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潤水都市 さがみはら 
じゅん すい と し 

広報さがみはら号外を発行します 
～シティセールス特集～ 

夢と希望をありがとう　はやぶさ 

後期高齢者医療制度 ２２年度保険料額のお知らせ 3
市民文化祭～作品・出演者を募集～ 4
さがみ風っ子教師塾 第２期生を募集 6

　発行日　７月１０日（土） 
　本市の魅力を市内外に発信していくことを目的に
策定された、「シティセールス推進指針」の内容を
お知らせし、ご意見・ご提案をいただきます。 

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００ 

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

 今号の主な内容 L I N E U P

　中央区由野台のＪＡＸＡ相模原キャンパスからの
指令を受けながら、小惑星イトカワへの往復６０億㎞
もの長旅を終えて帰ってきた小惑星探査機「はやぶ
さ」。いくつもの困難を乗り越えて任務を成し遂げ
た姿は、多くの市民に夢と希望を与えてくれました。 

お問い合わせ　渉外課　1０４２－７６９－８２０７ 

夏の図書館へ行こう�7

小惑星イトカワに向かう 
「はやぶさ」（提供　池下章裕） 

「はやぶさ」のカプセルが６月１８日未明、市も出迎える 
中、ＪＡＸＡ相模原キャンパスに到着 

6月1日現在（　）は前月との増減 

人 口  713,918　（33増） 
男  360,616/女  353,302

世 帯  300,764　（182増） 

市の人口・世帯 
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　平成２４年度に開設予定の、さがみ縦貫道路（仮称）相模原インターチェンジ（以下、
ＩＣ）周辺の当麻地区と麻溝台・新磯野地区、（仮称）城山ＩＣ周辺の川尻大島界地
区と金原地区。これらの地区では、産業用地の創出や環境に配慮した住宅地の整備
等を目的とした土地区画整理事業などにより、新たな拠点整備に向けた取り組みを
進めています。
　さがみ縦貫道路の整備に伴い、市では産業を中心とする新たな都市づくりの拠点
を形成し、市の活力を高めるとともに、相模川や相模湖、津久井湖、宮ヶ瀬湖など
の豊富な自然を生かした環境と共生する都市づくりを進め、首都圏南西部における
広域的な交流拠点都市として、さらなる発展をめざします。

各地区の事業概要などについては、２㌻をご覧ください。

お問い合わせ　拠点整備課　1０４２－７６９－９２５４

● さがみ縦貫道路の整備工事の状況 ●

橋本・八王子方面

厚木方面

国
道

号
１２９

拠点整備後の当麻地区イメージ

お問い合わせ　土木政策課　1０４２－７６９－８３７３
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　（仮称）相模原ＩＣ周辺では、相模川渡河橋上
部工が完成し、国道１２９号との接続ランプ下部工
事を行っています。
　（仮称）城山ＩＣ周辺では、ＩＣ周辺地区で下
部工事や地盤改良工事などを行っています。
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住居系土地利用

住居系土地利用
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（仮称）相模原ＩＣ
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　（仮称）相模原ＩＣ周辺の当麻地区と麻溝台・新磯
野地区、（仮称）城山ＩＣ周辺の川尻大島界地区では、
産業を中心に複数の都市機能を持つ環境と共生した
新たな都市づくりの拠点の形成を進めています。
　また、（仮称）城山ＩＣ周辺の金原地区では、将来の
土地利用のあり方などについて検討しています。

　当麻地区は、相模川沿いの当麻地区、地区中央の市場地区、北
側上段部の塩田原地区の３つの地区からなります。平成２４年度に
予定している（仮称）相模原ＩＣの開設に合わせて、活力ある新た
な拠点としての土地利用を図る産業系エリアや、無量光寺の門前
町としての歴史的なまちなみを生かす住居系エリアを中心に、八
瀬川周辺などの豊かな自然環境と共生した環境にやさしいまちづ
くりを進めています。
　２１年度は、自治会や地権者約４００人の代表などで構成する２つの
まちづくり組合設立準備委員会が発足し、住民主体でまちづくり
を精力的に取り組む体制が整いました。また、市では今年４月に
当麻地区拠点整備事務所を区域内に開設し、住民の皆さんの取り
組みを身近な場所で支援しています。

明日を担う世代のためのまちづくり
当麻地区まちづくり組合設立準備委員会　会長　本多展克さん

　ＩＣの開設が目前に迫る中、計画的にまちづくり
を進める必要性を強く感じています。当麻地区では、
早期に土地活用ができる産業系エリアと、歴史ある
まちなみを生かすために時間をかけて整備する住居
系エリアとに分けて整備するなど、地域の実情に合
わせて進めていくことが必要です。当麻地区は、歴
史的なまちなみや豊かな自然にあふれ、子どもを育
てる環境にとても恵まれています。明日を担う世代

のためにも、住民の意見をしっかりとまとめ、住民が一丸となったまちづ
くりをめざしていきたいと考えています。

住民の皆さんと力を合わせたまちづくり
　市場地区まちづくり組合設立準備委員会

　会長　萩原　正さん

　市場地区のまちづくりについては、区域が広く
地権者も多いことから、これまでなかなか話し合
いが進みませんでした。しかし、ＩＣの開設を控
え、今回が最後のチャンスであることが住民全体
に理解され、準備委員会を結成することができました。市場地区は、地区
の東西を流れる八瀬川や斜面緑地など、豊かな自然環境に恵まれた住環境
の大変良い地区です。この豊かな環境を残しつつ、子や孫に誇れるような
地区をめざして、住民の皆さんと話し合いながら、力を合わせてまちづく
りに取り組んでいきたいと考えています。

　金原地区は、（仮称）城山ＩＣ開設と津久井広域道路の整備により交通利便性が飛躍的に向上する
ため、立地特性を生かした新たな産業拠点として、地域の発展に向けたまちづくりの基本構想の策
定に取り組んでいます。

　麻溝台・新磯野地区は、（仮称）相模原ＩＣから約３㎞
に位置しています。
　周辺には相模原麻溝公園や県立相模原公園、女子美
術大学、北里大学などがあり、自然環境や教育施設に恵
まれているこ
とから立地特
性を生かした
良好な市街地
の形成をめざ
しています。
　地区全体の
早期事業化に
向け、段階的
施行の考え方
を取り入れ先
行整備地区を
設定するなど、
地権者の皆さ
んとともに事
業に取り組ん
でいきます。
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相模原麻溝公園 
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先行整備地区 
（約38ha） 
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　川尻大島界地区は、（仮称）城山
ＩＣから約２㎞、津久井広域道路
の沿道に位置しています。
　（仮称）城山ＩＣの開設に合わせ
て、産業・みどりが融合した新た
な都市づくりを進める拠点として
市街地の形成をめざしています。
　２１年度は、地権者約５０人の代表
で構成する土地区画整理組合設立
準備委員会が発足しました。住民
主体のまちづくりを合言葉に、地
域の魅力を高める新たな拠点づく
りの取り組みが進められています。
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お問い合わせ 当 麻 地 区 当麻地区拠点整備事務所 1０４２－７７７－８８５５
そのほかの地区 拠 点 整 備 課 1０４２－７６９－９２５４

面 積　約１４８ha（うち産業系用地約７２ha）

麻溝台・新磯野地区

基本構想策定（２１～２２年度）金原地区

面 積　約６ha（うち産業系用地　約３ha）川尻大島界地区

（仮称）相模原ＩＣ周辺

面 積　約８１ha（うち産業系用地　約２０．５ha）

当麻地区

（仮称）城山ＩＣ周辺



���22 (2010) .7.1No.1196

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。

　

２２年度保険料額のお知らせを７月中旬に送付します

※詳しい納付方法については通知をご覧ください。

○年金天引きの人でも納付方法を口座振替に変更できます
　申請により、年金天引きを中止して本人や家族の口座から振り替えることができ
ます。
　本人に代わって口座振替で納付した保険料額は、税金の申告の際に実際に納付し
た人の社会保険料控除の対象となります。
※申請方法など詳しくはお問い合わせください。

病院などで支払う自己負担割合が変わる人へ、新しい
保険証を送付します
○自己負担割合を判定し、新しい保険証を送付します
　前年の所得などで自己負担割合（１割か３割）を判定し、８月１日から自己負担
割合が変わる人には、新しい保険証を７月下旬に送付します。

○限度額適用・標準負担額減額認定証を送付します
　現在、認定証を持っている人で、今年度も引き続き市民税非課税世帯の人には、
８月１日から利用できる新しい認定証を７月下旬に送付します。
※更新手続きは不要です。

お問い合わせ　地域医療課　1０４２－７６９－８２３１

国民年金

保険料免除・若年者（３０歳未満）納付猶予制度
対　象　本人と配偶者（免除の場合は世帯主も）の前年所得が一定額以下で、保険

料を納めることが困難な人
※退職（失業）した人などへの特例免除制度もあります。
申請に必要なもの
　○年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
　○認め印（本人申請の場合は不要）
　○離職票か雇用保険受給資格者証の写し（平成２１年３月３１日以降離職した人）
※状況により追加の書類が必要な場合があります。
※申し込み期間など詳しくはお問い合わせください。
申し込み　直接、国民年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター・出張所へ

お問い合わせ　国民年金課　1０４２－７６９－８２２８

神奈川県の平均的な年金収入（厚生年金）
２２４万円の人の保険料額（年）所得割率均等割額

（年額）年度

９２，７５０円７．４５％３９，８６０円２０、２１
９１，９４０円７．４２％３９，２６０円２２、２３
△８１０円△０．０３％△６００円増　減

通知に納付書が付いていない人通知に納付書が付いている人
年金天引きか口座振替になっていますので、現金
で納付する必要はありません。

銀行など金融機関で現金で納付して
ください。

国民健康保険に加入している７０～７４歳の人へ

新しい高齢受給者証を送付します
　病院などで支払う自己負担割合（１割か３割）を判定し、８月１日から利用でき
る高齢受給者証を、７月下旬にすべての対象者へ送付します。病院などを受診する
場合は、高齢受給者証と国民健康保険証の両方を提示してください。
○判定の基準

※判定対象者が２人以上いる世帯で、一人でも自己負担割合が３割の人がいる場合
は、対象者全員が３割負担になります。

お問い合わせ　国民健康保険課　1０４２―７６９－８２９６

自己負担割合市民税課税標準額判定対象者
３割負担※１４５万円以上同じ世帯の７０～７４歳の国民健康

保険加入者 １割負担　１４５万円未満

子育てサポーターを募集
　ふれあい親子サロン、子育て広場などで子育てを支援するボランティアを募集し
ます。
講習会（登録には、いずれかの講習会の受講が必要です）

定　員　各３０人（申込順）
申し込み　電話で７月２３日までにこども青少年課（1０４２－７６９－９８１１）へ

会　場時　間日にち
大野南公民館

午前９時３０分～１１時３０分
７月２８日（水）

衛生試験所　　　３０日（金）

○保険料の納付方法を確認してください

夜間納税相談窓口のご利用を
　日中に、市税（国民健康保険税を除く）の納付相談や納税がで
きない人のために、夜間納税相談窓口を開設します。また、電話
での相談も受け付けます。
日にち　７月１５日（木）・２７日（火）、８月１２日（木）・２４日（火）
時　間　午後５時３０分～７時

※午後６時以降に市役所へ来庁する場合は、市役所本館裏玄関か
ら入館し、守衛室に申し出てください。

電話番号会　場
０４２－７６９－８３００納税課（市役所第２別館２階）　※
０４２－７７５－８８０８緑市税事務所（シティ・プラザはしもと内５階）
０４２－７４９－２１６３南市税事務所（市南区合同庁舎３階）

時　間　午後１時３０分～４時
※予約は不要です。希望者は直接各会場へ

電話番号相談日（祝日を除く）会　場
０４２－７４９－２１７１第４水曜日南区役所市民相談室

０４２－７６９－８２３０第３水曜日中央区役所市民相談室

「行政書士相談」の相談場所が増えました
　７月から南区役所市民相談室で行政書士による無料相談が始ま
りました。相続、成年後見、契約書、官公署への書類等でお困り
の人は、気軽に相談してください。

後期高齢者医療制度に加入している人（７５歳以上の人）へ

２２年度保険料額のお知らせを７月中旬に送付します
○保険料率が改定されます
　平成２２、２３年度の保険料率は次のとおりです

募集　　 （仮称）橋本駅周辺地区バリアフリー
　　 基本構想策定協議会の委員
　橋本駅周辺のバリアフリー化に向けた基本構想の内容について
協議などをします。
任　期　８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）＝３人（選考）
申し込み　都市計画課、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・沢井公民館を除く）にある応
募用紙（市ホームページの 市へのご意見・ご提案 → 審議
会等の公募委員の募集 からダウンロード可）を直接か郵送、
ファクス、Ｅメールで７月１５日（必着）までに都市計画課（〒
２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２４７　6 
０４２－７５４－８４９０　Ｅメール toshikeikaku@city.sagami 
hara.kanagawa.jp）へ

事業仕分けを実施します
　市では、さらなる効率的な行財政運営を進めるため、事業仕分
けを実施し、その様子を公開します。
日　時　７月３１日（土）、８月１日（日）午前９時１５分～午後５時
会　場　市民会館第１・第２大会議室
※対象事業やスケジュールなど詳しくは、本紙７月１５日号や市ホ
ームページの 市政情報 → 政策・総合計画・財政 → 事業仕
分けの実施について でお知らせします。

※傍聴希望者は直接会場へ。なお、傍聴者が多数の場合は、会場
に入れないことがあります。

お問い合わせ　経営監理課　1０４２－７６９－９２４０

市 職 員 を 募 集

任　期　１０月１日～平成２５年９月３０日（３年間）
※給与等は、相模原市一般職の給与に関する条例等に基づき職務
経験年数や職務内容に応じて、一定の基準により決定します。

※詳しくは、職員課、各区役所総務課・まちづくりセンターにあ
る受験案内（市ホームページの 相模原市職員募集 からダウンロ
ード可）をご覧ください。

申し込み　受験案内に付いている申込書と職務経歴・実績書、一
般論文を郵送で７月３０日（消印有効）までに職員課へ

お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３

応募資格募集人員選考区分
商品・イベント企画やセールスプロモー
ション等に関する業務に携わった経験が
あり、本市の都市ブランドを戦略的・効
果的に推進できる人

１人シティセールス
推進担当

プロジェクトマネジメント資格等があり、
官公庁の大規模な情報プロジェクト管理
経験か同等規模の民間顧客へのプロジェ
クト管理の経験がある人

１人情報政策担当
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市民文化祭

キャプ

費　用　１人１，０００円 
　　　　（短歌・俳句・川柳・現代詩は入選者のみ。中学生以下の人は無料）
※申し込みの際、６５歳以上の人は経験年数も書いてください。

※申込方法など詳しくは、各公民館、相模原市民ギャラリー、総合学習セ
ンターにある、募集要項をご覧ください。市ホームページの　観光・文化
からもご覧になれます。

　今回で６１回目を迎える市民文化祭を

９月２４日（金）から開催します。

　優秀な作品・出演者には、文化祭賞・

市長賞などの各賞を贈ります。

　どなたでも参加できますので、気軽

に応募してください。

～作品・出演者

を募集～

申し込み・お問い合わせ会　場大会日時募集内容分　野

芸

能

部

門

　往復はがきに住所、氏名、性別、年齢、電話番号、出場区分を
書いて、８月３１日（必着）までに市ダンス協会の小川恭子さん
（〒２５２－０２３６　中央区富士見１－８－１６）へ
お問い合わせ　市ダンス協会の上田さん　1０９０－１１２９－７６２６

市体育館
（市役所前）

１０月１７日（日）
午前９時１５分
　　　　～午後４時３０分

トライアル大会の部
○ワルツ・タンゴ・スロー＝正装・平服
○ルンバ・チャチャチャ・サンバ＝服装自由
※ダンスパーティーの部もあり

ダンス

　往復はがきに代表者の住所・氏名・電話番号、団体名、演奏の
種類、曲目、演奏時間、作曲者名、作詞者名、出演者名を書い
て、８月３１日（必着）までに市三曲協会の�松胞山さん（〒２５２－
０１３１　緑区西橋本１－２１－８　1０４２－７７３－６６７１）へ

あじさい会館

１１月１４日（日）
午後１時～４時

 筝 
そう

 曲 
きょく

、尺八、 長  唄 、 端  唄 、小唄、 常磐津 、 新  
なが うた は うた ときわず しん

 内 、
ない

 琵  琶 、現代邦楽など
び わ

曲目　自由　　時間　１５分以内（出入り含む）
対象　１５人以内の団体

邦楽演奏

　往復はがきに住所、氏名（芸名）、年齢、電話番号、吟題、本
数、加入している会があればその会名を書いて、８月３１日（必着）
までに市吟剣詩舞連盟の志田岳富さん（〒２５２－０２４２　中央区横
山３－１－３　1０４２－７５４－７２４９）へ

１１月２１日（日）
午前１０時～午後２時３０分

詩吟、独吟
吟題　自由（絶句に限る）
※尺八の伴奏あり

吟剣詩舞

　往復はがきに住所、氏名（芸名）、年齢、電話番号、曲目、伴
奏者の有無、加入している会があればその会名を書いて、８月３１
日（必着）までに市民謡協会の小山内清弦さん（〒２５２－０２３８　中
央区星が丘４－１４－１０　1０４２－７５６－４１９４）へ

１１月２８日（日）
午前１０時３０分～午後７時

曲目　自由　　定員　２００人（抽選）
※時間は出入りを含めて２分以内。民謡

教育研究発表大会 ～ともに見つめ、ともに 創 る子どもの未来～
つく

日にち　８月４日（水）　　会　場　市民会館ほか

全体会・記念講演会
　日本アカデミー賞最優秀音楽賞受賞者の池辺晋一郎
さん（作曲家）が、「自然とともに、音とともに…」
をテーマにお話します。
時　間　午前１０時～正午　　定　員　１，２００人（申込順）

分科会（分野別１０分科会）
　本市の子どもの教育に取り組むさまざまな立場の人が、研究・研修・
教育実践などの発表や意見交換を行います。
時　間　午後１時３０分～４時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の人と教育関係者
定　員　各会場ごとに定員あり（申込順）
※未就学児（２歳以上）の保育あり〈定員９人（申込順）、要電話予約〉

市民による市民のための情報ネットを考えよう Part１
　ブログ、ツイッター、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）な
ど、情報ネットでどんなことができるのか、ワークショップを行います。

申し込み　市民協働推進課、さがみはら市民活動サポートセンター、各
公民館にある申込書を、市コミュニティサイト運営プロジェクトへ

お問い合わせ　同プロジェクト　1０９０－７４１１－３９４１

トークサロン　協働事業で活躍する市民の活動
　市の協働事業実施団体・提案団体が、活動から見えてきた地域の魅力
をお話するほか、参加者も交えて意見交換を行います。
日　時　７月１０日（土）午後２時～４時　　会　場　津久井中央公民館
定　員　２０人（申込順）　　費　用　２００円（大学生以下は無料）
申し込み　電話で７月９日までに、さがみはら市民会議の滝口さん
　　　（1０７０－５５９２－１７４３）へ

定員（申込順）会　場時　間日にち

各３０人大野南公民館午後７時～９時７月２３日（金）
サン・エールさがみはら午後２時～４時　　２４日（土）

a
池
辺
晋
一
郎
さ
ん

申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号を書いて、
７月２５日までに総合学習センター（1０４２－７５６－３４４３

　　　Ｅメール centerkk@sagamihara- kng.ed.jp）へ

協働事業

お問い合わせ　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

申し込み・お問い合わせなど作品の搬入・搬出など会　場展示期間募集内容分　野

展

示

部

門

　搬入時に募集要項にある「出品申込書」を持参し
てください。
お問い合わせ
　絵画　市美術協会　山田さん　1０４２－７４７－３１０７
　写真　市写真連盟　伊藤さん　1０４２－７５１－２０３４

搬入　９月１８日（土）
　　　午前１０時～午後５時に会場へ
搬出　９月２８日（火）午後４時

相模原市民
ギャラリー

９月２４日（金）～２８日（火）
午前１０時～午後６時
※２８日は午後４時まで

日本画、洋画（水彩画、
水墨画、版画なども可）
※各分野１人１点まで

絵　画

搬入　９月１８日（土）
　　　午前１０時～午後５時に会場へ
搬出　１０月５日（火）午後４時

１０月１日（金）～５日（火）
午前１０時～午後６時
※５日は午後４時まで

カラープリント
モノクロプリント
※１人２点まで

写　真

　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、流派
を書いて、７月３１日（必着）までに相模原華道協会
の正　奈史さん（〒２５２－０３２１　南区相模台４－８
－１６　1０４２－７４４－６６３０）へ

いけ込み　１１月２５日（木）
　　　　　午後２時～６時
あ げ 花　１１月２７日（土）午後５時

１１月２６日（金）・２７日（土）
午前１０時～午後５時

 格  花 ・自由花
かく ばな

（レリーフ・フラワー
アレンジメント不可）

華　道

　はがきの表面に住所、氏名・雅号（ふりがな）、
年齢、電話番号、裏面に作品名（ふりがな）を書い
て、８月３１日（必着）までに各担当者へ
　短歌　市民短歌会の小川惠子さん
　　　　〒２５２－０２３７　中央区千代田７－９－１８　
　　　　1０４２－７５８－７９１８
　俳句　市俳句連盟の野口蘭恵さん
　　　　〒２５２－０３２７　南区磯部３０６－３
　　　　1０４６－２５４－９４７７
　川柳　相模原川柳協会の白井良幸さん
　　　　〒２５２－０３３５　南区下溝４６
　　　　1０４２－７７８－０２２６

※作品の搬入・搬出はありません。

【文芸セミナー】

会場　総合学習センター
※詳しくは募集要項をご覧ください。

あじさい
会館

１０月３０日（土）
　　　　～１１月３日（祝）
午前１０時～午後６時
※３日は午後４時まで

題　「近詠」
※１人２首まで短　歌

題　「夏・秋季雑詠」
※１人２句まで俳　句

題　「雑詠」
※１人２句まで川　柳

　原稿用紙の裏面に住所、氏名・雅号（ふりがな）、年
齢、電話番号を書いて、郵送で８月３１日（必着）まで
に相模原詩人クラブの富永たか子さん（〒２５２－０３２１ 
南区相模台１－７－１　1０４２－７４４－１３８６）へ

テーマ　自由
※１人２編まで（１編
につき４００字詰め原
稿用紙２枚まで）

現代詩

　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、主木
樹種名を書いて、８月３１日（必着）までに、相模原
園芸愛好会の多田作治さん（〒２５２－０３３３　南区東大
沼３－８－１０　1０４２－７４３－５８５９）へ

搬入　１０月２９日（金）
　　　午後３時～５時に会場へ
搬出　１０月３１日（日）午後４時

あじさい
会館

１０月３０日（土）・３１日（日）
午前１０時～午後６時
※３１日は午後４時まで

小品盆栽（樹高２０㎝・
一席幅１２０㎝以内）
※飾台・地板などは出
品者が用意
定員　２０席（申込順）

盆　栽

時　間日にち

午前９時
　～正午

１０月２３日
（土）川柳会

１０月２４日
（日）

俳句会
午後１時
　～４時短歌会

午前９時
　～正午

１１月３日
（祝）現代詩の会
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発見しよう ! まちの中の小さな自然
　自然観察指導員と自然を観察します。
日にち　７月２１日（水）、８月１１日（水）
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
集合場所　環境情報センター
※希望者は直接会場へ
持ち物　ルーペ等観察に必要な道具（貸し出

しあり）、飲み物、帽子など

見て触って楽しもう！環境学習

対　象・定　員（抽選）・費　用会　場時　間日にち講　座　名

小学生＝５０人（４年生以下は保護者同伴）上大島キャンプ場
午前９時３０分～正午

８月１日（日）川の生き物と水質の関係を調べよう

小学校４年生以上の子どもとその保護者＝１２組

環境情報センター

　　２日（月）Ｔシャツで布ぞうりを作ろう！

小学校４年生以上の子ども＝２５人（保護者同伴可）午前１０時～正午　　３日（火）
やってみよう！
パソコンの分解とリサイクル
　～ごみ収集車もくるよ～

小学生とその保護者＝３０人相模川と相模川ふれあい科学館
（集合は環境情報センター）

午前８時３０分
～午後４時　　５日（木）貸し切りバスで行く　河川環境教室

小学生＝２５人（小学校２年生以下は保護者同伴）環境情報センター午前１０時～正午　　６日（金）
ストップ温暖化！
実験でわかる炭酸ガスのゆくえと緑の大切さ

小学校４年生以上の子どもとその保護者＝１５組
費　用　１組１，０００円ウェルネスさがみはら午前９時３０分

～午後１時３０分
　　１０日（火）

地球にやさしい「エコ・クッキング」

小学校５・６年生＝２５人
費　用　５００円

環境情報センター

午後２時～４時３０分人力発電で動くブランコを作ろう！

小学生＝４０人（２年生以下は保護者同伴）午後１時～４時　　１７日（火）「セミ博士になろう」セミのぬけがら調べ

小学校３年生以上の子ども＝２４人（保護者同伴可）
費　用　３００円午前１０時～正午　　２２日（日）

ＣＯ２発生ゼロ！？
いろいろ発電体験と
フルーツ１０円玉１円玉電池づくり

小学校４年生～高校生＝２０人午前１０時～午後４時　　２５日（水）
排ガスが雨になって降ってくる？！
酸性雨を調べよう

旧石器ハテナ館の催し
黒曜石でやじりを作ろう！
　縄文人の気分になって、シカの角などを
使って黒曜石でやじりを作ります。
日　時　７月１８日（日）午後２時～４時
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）
費　用　１００円（材料代）

八瀬川散策と魚とり体験
　田名塩田地域の八瀬川を散策し、網や
釣りざおで魚とりを体験します。
日　時　７月２４日（土）午前１０時～正午
定　員　３０人（申込順）

申し込み　はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏名（ふりがな）、保護者名（参加
の場合）、学年、電話番号、講座名（１枚に１講座）を書いて７月１４日（必着）
までに環境情報センター（〒２５２－０２３６　中央区富士見１－３－４１　1０４２－
７６９－９２４８　6０４２－７５１－２０３６　Ｅメール kankyo@eic-sagamihara.jp）へ

エコネットの輪
夏休み環境学校

　楽しみながら環境について考える環境学校を開校します。

町田市立国際版画美術館

中里 斉 展
モダニズム・ニューヨーク ⇔ 原風景・町田
　町田市出身で、ニューヨークを拠点に活動しているアーティスト中里 
斉   さんの展覧会です。
ひとし

日にち　８月８日（日）まで　
休館日　月曜日（７月１９日を除く）、７月２０日（火）
時　間　火～金曜日＝午前１０時～午後５時
　　　（入場は午後４時３０分まで） 

土・日曜日、祝日＝午前１０時～午後５時３０分
（入場は午後５時まで）

費　用　６００円（高校生・大学生・６５歳以上の人３００
円、中学生以下の人無料）

※障害者手帳等を持っている人と介助者１人は半額

お問い合わせ
町田市立国際版画美術館　1０４２－７２６－２７７１

線外シリーズ　Ｔ

太陽光発電お役立ち講座
～後悔しない設置のポイント教えます～

　太陽光発電設置時のトラブ
ルをなくすために、役立つ情
報をお話します。
日にち　７月２５日（日）
時　間　午後１時～３時
会　場　環境情報センター
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話かファクス、

Ｅメールに住所、氏名
（ふりがな）、電話番
号を書いて同センター
へ

夏休み環境教室

魚のつかみ取りと河川生物調査
日にち　７月３１日（土）
時　間　午前９時～午後４時
会　場　青野原オートキャンプ場 

　（集合は市役所）
対　象　市内在住・在学の小学生とその保護者
定　員　３０人（申込順）
費　用　１人５００円

チャレンジ２５の枠組みと
私たちの取り組み

　温室効果ガスの排出量２５％削減に向けた国
の施策・取り組みの紹介と、環境カウンセラ
ー制度について説明します。
日　時　７月３１日（土）午後２時３０分～５時
会　場　環境情報センター
定　員　３０人（申込順）
費　用　５００円
申し込み　電話かファクス、Ｅメールに住所、

氏名（ふりがな）、電話番号を書いて
同センターへ

スターウォッチング
　夏の星座を観察し、夜空の明るさと大気環境
保全について考えます。
日　時　８月６日（金）午後７時～９時
会　場　市立博物館
対　象　市内在住か在勤・在学の人とその家族
定　員　４０人（申込順）

申し込み　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

町田市 

申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

お問い合わせ
環境情報センター

1０４２－７６９－９２４８　6０４２－７５１－２０３６
Ｅメール kankyo@eic-sagamihara.jp
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　本市では、相模原の未来を担う子どもたちに、情熱と使命感を持って楽しくわかりやすい

授業で教えることができる教師を求めています。昨年１０月に開塾したさがみ風っ子教師塾で

は、相模原で教師になることを志す若者たちが、子どもたちを健やかで心豊かに育てていく

ために、 切  磋  琢  磨 しています。今回は、卒塾した第１期生の紹介と第２期生の募集について
せっ さ たく ま

お知らせします。

お問い合わせ　総合学習センター　1０４２－７５６－３４４３

言われたことが印象に残っています。教師
がどんな気持ちでいるかを子どもたちは敏
感に感じます。明るい雰囲気の学級を作る
ために、まず自分が楽しむ気持ちになって
教壇に立ちたいと思っています。
　市の調査研究データなどをもとに、学校
を取り巻く今日的課題を研究する時間があ
りました。私は「食育」をテーマに選び、
子どもたちの状況や、学校保健の状況につ
いて知ることができました。
　子どもたちの状況を理解していること
も、学級経営には大切なことです。ほかの
塾生が研究した題材は、「今と昔の遊びの
違い」、「携帯電話を使うモラル」など幅
広いものでした。その発表を聞き、意見を
交わしたことを、相模原で教師になったと
きに生かしていきたいと思います。

　本市は、日本で１９番目の
政令指定都市として新たな
スタートを切りました。日
本がこれからどのような
「人生」を歩んでいくかに
ついて、まちづくりの面か
ら、大きく貢献できる要件
が整い始めていると感じて
います。その貢献の内容を
より豊かにするために、「人づくり」が大変重要
だと思っています。
　さがみ風っ子教師塾は、その人づくりを根底か
ら支える大切な仕組みです。プロの教師になるに
は、さまざまなテクニックも身に付けなくてはな
りませんが、教師塾はそのような予備校ではあり
ません。この緑あふれる美しい相模原で未来の世
界の担い手を 育 もうという意志を持つ若者たち

はぐく

が、その青春と志を合流させ、大いにぶつけ合う
個性豊かな「 梁  山  泊 」でありたいと思っています。

りょう ざん ぱく

　相模原で教師をめざす人は、未来を担う子ども
たちのために、ぜひ高い志を持って、教師塾の門
を 叩 いて欲しいですね。

たた

第２期生を募集

人づくりが支える
相模原の未来

さがみ風っ子教師塾塾長　 的  川  泰  宣 さん
まと がわ やす のり

〈宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）名誉教授〉

熱い情熱を子どもたちへ伝えたい

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期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集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集

　６月１９日に卒塾した第１期生に、さがみ
風っ子教師塾で学んだことをどう生かして
いきたいか、話を伺いました。

　論文や研究発表、模擬授業などさまざま
な授業内容を通じて感じたことは、仲間や
周りの人の意見を聞くことの大切さでし
た。
　自分で考えた意見を持っていることはも
ちろん大切なことですが、いろいろな価値
観や自分と違う人生経験から発せられる意
見を聞くと、今一度自分がどういう教師に
なりたいのか見つめ直してみようという気
持ちになりました。
　私は子どもが好きで、教師になったらほ
めて伸ばす教育方針で臨みたいと考えてい

ました。今もその気持ちに変わりはありま
せんが、塾生からの厳しい意見をもらうこ
とで、それだけでは十分ではないと気付く
ことができました。
　優しさと厳しさを備えつつ、相模原の学
校をどう明るくできるか、考え続ける教師
になりたいと思っています。

　私は学生ですが、大学では学級経営まで
踏み込んだ講義はありませんでした。塾の
講義では、楽しんで学級経営をしなさいと

子どもたちを知ることが　　
　　よい学級経営につながる

塾生との意見交換で　　
　　磨かれた自分の教師像

水戸一平さん
（大学４年生）

平本まなみさん
（大学４年生）

豊かな

人間性

子どもたちの成長を願い、広い視
野から教育に向き合い、未来の夢
を語れる

確かな

指導力

子どもたちを大切にし、わかりや
すく楽しい授業をめざし、専門性
を高められる

信頼される

教師

さまざまな課題に仲間と協力
して取り組み、「子ども、保
護者、地域」から信頼される

　子どもを理解することの大切さや信頼される教師に
なるために必要なこと、論文の書き方やグループ協議、
面接の受け答え方法などを学びます。
対　象　次のすべてに該当する人
　　　　○相模原市立小・中学校の教員になることを強

く希望する
　　　　○昭和４７年４月２日以降に生まれている
　　　　○小・中学校教育職員免許状があるか、平成

２４年３月までに取得の見込みがある
入塾期間　１０月～２３年６月
定　員　５０人程度（選考）
受講料　年間１万円
申し込み　総合学習センターなどにある入塾申込書（市

ホームページからダウンロード可）を、８月６
日（消印有効）までに同センターへ

※募集要項など詳しくは、市ホームページの 教育委員
会 → 総合学習センター をご覧になるか、お問い合
わせください。

実践力のある
教師の養成
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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。

ブックトーク　「てがみ」と工作 

　「てがみ」をテーマに、本の紹介と、飛び出すカードを工作します。
日　時　７月１６日（金）午後３時～４時
会　場　ミウィ橋本コミュニティールーム
対　象　小学生＝２５人（先着順）
※７月１日から橋本図書館で整理券を配布します。

調べる宿題、もう困らない データベース講習会
　新聞や百科事典などのオンラインデータベースを利用した、プロ
の調べ方を伝授します。
日　時　７月２８日（水）午後１時３０分～３時
対　象　市内在住か在学の小学校５年生～中学校３年生
定　員　１６人（申込順）
申し込み　直接か電話で橋本図書館へ

①一日図書館員　大募集 !!　　　
②やってみよう !!　プチ図書館員

　カウンター業務や配架など普段できない図書館業務を体験します。

対象（抽選）時　間日にち
市内在住の小学校４～
６年生＝各１２人

午前１０時～
午後３時１５分

８月５日（木）
①

８月６日（金）
中学生＝６人午前１０時～午後１時

８月１１日（水）②
高校生＝６人午後２時～５時

申し込み　往復はがきに、住所、氏名（ふりがな）、学校名、学年、
電話番号、①は参加希望日と「一日図書館員」、②は「プチ
図書館員」と書いて、７月１５日（必着）までに橋本図書館（〒
２５２－０１４３　緑区橋本３－２８－１）へ

～ふれあいと　対話が築く　明るい社会～

社会を明るくする運動
　７月は犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深
める強調月間です。
〇街頭啓発キャンペーン
日　時　７月１日（木）午前
会　場　市内各駅周辺ほか
〇講演会
テーマ　子どもを犯罪の 毒  牙 から守る

どく が

　　　　～親・教師・学校・地域住民がすべきこと～
日にち　７月２４日（土）午後１時３０分～３時
会　場　あじさい会館
講　師　梅本正行さん（ＮＰＯ日本防犯学校学長）
定　員　３００人（申込順）
申し込み　電話で７月２３日までに地域福祉課へ
※手話通訳・要約筆記あり

お問い合わせ　地域福祉課　1０４２－７６９－９２２２

「心の輪を広げる体験作文」
「障害者週間のポスター」募集

「家庭の日」写真コンテスト作品募集
～写真がつなぐ家族の心～

テーマ　家族のふれあい　　部　門　小学生、中学生、一般
対　象　市内在住か在勤・在学の人
規　格　カラーか白黒プリントのサービス判（Ｌ判含む）
※撮影日は入れないでください。
応募方法　作品の裏に住所、氏名、年齢（学

年）、電話番号、題名、撮影場所、撮
影日、コメントを書いた紙を 貼 って、

は

直接か郵送で９月８日（必着）まで
に、こども青少年課（〒２５２－５２７７　中
央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－
８２８９）へ

　賞　　○ふれあい大賞（１点）
　　　　○ほのぼの賞、はつらつ賞、にこにこ賞（各部門１点）
その他　○作品は未発表のものに限ります。
　　　　○撮影する被写体の肖像権侵害などの責任は負いかねますので、

応募者が了解を得てください。
　　　　○作品は返却しません。
　　　　○応募作品の著作権は作者に帰属しますが、市はポスター、チラ

シ、展示等に使用できることとします。

ＹＡ大賞2010 短編小説大募集!!
　夏休みの思い出に小説を書いてみませんか。
テーマ　自由（中学生・高校生世代向けで未発表のもの）
形　式　４００字詰め縦書き原稿用紙（Ａ４）か、Ａ４用紙に２０字×２０行（縦

書き）で３枚～１０枚。原稿にはページ数を入れてください。
対　象　中学生と高校生（同年齢の人を含む）
申し込み　作品と、タイトル・住所・氏名（ふりがな）・ペンネーム・学

校名・学年（年齢）・電話番号を書いた紙を、直接か郵送で８月３１
日（必着）までに橋本図書館（〒２５２－０１４３　緑区橋本３－２８－１ 
1０４２－７７０－６６００）へ

※原稿は返却しません。　※入賞作品の著作権は、市に帰属します。

梅本正行さん

規格（未発表のもの１点）テーマ
４００字詰め原稿用紙（Ｂ４判縦
書き）
小・中学生＝２～４枚
高校生・一般＝４～６枚

障害のある人とない人と
の心のふれあい体験

心の輪を広げる
体験作文

Ｂ３判の画用紙か四つ切りの
縦位置（縦長）
小学生＝文字は使用不可
中学生＝「１２月３日～９日は
障害者週間」は使用不可

障害のある人とない人が
お互いに理解を深める様
子（高齢者や子育て中の
人などを含む皆がお互い
に支え合う社会も可）

障害者週間の
ポスター

昨年のふれあい大賞
「姉妹といとこ！」

お問い合わせ
市立図書館（鹿沼台）　1０４２－７５４－３６０４
橋 本 図 書 館　1０４２－７７０－６６００
相 模 大 野 図 書 館　1０４２－７４９－２２４４
相 武 台 分 館　1０４６－２５５－３３１５

　　　　夏の大きなおはなし会
　人形劇「すてきなバスケット」や絵本の読み聞
かせなどを行います。

定員（先着順）対　象時　間日にち

各５０人
２・３歳児とその保護者午前１０時３０分７月２１日

（水） ４歳～小学生午後３時３０分

※希望者は直接会場へ

橋本図書館

相武台
分館

※各最優秀作品は、内閣府に推薦します。
申し込み　障害福祉課にある応募用紙（市ホームページの　作品・スタッ

フ募集　からダウンロード可）と作品を、９月６日（必着）までに
障害福祉課（1０４２－７６９－８３５５）へ

「知りたいこと」がきっとある

図書館で調べるって、こんなにおもしろい！

　　　　　夏休み自由研究応援講座

　テーマの見つけ方から上手なまとめ方まで、調べ学習をするため
のポイントが分かります。

申し込み　電話か相模大野図書館にある申込書を７月１５日までに同
図書館へ

定員（申込順）対　象時　間日にち

各２４人
小学校３・４年生午後２時～４時３０分７月２１日（水）
小学校５・６年生午後１時３０分～５時　　２２日（木）

相模大野
図書館

　　　　子ども読書スタンプラリー

　図書館や指定した本の内容に関するクイズに８問正解すると、コ
ットンバックをプレゼントします。
期　間　８月３１日（火）まで
会　場　市立図書館（鹿沼台）、相模大野図書館、橋本図書館、相

武台分館
対　象　４歳～小学生＝各館３００人（申込順）
申し込み　直接、各図書館へ

各　館
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女性のための個別キャリアカウンセリング
日にち　７月２３日（金）
時　間　①午前９時②１０時３０分
　　　　③午後１時④２時３０分
定　員　各１人（申込順）
※①②は未就学児（２歳以上）の保育あり
女性のための心とからだの健康相談
日にち　７月２４日（土）
時　間　午後１時３０分・２時３０分
定　員　各１人（申込順）
ココロを軽くする　介護おしゃべりサロン
日　時　７月２９日（木）午後１時３０分～３時３０分
定　員　１２人（申込順）
知って得するトーク＆トーク
社会保険労務士から学ぶ女性の働き方
日　時　７月２９日（木）午後６時３０分～８時３０分
定　員　３０人（申込順）

手織り「好きな糸で夏ストールを」
日にち　７月３０日（金）・３１日（土）
時　間　午前１０時～午後３時
定　員　各５人（申込順）　　費　用　２,５００円
世界発見こども広場　大学生といっしょに遊ぼう！
世界の遊びを体験しよう
日　時　７月３１日（土）午前１０時～正午
対　象　小学生＝４０人（申込順）
※保護者の参加も可
初級傾聴ボランティア講座
～心に寄り添うことをめざして～〈全４回〉
日にち　８月７日・２１日、９月１８日、１０月１６日の

土曜日
時　間　午後１時３０分～３時（８月７日は３時３０

分まで）
定　員　２０人（申込順）
費　用　２００円（お茶代）

もやもやスッキリ私の文章術〈全５回〉
日にち　８月７日～９月１１日の毎週土曜日 

（９月４日を除く）
時　間　午後２時～４時
対　象　女性＝１２人（申込順）
ゆかたでおでかけ七夕まつり
はじめての着付け
日　時　８月８日（日）午後１時～４時
会　場　橋本公民館　　
定　員　３０人（申込順）
※ゆかたなどは持参

◇　　　◇

申し込み　直接か電話、ファクスに氏名、電話番
号、催し名を書いて、同所（1０４２－７７５－
１７７５　6０４２－７７５－１７７６）へ

※未就学児（２歳以上）の保育あり（要予約）

ソレイユさがみの催し

さがみ自然体験活動

子ども自然体験キャンプ
　野外炊事や、レクリエーションゲームなどで自然と親しみます。
日にち　８月１９日（木）～２１日（土）〈２泊３日〉
会　場　県立柳島青少年キャンプ場（茅ヶ崎市）
対　象　市内在住の小学校４～６年生
定　員　４０人（申込順）
費　用　３，５００円
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、学年、電話番号を書い

て、７月２３日までにさがみネイチャーフレンド（1０９０－４５４７－
９０７６　Ｅメール info@sagami-nf.net）へ

野球教室〈全３回〉
　元横浜ベイスターズの選手が指導します。
日　時　８月２３日（月）～２５日（水）午前１０時～午後３時
会　場　相模原球場
対　象　市内在住か在学の中学校３年生で、軟式野球の経験があり、高校でも硬

式野球をしたいと思っている人
定　員　５０人（抽選）　　費　用　４,０００円
申し込み　ファクスで住所、氏名、学校名、電話番号、ファクス番号、指導を希

望するポジション（第２希望まで）、経験ポジション、高校で希望するポ
ジションを書いて、７月２０日までに同球場（1０４２－７５３－６９３０　6０４２－
７５３－７８９７）へ

ボート教室
　ボートの基礎を学び、実際に湖面で 漕 ぎます。

こ

日　時　７月２５日（日）午前９時～午後３時
会　場　県立相模湖 漕  艇 場

そう てい

対　象　県内在住か在勤・在学の小学校５年生以上の人
定　員　３０人（申込順）　　費　用　５００円（保険料など）
申し込み　ファクスで住所、氏名、年齢、性別、電話番号を書いて、

７月１１日～２０日に同場（1０４２－６８４－２３３９　6０４２－６８４－
４０２０）へ

日赤講習会
幼児安全法養成講習会〈全２回〉
　幼児の事故防止や応急手当てなどの知識、技術を習得します。最終日の検定合
格者は赤十字幼児安全法支援員に認定します。
日　時　７月３１日（土）、８月１日（日）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＝３０人（抽選）
費　用　１，５００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号を書いて、

７月１６日（必着）までに日赤相模原市地区本部（地域福祉課内　〒２５２－
５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－９２２２）へ

①健康生活支援短期講習会　②幼児安全法短期講習会

時　間　午前１０時～正午
会　場　津久井赤十字病院
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上の人＝各２５人（申込順）
申し込み　電話で各申込期限までに同病院健康管理センター（1０４２－７８４－２４２９）

へ

申込期限内　容日にち

７月９日　高齢者の介護、健康管理への備え、地域での高
齢者支援などを学びます。７月１７日（土）①

７月２３日　幼児の事故防止や応急手当てなどの知識、技術
を習得します。７月３１日（土）②

ジュニア・リーダー研修会〈全４回〉
　レクリエーションゲームや普通救命講習、相模
川ビレッジ若あゆでの宿泊研修などを通して、リ
ーダーとしての知識と技術を習得します。
日にち　８月３日（火）・１０日（火）・１２日（木）
　　　　８月１６日（月）～１７日（火）〈１泊２日〉
会　場　青少年学習センター
対　象　市内在住の中学生＝２５人（申込順）
費　用　１，９００円（宿泊費、テキスト代など）
申し込み　直接か電話、Ｅメールに住所、氏名、学校名、学年、電話番号を書い

て、７月２３日までに同センター（1０４２－７５１－００９１　Ｅメール seisyone 
n-center@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

小・中学生親子運動能力測定大会
　５０ｍ走や反復横跳びなどの運動能力を測定します。
日にち　７月１９日（祝）
時　間　午前８時３０分～午後４時
会　場　相模原麻溝公園競技場
対　象　小・中学生とその保護者
定　員　３５０組（申込順）
申し込み　ファクスかＥメールに住所、氏名、生年月日、学校名、

学年、性別、電話番号、専門種目、スポーツ歴、保護者同伴
の有無、「小・中学生親子運動能力測定大会」と書いて、７
月１２日までに同競技場管理事務所（1０４２－７７７－６０８８　6０４２
－７７７－０１６１　Ｅメール　asamizo-stadium@dream.jp）へ

釣りに親しむつどい 〈全２回〉
　ハヤ・ヤマベ釣りに挑戦しよう。

対　象　小学生以上の人＝５０人（抽選）
費　用　小学生５００円、中学生８００円、高校生以上の人１，１００円（仕掛

け代・遊漁券代）
※レンタル釣りざお有り（４００円）
申し込み　電話で７月７日までに相模川を愛する会事務局（水みど

り環境課内　1０４２－７６９－８２４２）へ

内　容会　場日　時

仕掛け作り総合学習センター７月１７日（土）午前９時３０分～正午

実習相模川７月１８日（日）午前８時～正午
※雨天の場合は１９日（祝）

宿泊研修での野外炊事
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さがみはら北の丘センター 健康体操教室

対　象　市内在住か在勤の人＝各２０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、教室名を書いて、７月１０日（必着）
までに同センター（〒２５２－０１３４　緑区下九沢
２０７１－１　1０４２－７７３－５５７０）へ

市体育協会からのお知らせ

市長杯議長杯大会（バレーボール）
日にち　８月２２日（日）　　会　場　総合体育館
費　用　市バレーボール協会登録チーム３，０００円 

　未登録チーム５，０００円
申し込み　市体育協会にある申込用紙を７月１８日

（必着）までに同協会へ

市少年柔道選手権大会
日　時　９月１２日（日）午前９時
会　場　総合体育館
対　象　市内在住か在学、市内の道場に通う小・中

学生
費　用　５００円
申し込み　市体育協会にある申込用紙を７月１６日

（必着）までに同協会へ

市民新体操選手権大会
日　時　９月１９日（日）午前９時
会　場　光明学園相模原高校
申し込み　８月３１日までに市体操協会ホームページ

から

北アルプス 後  立  山  連  峰 　 鹿  島  槍 （健脚向け）
うしろ たて やま れん ぽう か しま やり

日にち　８月６日（金）～８日（日）
集　合　午後１０時に相模原駅
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人＝３９人（抽選）
費　用　３万円
申し込み　往復はがき（１枚で４人まで）に全員の住

所・氏名・年齢・性別・電話番号、「北アルプス」
と書いて７月１５日（必着）までに市体育協会へ

市民富士登山
日　時　８月２１日（土）～２２日（日）〈１泊２日〉
集　合　午前６時３０分市南区合同庁舎か津久井総合

事務所、午前７時市役所
対　象　市内在住か在勤・在学の中学生以上の人
定　員　８０人（抽選）※中学生は保護者同伴
費　用　１万１，２００円
申し込み　往復はがきかＥメールで全員の住所・氏

名（ふりがな）・年齢・性別・在勤の人は勤
務先・電話番号・集合場所、「富士登山」と
書いて７月１１日（必着）までに市体育協会へ

生涯スポーツ講習会
（ニュースポーツ、踊り、ゲームなど）
日　時　７月４日（日）午前９時～１１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

親子ラグビー教室
日　時　７月１８日（日）午前１０時～正午
会　場　内郷グラウンド
対　象　３歳～中学生とその保護者＝５０人（先着順）
費　用　１家族５００円
※希望者は直接会場へ

費　用時　間日にち教室名

２,０００円午後５時
　～６時

７月２２日～８月１２
日の毎週木曜日

夏バテ防止
〈全４回〉

３,６００円午後１時
　～２時

７月２３日～９月１０
日の毎週金曜日

初級
〈全８回〉健

康
体
操 ３,１５０円午後６時３０分

　～７時３０分
７月２６日～９月６
日の毎週月曜日

中級
〈全７回〉

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
Ｅメール　taikyo@jade.dti.ne.jp
HP http://www.jade.dti.ne.jp/̃taikyo/

申し込み　往復はがき（1クラス1人1枚）に住所、氏名、学年、性別、電話番号、希望クラスを
書いて、各申込期限までに同プール（〒２５２－０２４２　中央区横山５－１１－１　1０４２－７５８－
３１５１）へ

※兄弟での申し込みは体操教室は不可、水泳教室は同一クラスのみ可

さがみはらグリーンプールの催し
はじめてのバランスボール教室

〈全２回〉
日にち　７月３０日（金）・３１日（土）
時　間　午前１０時３０分～１１時１５分 

午後３時～３時４５分
対　象　高校生以上の人＝各１０人（申込順）
費　用　各４００円

かんたんアクア教室
〈全８回〉

日にち　７月１３日～８月３１日の毎週火曜日
時　間　午後７時～７時４５分
対　象　１８歳以上の人＝３０人（申込順）
費　用　５,０００円

夏休み短期体操・水泳教室

銀河アリーナ  トレーニング器具使い方教室
日にち　７月２０日（火）　　　時　間　午前１０時～１１時３０分　　
対　象　１５歳以上のトレーニング未経験者か初心者＝２０人（申込順）　　費　用　５００円
申し込み　直接か電話で７月１０日までに同アリーナ（1０４２－７７６－５３１１）へ

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

市民健康文化センターの催し

夏休み短期水泳教室〈全４回〉
　水慣れから基礎泳法の習得をめざします。
日にち　７月２１日（水）～２４日（土）
時　間　午前１０時～１１時
対　象　５歳～小学生＝４０人（申込順）
費　用　２，０００円
申し込み　直接か電話で同センターへ

　　　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　８月３１日（火）まで
時　間　午前９時３０分～午後８時〈７月１７日（土）～

８月３１日（火）は、午前９時から〉
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

お得な

お問い合わせ
1０４２－７４７－３７７６

トランポリン教室〈全３回〉
日にち　７月２６日（月）・２８日（水）・２９日（木）
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
対　象　市内在住の小学校１～３年生
定　員　４０人（抽選）※保護者同伴
費　用　３００円

スポーツチャンバラ教室〈全４回〉
日にち　７月２７日（火）～３０日（金）
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
対　象　市内在住の小学生＝３０人（抽選）
※保護者同伴
費　用　１，２００円

総合体育館の催し

申し込み　往復はがき（１教室１人１枚）に、住所、氏名、学年、保護者名、電話番号、教
室名を書いて、７月１５日（必着）までに同館（〒２５２－０３２８　南区麻溝台 －１　1 
０４２－７４８－１７８１）へ

申込期限
（必着）費　用定員

（抽選）対　象時　間日にちクラス

７月１１日各
１,２００円各１５人小学校１～３年生

午前９時３０分～１０時３０分８月２日（月）
　～４日（水）

ア体
操
教
室〈
全
３
回
〉

午前１１時～正午イ

午前９時３０分～１０時３０分８月２３日（月）
　～２５日（水）

ウ

午前１１時～正午エ

７月１８日各
８００円各８０人

小学校３年生～中学生午前８時３０分～１０時８月２日（月）
　～５日（木）

Ａ水
泳
教
室〈
全
４
回
〉

小学校１・２年生午前１１時～午後０時３０分Ｂ

小学校３年生～中学生午前８時３０分～１０時８月１６日（月）
　～１９日（木）

Ｃ

小学校１・２年生午前１１時～午後０時３０分Ｄ

エイブル・アート展
　障害のある人が制作した文化・芸
術作品を展示します。
日にち　７月５日（月）～１１日（日）
時　間　午前９時～午後６時
※１０日（土）午後１時３０分から「Style-３ 
！」「座間ウクレレマイスターズ」
「在日米陸軍軍楽隊kantokings」
のコンサートを行います。

自分でうちわを作ろう！
日にち　８月３１日（火）まで
費　用　１枚１００円
※希望者は直接会場へ
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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）

市発達障害者支援体制

整備検討委員会

日７月９日（金）
時午後１時３０分～３時３０分
会市役所本館第１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

リサイクルスクエア　７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、７月２０日までに各会場へ
※抽選発表は７月２１日（水）午後１時
おもちゃの病院
日時７月４日（日）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
橋本台リサイクルスクエア・フリ
ーマーケット
日７月１８日（日）〈雨天中止〉
時午前９時～午後０時３０分

◇　　　◇
問資源循環推進課

古淵鵜野森公園

屋外水泳プールがオープン

期間　９月１０日（金）まで
時午前１０時～午後６時
費２時間＝２００円（中学生以下の人
１００円）
問同プール（1０４２－７４７－４６４１）

書き損じはがきを集めています

７月３１日まで

　政令指定都市移行記念・市民力
結集事業「７０万パワーで見晴らし
がいい世界を」の活動として書き
損じはがきを集め、日本ユネスコ
協会連盟「ユネスコ世界寺子屋運
動」へ寄贈します。
回収場所　市役所本館ロビー、緑・
南区役所、各まちづくりセンター・
公民館・図書館、市内郵便局など
問政令指定都市推進市民協議会
（相模原商工会議所内1０４２－７５３
－８１４２）

ねたきり等の高齢者に慰問品 

（防水シーツ）を贈ります

対１年以上市内に在住の６５歳以上
（平成２２年９月１５日現在）の人で
７月１日現在、次のいずれかに該
当する人
○ねたきり状態が６か月以上継続
○認知症の状態が継続
○要介護４・５の認定を受けている
※２１年度に慰問品を交付された人
は、市から届く現況届を返送して
ください（窓口申請不要）。
申直接、８月２日までに介護予防
推進課緑班（1０４２－７７５－８８１２）・
中央班（1０４２－７６９－８３４９）・南班
（1０４２－７０１－７７０４）、城山・津久
井・相模湖・藤野保健福祉課、各
地域包括支援センターへ

介護支援専門員実務研修受講試験

日時１０月２４日（日）午前１０時
会青山学院大学相模原キャンパス
ほか
費９,０００円
申介護保険課、介護予防推進課の
各班、城山・津久井・相模湖・藤
野保健福祉課、各図書館、市社会
福祉協議会などにある申込書を７
月３１日（消印有効）までに県社会
福祉協議会（1０４５－３１１－８８９９）へ

マンション管理士による 

無料相談会

日時７月１１日（日）午後１時～５時
会市民会館
対市内のマンション管理組合役員
と居住者＝１０組（申込順）
申電話で県マンション管理士会相
模原市支部（1０４６－２５６－２６８３）へ

平成２１年度食品衛生監視指導計画

に基づく実施結果

　食の安全を守るため、スーパー
や飲食店などに対して、立入検査
や衛生管理の指導を行いました。
　実施結果は、生活衛生課や各行
政資料コーナー・消費生活センタ
ーなどで配布するほか、市ホーム
ページでもご覧になれます。
問生活衛生課

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

７月～９月の空き状況　平日に空
きあり
申随時受け付け
１０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７月１０日までに各施設へ。抽
選後の空き室の申し込みは７月２１
日から電話で①7０１２０－９８８－５４７
②1０２６７－５５－６７７６へ
①混声合唱団ロビーコンサート
日時７月２５日（日）午後１時・２時
①１０月の休館日　１８日（月）・１９
日（火）
②月～木曜日は特別料金・特産品
のプレゼントキャンペーン中

相模原お店大賞

投票受け付けスタート

　市内のお気に入りの店（大型店、
チェーン店、歴代受賞店を除く）
を投票してください。抽選でプレ
ゼントが当たります。
申インターネットで８月３１日まで
に相模原商工会議所（HP http:// 
www.ssp２１.or.jp/　1０４２－７５３－
８１３６）へ

緑こども家庭相談課療育相談班の

非常勤社会福祉職（心理担当）

勤務地　城山保健福祉センター
勤務　週３日で１日６時間
賃金　時給１，１５０円
対療育相談支援に関わる発達・心
理検査ができ、障害児と接する仕
事の経験がある人＝１人
申電話で７月１４日までに同班（1 
０４２－７８３－８１２９）へ

子育て応援店

　子育て家庭を対象にサービスを
提供している市内の店舗など。そ
の取り組みを市ホームページでお
知らせします。
申こども青少年課にある登録用紙
（市ホームページからダウンロー
ド可）を同課（1０４２－７６９－９８１１）へ

私立保育園（４５園）の臨時保育士

対保育士資格がある人
※条件などは登録時に説明。登録
後、各園の必要に応じて採用。
申郵送で履歴書を７月３１日までに、
たけのうち保育園（〒２５２－０２０３　
中央区東淵野辺４－２５－３　1 
０４２－７３０－６３３６）へ

相模原養護学校のボランティア

新江ノ島水族館へ行こう
日７月２７日（火）、８月６日（金）・
１９日（木）
時午前９時～午後４時３０分
対高校生以上の人＝各２５人（申込
順）
※前日に打ち合わせあり
夏祭り
日時８月２２日（日）午後２時～６時
対高校生以上の人＝３０人（申込順）

◇　　　◇
申電話かファクスで７月１５日まで
に同校（1０４２－７７８－０３３１　6０４２－
７７８－４９５７）へ

県立相模原公園　サカタのタネ

グリーンハウスの催し

相模原グリーンフォトクラブ「四
季の花」写真展
日７月６日（火）～１９日（祝）
時午前９時３０分～午後４時
ヤエイグリーンフェスタ
　県立弥栄高校の生徒が繰り広げ
る音と映像のパフォーマンスショ
ー
日７月１０日（土）・１７日（土）
時午後２時～４時
富貴蘭展
日７月２７日（火）～８月１日（日）
時午前９時３０分～午後４時

◇　　　◇
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

イベント 

お知らせ 

施設のお休み

津久井郷土資料室
日７月９日（金）～１２日（月）
問市立博物館（1０４２－７５０－
８０３０）
市民健康文化センター
日７月１２日（月）
問同所（1０４２－７４７－３７７６）
東林ふれあいセンター
日７月１２日（月）
問同所（1０４２－７４５－７６６０）
さがみはら北の丘センター
日７月１３日（火）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）

募　　集 
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　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。

　　　　　　　　　　▼キルト工房しのぶ教室展　７　
　　　　　　　　　　月９日（金）～１３日（火）午前
１０時～午後５時（１３日は午後３時まで）、相模原市民
ギャラリー　�問 片野（1０９０－２７２７－３５０１）
▼野鳥写真展「鳥日和」　７月１２日（月）～１８日（日）
午前１０時～午後７時（１８日は午後６時まで）、相模大
野ギャラリー　�問 別所（1０９０－２６３４－５４９９）
▼講習会「心をつなぐ食卓」　７月１６日（金）・１７日（土）
午前１０時～午後５時（１７日は午後３時まで）、おださ
がプラザ。費用３００円（高校生以下無料）　�問 大林（1 
０４６－２６１－５１６３）
▼詩と絵画のコラボレーション展　精神障害者が書い
た詩を題材に描いた絵を展示。７月１８日（日）午前１０
時～午後４時、桜台美術館（桜台小学校内）　�問 岡村
（1０４２－７６１－１４４０）
▼紅花染め講習会　７月１９日（祝）午前９時～午後０

時３０分、町田市大賀 藕  絲  館 （町田市下小山田町３２６７）。
ぐう し かん

定員３０人（申込順）。費用２，５００円　�申 電話で７月１５日
までに大賀藕絲館（1０４２－７９７－１６１６）へ
▼手話教室　７月２９日（木）午前１０時～正午、大野中
公民館。対象は小学生～高校生。定員２０人（先着順）　
�問 川井（1０４２－７７８－５５６２）
　　　　　　会費などは個別にお問い合わせください。
　　　　　　▼絵手紙　毎月第１・第３土曜日午前１０
時、小山公民館　�問 �橋（1０４２－７６２－４６０１）
▼パッチワーク　毎月第１・第３水曜日午前１０時、中
央公民館ほか　�問 前田（1０４２－７５５－７６９３）
▼社交ダンス　毎週水曜日午後７時、相模台公民館ほ
か。対象は多少経験のある人　�問 近藤（1０４２－７４９－
９０６０）
▼ストレッチとダンス　毎週月曜日午前１０時、城山保
健福祉センター　�問 鈴木（1０４２－７６２－６１７５）
▼パークゴルフ　毎月第２・第４木曜日午前８時３０分、
県内パークゴルフ場　�問 秋葉（1０４２－７５１－３８３６）

▼水彩画　毎月第２・第４金曜日午後６時３０分、サン・
エールさがみはら。対象は初心者。見学可　�問  則 

のり

 直 （1 
なお

０９０－９３７７－８４８８）
▼ジャズダンス　毎週金曜日午前１０時、小山公民館　
�問 矢原（1０４２－７５１－３６５０）
　　　　　　▼玉川大学赤ちゃんラボ会員　ことばと　
　　　　　　心の発達のしくみを 解 き明かす研究の協

と

力者。対象は生後０～３０か月の子どもとその保護者。
※申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。　
�問 斉藤（1０４２－７３９－８４９４）

仲 間

催 し
費用の記載がない
場合は無料です。

募 集
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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。

危険です。
　過労運転、
　　無謀運転

交通ルールを守って
夏を楽しく安全に

古民家園の七夕

　ささ竹に願い事を書いた短冊を
飾ろう
日７月７日（水）まで
時午前９時３０分～午後５時３０分
※希望者は直接会場へ
問文化財保護課

フォトシティさがみはら共催

写真展

日７月２日（金）～８月３１日（火）
時各店舗の営業時間内
会相模原駅周辺商店街連合会加盟
店
問同実行委員会（文化振興課内）

終戦から６５年目の映画会

親子映画会

映像に残された戦争

◇　　　◇
会市立図書館（鹿沼台）
対市内在住か在勤・在学の人
定各１８０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問視聴覚ライブラリー（1０４２－
７５３－２４０１）

土曜コンサート「声楽＆音楽劇」

日時７月１７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）

相模ダムの催し

相模湖・ダム建設殉職者合同追悼会
日７月２５日（日）
時午後１時３０分～４時１５分

会県立相模湖交流センター
定４００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
相模ダム建設展示会
日７月２４日（土）～３１日（土）
時午前９時３０分～午後５時（３１日
は正午まで）
会相模湖記念館

◇　　　◇
問同実行委員会（1０４２－６８４－３５１４）

夏休み親子下水道教室

日８月４日（水）
時午前９時～午後５時
会柳島管理センター（茅ヶ崎市）
対市内在住の小学校４～６年生と
その保護者＝４０人（申込順）
申電話で７月１５日までに下水道管
理課（1０４２－７６９－８２７０）へ

樹脂粘土ミニパフェ作り

日７月２５日（日）
時午後１時３０分～４時３０分
会相模の大凧センター
対小学生以上の人＝３０人（申込順）
費１，０００円
申直接か電話で新磯ふれあいセン
ター（1０４６－２５５－１３１１）へ　

夏休みそろばん教室〈全３回〉

日７月２７日（火）～２９日（木）
時午前１０時～正午
会産業会館
対小学生＝５０人（申込順）
費３，５００円
申電話で７月１６日までに相模原商
工会議所（1０４２－７５３－８１３４）へ

けやき体育館

夏休み開放イベント

日７月３０日（金）

対市内在住か在学の障害児と付き
添いの人＝各３０組（申込順）
※小学生～高校生の兄弟も参加可
申直接か電話、ファクスで同体育
館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－
７６９－１２００）へ

おもちゃのドクター養成講座

　ハンダやテスターの使い方、接
着剤の選び方、電池の知識など
日７月１８日（日）
時午後１時～５時
会津久井中央公民館
対市内在住の高校生以上の人
定１０人（抽選）
申往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号を書いて、７月１１日まで
に三富正行さん（〒２５２－０３１２　南
区相南２－８－６）へ
問資源循環推進課

大沢地区ボランティアセミナー

「入門講座」

　障害者の外出、プール介助等の
活動紹介と車いすの介助方法など
日７月１４日（水）
時午前１０時～正午
会さがみはら北の丘センター
定４０人（申込順）
申電話かファクス、Ｅメールで社
会福祉協議会ボランティアセンタ
ー（1０４２－７８６－６１８１　6０４２－
７８６－６１８２　Ｅsvc@sagamihara 
shishakyo.or.jp）へ

ケータイ安全教室

日７月１０日（土）
時午後１時３０分～２時３０分
会障害者支援センター松が丘園
対市内在住か在勤・在学の障害児・
者の家族・支援者など
定３０人（申込順）
申直接か郵送、ファクス、Ｅメー
ルで７月７日までに同園（〒２５２－
０２２３　中央区松が丘１－２３－１ 
1０４２－７５８－２１２１　6０４２－７５８－ 
７０７０　Ｅm.kobayashi@sagami 
hara-shafuku.or.jp）へ

障害者ふれあい文化講座

「絵画」〈全３回〉

日時７月２５日、８月８日・２２日の日
曜日午後２時～４時
会けやき体育館
対市内在住か在勤・在学の知的障
害児・者＝１５人、ボランティア＝
５人（申込順）
費２００円
申直接か電話、ファクスで７月２０
日までに同体育館（1０４２－７５３－
９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

Enjoy ！地球の旅人

「イスラエルに在勤して」

日７月２１日（水）
時午後１時４５分～３時３０分
会外務省研修所（南区相模大野４－
２－１）
講鹿取克章さん（外務省研修所長）
対市内在住か在勤・在学で１５歳以
上の人＝１６０人（申込順）
申直接か電話で７月１２日までに総
合学習センター（1０４２－７５６－
３４４３）へ

タイ語入門講座〈全８回〉

日７月２４日～９月２５日の毎週土曜
日（８月１４日・９月１８日を除く）
時午後６時～８時
会さがみはら国際交流ラウンジ
定３０人（申込順）　　
費３００円
申直接か電話、ファクス、Ｅメー
ルで同ラウンジ（16０４２－７５０－
４１５０　Ｅ s-i-l@ams.odn.ne.jp）
へ

危険物取扱者試験・

受験準備講習会

危険物取扱者試験
日８月２９日（日）　
会神奈川大学
申願書を７月１５日までに消防試験
研究センター神奈川県支部（1 
０４５－６３３－５０５１）へ
受験準備講習会
日８月６日（金）
時午前９時３０分～午後５時
会消防指令センター
対乙種第４類の危険物取扱者試験
の受験者＝１００人（申込順）
費９，０００円（テキスト代含む）
申申込書と受講料を市防災協会（消
防指令センター内　1０４２－７５３－
９９７１）か津久井消防署（1０４２－
６８５－０１１９）へ
※願書と申込書は各消防署・分署
にあります。

午後２時
　～４時

午前１０時
　～正午日にち

戦時下の
スクリーン
（全４集）

ドキュメント
太平洋戦争

８月３日
（火）
　～５日
（木）

日本映画
「ひろしま」

６日
（金）

午後２時
～４時１０分

午前１０時
～１１時３０分日にち

はだしのゲン

戦争童話集

７月２７日
（火）

はだしのゲン　
涙の爆発

２８日
（水）

はだしのゲン　
ヒロシマのた
たかい

２９日
（木）

講演・講座 

時　間内　容

午前１０時
　～１１時３０分

みんなで踊ろう
盆踊り

午後１時
　～４時３０分

体育館で
みんなで遊ぼう
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 民俗講座 　相模原市史・民俗編を読む（入門編）〈全４回〉
　市内（合併前）の民俗の地域的特徴や市史の活用方法を学びます。
日　時　８月７日・２１日、９月４日・１８日の土曜日午後２時～４時
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上の人（中学生を除く）＝５０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚２人まで）に住所、氏名、年齢、勤務先か学

校名、電話番号を書いて、７月１５日（必着）までに同館へ

 企画展 　市史自然編に掲載した写真などを展示します。

　こんなに自然、あったんだ！
　　　　　　～相模原市史自然編から～
日にち　７月３日（土）～８月３１日（火）

キ
ビ
タ
キ

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
７月の休館日　月曜日（１９日は除く）、２０日

小・中学生のための生物学教室「実験と観察Ⅰ」〈全３回〉
　微生物やクモ、鳥の羽根などを観察します。
日　時　７月２８日～８月１１日の毎週水曜日午前１０時～正午
対　象　小学校４年生～中学生＝２０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚１人まで）に住所、氏名、年齢、学校名、学

年、電話番号、教室名を書いて、７月１５日（必着）までに同館へ

星空観望会（８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　８月６日～２７日の毎週金曜日午後７時～８時３０分
定　員　１００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、参加者全員の

氏名・年齢、代表者の住所・氏名・年齢・電話番号、参加希望日（第
２希望まで）、「星空観望会」と書いて、７月１５日（必着）までに
同館（Ｅメール star@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

 フィールドミュージアム企画   水郷田名探検隊　
　ふれあい科学館周辺の歴史や川の生き物について詳しくなろう。
コース　ふれあい科学館～田名八幡宮～旧烏山用水～相模川
日　時　７月２４日（土）・２５日（日）午前９時３０分～正午
対　象　小学生以上の人＝各３０人（申込順）
※小学校２年生以下は保護者同伴
費　用　３００円（保険料など）
申し込み　電話で同館へ

サマースクール
　親子で相模川に住む生き物を観察しよう。
日にち　７月３０日（金）・３１日（土）、８月１日（日）
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
会　場　相模川（上大島付近）
対　象　小学校３年生以上の子どもとその保護者 
定　員　各１５組（申込順）　　費　用　１組１，０００円（保険料など）
申し込み　電話で同館へ

マンスリー水槽
　花の「アサガオ」をテーマに、青色の生き物が登場します。
展示生物　ブルージェリーフィッシュ
展示期間　７月３１日（土）まで

七夕水槽
　七夕にちなんだ名前の生き物を展示します。
展示生物　シモフリタナバタウオ
展示期間　７月７日（水）まで

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（７月１７日～８月３１日は午後５時まで）
７月の休館日　５日・１２日（７月１７日～８月３１日は無休）
入館料　大人３００円、小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円

ブルージェリーフィッシュ

シモフリタナバタウオ

市立博物館の催し

相模川ふれあい科学館の催し

　英語の歌やゲーム、外国人芸術家によるあい染め
体験などを通じて、夏の思い出をつくろう。
日にち　８月１２日（木）～１３日（金）
　　　　〈１泊２日〉
会　場　ふじの体験の森やませみ
対　象　市内在住か在学の小学校５年生～中学校３

年生＝３０人（抽選）
費　用　２，０００円（食事代）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、学年、性別、

電話番号を書いて、７月１５日（必着）までに藤
野保健福祉課（〒２５２－５１５２　緑区小渕２０００ 
1０４２－６８７－２１５９）へ

２０１０高知よさこい全国大会
　市を代表して出場する相模 ＲＡ  Ｎ  ＢＵ 

ら ん ぶ

 ○ と一緒に、よさこい
まる

の本場「高知」で踊りませんか。
日　時　８月１２日（木）午後０時４５分～１０時
会　場　高知城周辺（高知県）
費　用　３万５，０００円（宿泊費など）※往復交通費が別途必要
※衣装の貸し出しあり
申し込み　電話かＥメールに住所、氏名、電話番号を書いて、７月１５日までに相模ＲＡＮＢＵ

○事務局の中山さん（1０９０－１４６９－９２６２　Ｅメール  ritamaro７０３@yahoo.co.jp）へ
※週１回程度、公民館や体育館で練習しますので、初めての人も歓迎します。

相模原よさこいＲＡＮＢＵ！
日　時　９月１９日（日）午前１１時～午後４時　　会　場　古淵駅駅前通りほか
対　象　よさこい踊りができる１０人以上のチーム＝３５組（抽選）
費　用　中学生以上の人＝１人５００円
申し込み　直接か電話で、８月６日までに相模原よさこいＲＡＮＢＵ！実行委員会の河原さん

（青史堂印刷内　1０４２－７４８－３９２１）へ

よさこいを踊ろう

藤野イングリッシュ・
クラフト・キャンプ

参加者募集参加者募集


