおばあちゃ
んと楽しく草だんごを作った思い出が活動
のきっかけです」「昔の知恵を子どもたち
に体験してもらいたい」と話しています。
　「子どもたちに地元の食文化を通して、
多くのことに気づいてもらいたい。子ども
たちとふれあうことで、子どもたちから多
くのエネルギーをもらい、楽しく活動して
います」と笑顔で語っています。
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● ふじの体験の森やませみ利用案内 ●

利用できる団体
　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
※予約方法など詳しくは、お問
い合わせいただくか、市ホー
ムページの　施設一覧　→　施
設予約案内　をご覧ください。

お問い合わせ　ふじの体験の森やませみ　1０４２－６８６－６０２５
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中央自動車道 
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藤野総合事務所前 相模湖インター入口 

ふじの体験の森やませみ 
緑区澤井９３６－１ 
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相模川ビレッジ若あゆ
活動協力者　佐藤輝美さん

活動の様子
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