
 今号の主な内容 L I N E U P

■ トピックス ■ T O P I C S

　平成２１年３月１６日～７月３１日の１３７日と１５時間、国際
宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟に滞在した、宇
宙飛行士・若田光一さんが、７月６日、加山市長を訪問
しました。 
　若田さんは「きぼう」に搭載した「銀河連邦旗」を返
還し、「相模原市には縁があります。初飛行でＪＡＸＡ
相模原キャンパスの支援を受けたことを、今でも感謝し
ています」と語りました。� 

お問い合わせ　渉外課　1０４２－７６９－８２０７ 

「銀河連邦旗」が宇宙の旅から帰還 

グリーンカレッジつくい夏期講座 8

事業仕分けを実施します�2

地デジ完全移行まであと１年 3

4 夏休みを楽しもう！ 5

運動して毎日健康！ 9

　 12

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

6 夏の祭典  ２０１０ 7

広報 広報 

潤水都市 さがみはら 
じゅん すい と 
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ホームページ 
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事業仕分けを実施します
日にち　７月３１日（土）、８月１日（日）
時　間　午前９時１５分～午後５時
会　場　市民会館第１・第２大会議室
※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。

全４０事業のうち主な対象事業
　○さがみはらネットワークシステム（施設予約）運用経費
　○不法投棄対策夜間警備委託事業
　○河川維持管理費（除草業務）
　○視聴覚ライブラリー自主事業費
※すべての対象事業や対象事業ごとの時間など、詳しくは経営監理
課や各行政資料コーナー・まちづくりセンターなどで配布してい
るチラシか、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 をご覧ください。

お問い合わせ　経営監理課　1０４２－７６９－９２４０

だまされるな！ その電話
電話の相手は偽者だ！

○最近、「電話番号が変わった」という連絡があった
○警察官や、金融機関の職員を名乗る者から「キャッシュカードを
預かります」と言われた

それが振り込め詐欺の手口
振り込む前に、他人にお金を渡す前に、
最寄りの警察署に確認・相談を！

市内被害状況（平成２２年１月～６月）

お問い合わせ
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

３３件件　数
５，９０２万６，０００円金　額

オレ 
　オレ 

河川の有効活用等について意見交換

県央相模川サミット
　７月８日、本市を会場に、相模川周辺自治体（厚木市、海老名市、座間市、愛川
町、清川村、相模原市）の首長で構成する「県央相模
川サミット」が開催されました。会議では、６市町村合
同による相模川などのクリーンキャンペーンの実施に
ついて合意するとともに、河川の活用方策等の共通課
題の解決のため、活発な意見交換が行われました。

お問い合わせ　広域行政課　1０４２－７６９－８２４８

 ７月５日　新たに病後児保育施設を開設
　病気の回復期で集団保育ができず、仕事などで家庭保育も困難な
子どもを、一時的に保育する市内２か所目の施設を新たに開設しま
した。
施設名　北里キッズケアルーム「ひまわり」
所在地　南区北里１－１５－１北里大学病院レジデントドミトリー
保育時間　月～金曜日の午前８時３０分～午後５時
対　象　原則、市内の保育所へ通所中の生後６か月以上の子ども

（施設に空きがある場合は小学校３年生まで）
費　用　○日額２，０００円（給食費別途３５０円）
　　　　○医師による利用連絡票発行手数料　１件１，６００円
※減額制度や助成制度があります。
※利用方法など詳しくは、お問い合わせいただくか市ホームページ
の  暮らしの情報 → 子育て → 保育園 → 病後児保育事業 からも
ご覧になれます。

お問い合わせ
北里キッズケアルーム「ひまわり」　1０４２－７７８－７８１５

市立図書館協議会委員を募集
　図書館の運営などについて協議します。
任　期　委嘱日（８月を予定）～平成２４年８月（会議は年３回程度）
対　象　市内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会等の委員、職

員、議員を除く）＝１人（選考）
申し込み　各図書館・公民館（青根・沢井公民館を除く）などにあ

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、Ｅメールで７月２５日（必着）までに市立図書館（〒２５２－
０２３３　中央区鹿沼台２－１３－１　1０４２－７５４－３６０４　Ｅメー
ル tosyokan@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

広報さがみはら（１０月１５日号～平成２３年４月１日号）
掲載料

（１枠・１回）
募集数
（抽選）サイズ（１枠）刷り色掲載面

８万円各２枠（最終面
は１日号のみ）

縦８㎝×横１２㎝
（２枠使用の場合＝
縦８㎝×横２４．５㎝）

市指定の２色情報あらかると面

１２万円フルカラー最終面

発行部数　１号あたり約２４万５，０００部
申し込み　広聴広報課にある申込書（市ホームページの 広告掲載について → 広報

さがみはらへの広告掲載について からダウンロード可）と必要書類を、１０月
１５日号は８月１０日まで、１１月１日号以降は掲載希望号の前々月１０日（必着。
土・日曜日、祝日の場合は金曜日）までに同課へ

パソコン版市ホームページ　バナー広告

募集数掲載料（１枠・月額）掲載ページ

１５枠（抽選）３万円トップページ

各カテゴリ３枠（申込順）１万５，０００円
第２階層（カテゴリ、ライフ
イベント、ＦＡＱ）メニュー
ページ

掲載期間　１０月１日～３か月か６か月　　申込期間　８月５日～１３日（必着）

※申込方法など詳しくは、市ホームページの 広告掲載について をご覧ください。

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

広告を掲載しませんか

　あなたの力を明日の相模原市に

市職員を募集
受験資格職務内容採用予定人数試験区分

平成元年４月２日～５年４月１日
に生まれた人一般行政事務５人程度行　政

（高校卒業程度）
平成元年４月２日～５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５人程度消　防
（高校卒業程度）

平成元年４月２日～５年４月１日
に生まれた人

市立小・中学校での
学校事務若干名学校事務

（高校卒業程度）

昭和５９年４月２日以降に生まれ、
栄養士の免許があるか、平成２３年
３月までに取得見込みの人

保健所、市立小・中学
校等での栄養管理、
調理指導、栄養指導
などの業務

若干名栄養士

昭和５９年４月２日以降に生まれ、
栄養士の免許があるか、平成２３年
３月までに取得見込みの人

市立小・中学校等で
の給食栄養管理若干名学校栄養士

※採用は、原則、平成２３年４月１日以降です。
※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）を郵送か電子申請で、７月２６日～８
月１６日（消印有効。電子申請は８月１２日まで）に人事委員会事務局へ

第１次試験　９月２６日（日）　麻布大学
お問い合わせ　人事委員会事務局　1０４２－７６９－８３２０

男女共同参画推進シンボルマークが決定
　男女共同参画を広く呼びかけるためのシンボルマーク
が、市民の皆さんの応募作品の中から、赤羽直美さんの
作品に決定しました。
作品に込められた思い
　左が男性、右が女性で、男性・女性が手と手を取り合
い、力を合わせていくという意味を表現しています。
※シンボルマークの使用方法など詳しくは、お問い合わせいただくか、市ホームペ
ージの 市政情報 → 市政運営 → 男女共同参画 をご覧ください。

お問い合わせ　男女共同参画課　1０４２－７６９－８２０５
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　地デジ受信の準備はお早めに

地デジ完全移行まであと１年
～平成23年７月24日までにアナログ放送は終了します～

　現在の地上アナログ放送は、今後、放送終了に向け、告知スーパー、お知らせ画面等の表示などを経て、２３年７月２４日まで
に終了し、地上デジタル放送（地デジ）に完全移行します。地デジに移行すると、これまでのアナログテレビでは、デジタル
チューナーなどを取り付けなければ視聴できなくなります。
　完全移行まで１年余りになりました。皆さんも、地デジ受信の準備はお早めにお願いします。

「テレビのデジタル化工事」を装った
詐欺にご注意を！ 

　地デジ受信対応に関連した不正請求や振り込め詐欺などが発生していま
す。
　市や国の関係機関等が地デジ受信のための工事の受け付けやその費用を
請求することはありません。疑わしい工事の勧誘を受けた場合や、身に覚
えのない請求を受けた場合には、すぐに支払わず、総務省地デジコールセ
ンター、お近くの警察署、消費生活センターなどにご相談ください。

東京スカイツリー完成後も受信アンテナの方向調整は不要

　東京スカイツリー（墨田区）の建設が進められていますが、現在、東京
タワー（港区）からの電波を受信して地デジを視聴している場合でも、東
京スカイツリーからの地デジの電波は、アンテナの方向調整をすることな
く受信できる見込みです。

データ放送視聴のための郵便番号の設定変更

　すでに地デジをご覧の人は、地域の天気予報等のデータ放送を視聴する
ことができますが、４月１日に相模原市内の郵便番号が変更されたことに
伴い、地デジ機器の郵便番号の再設定が必要となります。再設定の方法は、
説明書等をご覧ください。

集合住宅共同受信施設の地デジ化経費に対する助成金

　アパートやマンションなどの共同受信施設のデジタル化改修等を行う際、
その経費負担が世帯あたり３万５，０００円を超える場合は、国の助成を受ける
ことができます。
　申請期間は２２年８月３１日までです。助成を希望する場合は早めに申し込
んでください。
助成金制度の申請・お問い合わせ先
　総務省　テレビ受信者支援センター　助成金相談窓口
　1０５７０－０９３－７２４（利用できない場合は、1０３－５６２３－３１２１）
　受付時間　午前９時～午後６時（月～金曜日）

受信障害対策共聴施設の総合コンサルティング

　総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ神奈川）では、ビル陰など
の受信障害対策用に設置している共同受信施設（受信障害対策共聴施設）
の地デジ放送対応を促進するため、個別アンテナ受信可否調査、助成金制
度、法律家相談などによる支援を行っているほか、デジタル化方策の検討、
当事者間協議支援等、デジタル化対応の検討から完了までを総合的に支援
する総合コンサルティングを実施しています。
　なお、総合コンサルティングについての申込期間は８月３１日までの予定
ですが、地デジに関するお問い合わせは、引き続き、下記のデジサポ神奈
川で受け付けています。

地形的な理由による共同受信施設の改修（新設）に
対する補助金

　地形的な理由から地デジが受信できない自主共聴施設の改修については、
国の補助制度等を利用できる場合があります。詳しくは市ホームページの
暮らしの情報 → 地上デジタル放送 をご覧になるか、情報政策課へお問い
合わせください。

９月・１１月に地デジ相談会を開催

　デジサポ神奈川では、２２年９月・１１月に市内各地域で地デジ相談会を開
催する予定です。
　日程や開催場所などは、決まり次第、本紙や市ホームページなどでお知
らせします。

１．受信方法を確認してください ２．デジタル受信 
機器を用意して 
ください

自宅でアンテナを設置してテレビを見ている

　アンテナの種類を確認してください。

ケーブルテレビやインターネットで
テレビを見ている（有料）

　ＵＨＦアンテナは不要です。契約内容の変更等が必要な場合があります
ので、加入しているケーブルテレビ会社、インターネット回線会社にお問
い合わせください。

共同アンテナでテレビを見ている

○集合住宅や地形的な理由により共同受
信施設でテレビを見ている

　地デジを引き続き共同受信施設で視聴
する場合は、共同受信施設のデジタル化
改修が必要になります。改修の時期や方
法については施設の管理者や受信組合等
にお問い合わせください。

○ビル陰など受信障害対策の共同受信施
設でテレビを見ている

　地デジ移行により、受信障害が解消さ
れる場合もあります。受信障害が解消さ
れる場合には、ご自宅にアンテナを設置
し、受信する必要がありますので、お早
めに施設管理者等にお問い合わせくださ
い。

　デジタルチューナー内蔵
テレビに買い換えるか現在
使用しているアナログテレ
ビにデジタルチューナーか
デジタルチューナー内蔵録
画機器を取り付ける必要が
あります。

ＵＨＦアンテナＶＨＦアンテナ

ＵＨＦアンテナの取り
付け工事が必要です。

ＶＨＦアンテナ
のみの場合

通常はそのままで受信
することが可能です
が、調整等が必要な場
合もあります。

ＵＨＦアンテナ
がある場合

※いずれの場合もお近くの電気店に
　お問い合わせください。

デジタルチューナーか
デジタルチューナー内蔵

録画機器

地デジに関する相談・お問い合わせ
総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ神奈川）
　1０４５－３４５－０１１０
　受付時間　午前９時～午後９時（土・日曜日、祝日は午後６時まで）

総務省地デジコールセンター
　1０５７０－０７－０１０１（利用できない場合は1０３－４３３４－１１１１）
　受付時間　午前９時～午後９時（土・日曜日、祝日は午後６時まで）

情報政策課　1０４２－７６９－８２１２

○C 日本民間放送連盟２００９

地デジの受信方法

助成金・補助金 相談・相談会

アンテナ調整・設定変更
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思 い を か た ち に　 絵画・作文・標語・ポスター・写真　　募集

申し込み　直接か郵送、Ｅメール（標語のみ）で、作品に住所、氏名（ふりがな）、年齢、学校名、学年、組、電話番号〈☆印は氏名（ふりがな）、
学校名、学年のみ〉を書いて応募期限（必着）までに各応募先（〒２５２－５２７７　中央区中央２ー１１ー１５、★印は〒２５２－５１７２　緑区中野６３３、
☆印の緑区は〒２５２－５１７７　緑区橋本６－２－１　シティ・プラザはしもと５階、中央区は〒２５２－５２７７　中央区中央２ー１１ー１５、南区は〒
２５２－０３７７　南区相模大野５－３１－１）へ

応募先・お問い合わせなど応募期限対　象テーマ・規格内　容
資源循環推進課　1０４２－７６９－８３３４
Ｅメール
　shigenjunkan@city.sagamihara.kanagawa.jp

９月３日市内在住か在学の
小・中学生

不法投棄禁止かポイ捨て禁止について
標語＝はがき
ポスター＝四つ切り画用紙　※１人各２点まで

美化標語・ポスター

生活安全課　1０４２－７６９－８２２９
Ｅメール 
　seikatsuanzen@city.sagamihara.kanagawa.jp

交通安全か防犯について
標語＝Ａ６用紙
ポスター＝四つ切り画用紙　※１人各１点まで

安心・安全まちづくり
標語・ポスター

こども青少年課　1０４２－７６９－８２８９
Ｅメール
　seisyonen@city.sagamihara.kanagawa.jp

９月６日

市内在住か在学・
在勤の人（絵画と
作文は市内在住か
在学の小・中学生）

家族・地域・社会・学校について
絵画＝四つ切り画用紙
作文＝４００字詰め原稿用紙３枚まで（題名含まず）
標語＝はがき（同規格の用紙可）
※標語は１人２点まで

青少年健全育成啓発
絵画・作文・標語

生涯学習課津久井教育班　1０４２－７８０－１４１０

９月１０日

市内在住か在学の
中学生

「咢堂漫画」など尾崎行雄に関する本を読んだ
がく どう

感想
４００字詰め原稿用紙２～４枚

★「尾崎行雄」
　読書感想文

通学している学校か各区の選挙管理委員会事務局
お問い合わせ

市選挙管理委員会事務局　1０４２－７６９－８２９０

市内在住か在学の
小学生～高校生

明るい選挙を進めるために役立つポスター
四つ切りか八つ切り画用紙

☆明るい選挙
　啓発ポスター

生活衛生課　1０４２－７６９－８３４７
応募票の配布場所　生活衛生課と各公民館など。市ホ

ームページの 作品・スタッフ募集 からダウ
ンロードできます。

９月３０日市内在住の人

家庭で飼育している動物
（犬の場合は登録と狂犬病予防注射をしている
こと）
応募票にサービス版かＬ版プリントを 貼 付   

ちょう ふ

（１０月１６日に開催する「健康フェスタ２０１０」の
会場で展示し、人気投票します）
※１家族１点まで

「ペットと楽しく!!」
写真コンテスト

古民家園の紙芝居
　日本家屋の良さを感じながら紙芝居を楽しもう。
日　時　７月２５日（日）午前１０時～１１時３０分
定　員　４０人（先着順）※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

親子の圏央道建設現場見学会
　圏央道の建設状況や高速道路の管理方法を見学しよう。
日　時　８月４日（水）午後０時３０分～４時
会　場　圏央道城山八王子トンネル建設現場ほか
対　象　小学生とその保護者＝８０人（抽選）
申し込み　はがきに代表者の住所・氏名・電話番号、参加者全員の氏名・年

齢を書いて７月２２日（消印有効）までに中日本高速道路八王子工事事
務所（〒１９２－０９０７　八王子市長沼町１３０５－３　1０４２－６４５－７５１１）へ

◇　　　◇
時　間　午後２時～３時３０分　　　会　場　衛生試験所
対　象　市内在住か在学の小学校３～６年生（保護者同伴可）
定　員　各２０人（申込順）
申し込み　電話で生活安全課（1０４２－７６９－８２２９）へ

小・中学生のためのコーラス
ワークショップ〈全２回〉

　コーラスを通して、合唱の美しさや歌うことの
楽しさを体験しよう。
日にち　８月７日（土）・８日（日）
時　間　午前１０時～正午
会　場　青少年学習センター
対　象　小・中学生＝３０人（申込順）
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８月６

日までに同センター（1０４２－７５１－００９１　Ｅメール seisyonen-cen 
ter@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

ワクワク体験・地下発電所の探検
　発電所の見学をして、クリーンエネルギーについて学ぼう。
日　時　８月２２日（日）午前１０時～午後４時
会　場　企業庁発電総合制御所（緑区川尻４４５４－３）
対　象　小学生以上の人（小学校１～３年生は保護者同伴）
定　員　２００人（申込順）
申し込み　電話で８月１９日までに同制御所（1０４２－７８２－２８１３）へ

旧石器ハテナ館 子ども歴史学習会
　夏休みの自由研究などに役立てよう。

時　間　午前９時３０分～１１時３０分
対　象　小・中学生＝各日３０人（申込順）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

内　容日にち

大昔のお話８月２日（月）

ムラからクニへ　　３日（火）

貴族の時代　　４日（水）

武士の時代　　５日（木）

まとめ　　６日（金）

夏休み交通安全教室
　自転車の正しい乗り方を学ぼう。
日にち　８月３日～３１日の毎週火～金曜日〈雨天中止〉
会　場　交通公園（鹿沼公園内）

自転車シミュレーター体験
　シミュレーターを利用して、自転車のマナーなどを学ぼう。
日にち　８月３日（火）～６日（金）
　　　　　　２４日（火）～２７日（金）
※雨天中止、６日・２７日は午前のみ
会　場　交通公園管理棟

◇　　　◇
時　間　午前１０時～１１時３０分
　　　　午後３時～４時３０分
対　象　小学生以下の子どもとその保護者
※希望者は直接会場へ
※自転車実技は小学生のみ

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

夏 休 み を 楽 し も う ！

てんびんばかりを作ろう！
　はかりを作って、いろいろなもの
を量ってみよう。
日にち　８月４日（水）

夏休み子ども消費者教室

おこづかい教室
　ゲームやクイズで、上手なお金の
使い方を身に付けよう。
日にち　８月６日（金）
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※軍手とごみ袋（家庭にあるレジ袋など）を持って、直接各会場
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
以降に市役所守衛室（1０４２－７５４－１１１１）へ

※当日は「県央相模川サミット」六市町村合同クリーンキャンペー
ンを兼ねて行います。

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

　相模川クリーン作戦
　相模川の美しい自然を保全するため、河川敷を清掃します。
日　時　８月８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、新戸スポーツ広場周辺新磯地区

川 を き れ い に
　境川クリーンアップ作戦
　境川の小山橋～高橋、宮前橋～西田橋（約１０km）までを清掃します。
日　時　７月２５日（日）午前８時～１１時（予定）
※集合場所や持ち物など、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ　同実行委員会事務局の金井さん　1０４２－７１８－４０３０

申し込み　直接か電話で各申込期
限までに同センター（1０４２
－７５６－３４４３）へ

申込期限費　用定員（申込順）時　間日にち内　容

８月１０日
　６００円１５人

午前１０時
　～正午

８月１７日・２４日・３１日の
火曜日

はじめてのモネ体験教室〈全３回〉
　モネの手法を学び、実際にモネと同じように描きます。

　５００円
各２０人

８月１７日（火）
いざという時に困らない　ホームファイリング
　家庭での重要書類の整理方法・技術をアドバイスします。

８月１７日１，０００円
午後１時３０分
　～３時３０分

８月２４日・３１日の火曜日
知っ得・なっとく・介護のイロハ〈全２回〉
　高齢者・認知症の人と会話するときのポイントを学びます。

　市民が講座の企画・運営の研修を受け、学んだ成果を生かして講義します。

市民講座「学びのらいぶ塾」前期講座Ⅱ総合学習センター

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

名作上映会
～語り継ぐべき戦争の記憶～

日にち　８月１３日（金）・１５日（日）・１７日（火）

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

子ども映画会

上映作品時　間

黒い雨（１９８９年／白黒）午前１０時～午後０時１０分

東京大空襲  ガラスのうさぎ
（１９７９年／カラー）

午後２時～３時５０分　　

上映作品定員会　場日にち

○１４ひきのあさごはん
○ポパイ
○手塚治虫ワールド
　「雨降り小僧」

１２０人串川地域
センター

７月２４日
（土）

○がんばれ子ブタくん
○おばけうんどうかい
○ふしぎの国のアリス
○のっぺらぼう

１８０人市立図書館
（中央区鹿沼台）

８月１４日
（土）

時　間　午後２時～３時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の人
※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

相模湖ふるさとの森 自然体験教室
　たきぎ拾いや火おこし、ダッチオーブンクッキングなどを体験しよう。
日　時　８月２１日（土）午前９時～午後３時　
会　場　相模湖ふるさとの森キャンプ場
対　象　県内在住の小学生以上の人（小学生は保護者同伴）＝３０人（抽選）
費　用　１，０００円
申し込み　はがきかファクスに住所、氏名、電話番号を書いて７月３０日（必着）まで

に、相模湖経済観光課（〒２５２－５１６２　緑区与瀬８９６　1０４２－６８４－３２４０　6０４２
－６８４－３６１８）へ

　相模川ふれあい科学館
世界のカブトムシ・クワガタ展’１０

　生息地域を再現した森に、世界のカブトムシ・クワガタ５０種類が大集合！カブトム
シハウスで生きたカブトムシを触ったり、間近で観察しよう。
期　間　７月１７日（土）～８月３１日（火）

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日は無休、午後５時まで
入館料　大人３００円、小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円

夏季ポニー教室〈全５回〉
　ポニー乗馬やエサあげなどを体験しよう。
日　時　８月２２日（日）～２７日（金）〈２３日（月）を除く〉午前９時４０分～正午
会　場　相模原麻溝公園ふれあい動物広場
対　象　市内在住の小・中学生（保護者同伴）＝２０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、

「夏季ポニー教室」と書いて、８月９日（必着）までに同広場（〒２５２－０３２８
　南区麻溝台２３１７－１　1０４２－７７８－３９００）へ

※過去に参加経験のある人は応募できません。

　障害者ふれあい文化講座

石 け ん 作 り
日　時　８月７日（土）午後２時～４時
会　場　けやき体育館
対　象　市内在住か在学・在勤の知的障害児・者＝１５人（申込順）
費　用　５００円
申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号を書いて８

月４日までに、けやき体育館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－
１２００）へ

※ボランティアを５人募集しています。

夏休み親子新聞づくりワークショップ
　親と子の交流を深めながら、新聞づくりを学ぼう。

時　間　午前１０時～午後０時３０分
対　象　各区在住の小学校４～６年生とその保護者（１組２人まで）
申し込み　電話かＥメールに住所、氏名、学年、保護者名、電話番号

を書いて、７月３０日までに神奈川新聞社企画開発室（1０４５－
２２７－０７０７　Ｅメール kanagawa.shimbun@gmail.com）へ

定員（抽選）会　場日にち住　所

２０組橋本公民館８月２４日（火）緑　区

各２５組
市民会館　　２５日（水）中央区

市南区合同庁舎　　２６日（木）南　区

○Ｃ 北星株式会社
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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。

　「地球の兄弟星」と言われる金星の大気の
 謎 を解き明かすために打ち上げられた金星探
なぞ

査機あかつき。その壮大なプロジェクトを紹
介します。

全天周映画　銀河鉄道の夜
　ドームいっぱいに広がる銀河のパノラマ風景は、
天空の汽車に乗車したかのような、夢の体験。

提供　池下章裕

プラネタリウム新番組　相模原から金星へ

～金星探査機あかつきの挑戦～

子どものためのワークショップ　動物アニメをつくろう
　紙粘土で動物を作り、アニメーションを撮影します。
日　時　８月２０日（金）・２５日（水）午後１時～４時
対　象　小学校３年生～６年生＝各日２０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚につき２人まで）に住所、氏名、年齢、

学校名、学年、電話番号、参加希望日、「動物アニメをつく
ろう」と書いて７月２５日（必着）までに同館へ

考古の日　ふれてみよう！原始・古代の生活
　原始・古代の人々が使っていた土器や石器などに実際に触るほか、
複製品を使って昔の技術や生活を学びます。
日　時　７月２５日（日）午前１０時～午後４時　※希望者は直接会場へ

　　　　　　　　夏休み子ども学習相談

　夏休みの自由課題、自由研究などのアドバイスをします。
日　時　７月２１日（水）～８月３１日（火）午前９時３０分～午後５時
※７月２９日（木）～３１日（土）を除く
対　象　小・中学生　　※希望者は直接会場へ

　 宇宙科学セミナー
　ＪＡＸＡ研究者が小惑星探査機はや
ぶさ、金星探査機あかつきなどの説明
をします。
対　象　中学生以上の人

　 ミニミニ宇宙学校
　ＪＡＸＡ研究者が宇宙についてお話
します。
対　象　小学生以上の人

◇　　　◇

会　場　市立博物館
定　員　各２００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
※内容や時間など、詳しくはＪＡＸＡ
宇宙科学研究所（1０４２－７５９－８００８）
へお問い合わせください。

全天周映画　HAYABUSA 
BACK TO THE EARTH

　波乱と感動に満ちたはやぶさの
冒険の旅が、臨場感あふれるＣＧ
でドームいっぱいに広がります。

懐かしの
昭和の街頭
紙芝居

　「鉄腕アトム」
の紙芝居をお楽し
みください。
日にち　７月２３日（金） 

　　　２５日（日） 
　　　３０日（金）

時　間　午前１１時から１０分程度

布えほん展
　手作りの布えほん・布おもちゃの展
示と、おはなし会を行います。

夏休みの宿題に役立てよう　　

調べ学習のすすめ
　学習資料集の調べ方を紹介します。
日にち　７月２５日（日）
時　間　午後２時～４時
会　場　 杜 のホールはしもと 

もり

　セミナールーム２　
対　象　小学校３年生～中学生
定　員　３０人（申込順）　
申し込み　直接か電話で橋本図書館

（1０４２－７７０－６６００）へ

夏のこわいおはなし会
　部屋を暗くして、こわいおはなしを
語ります。
日にち　８月４日（水）
時　間　午後２時～３時
会　場　相模大野図書館　　
対　象　小学生＝１２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
相模大野図書館
1０４２－７４９－２２４４

時　　間
日にち

おはなし会布えほん展

午後２時午後１時
～４時３０分７月２１日（水）

午前１１時
午後２時

午前１０時
～午後４時　　２２日（木）

夏休みの自由課題・
研究はおまかせ

○C 「はやぶさ」
大型映像制作委員会

夏の図書館へおいでよ！
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＝駐輪場 

＝バイク 

＝車両進入禁止　 
　午後6時30分～ 
　　　9時（予定） 

※バスは午後４時から上
田名バス停で折り返し
運転となります。 
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２４日（土）午後６時～９時 
２５日（日）午後２時３０分～９時３０分 

東林間サマーわぁ！ニバル 東林間サマーわぁ！ニバル 東林間サマーわぁ！ニバル 

上溝中学校 JR相模線 
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歩行者天国　7月24日（土）午後6時～9時 

歩行者天国　7月25日（日）午後2時30分～9時30分 

橋本七夕通りほか  

東林間駅前大通り（シャンテ大通り）ほか 

午後６時 
　～９時 
午後６時 
　～９時 

東林間駅 

児童館 児童館 

くぬぎ台小学校 

郵便局 
農協 

くぬぎ台小学校 
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東林間 
神社 
東林間 
神社 

　地元や本場徳島、東京のグループによる盛大
な阿波踊り。来場者も飛び入りで踊れる「にわか
連」など祭りとの一体感が楽しめます。 

　地域の住民・団体が趣向を凝らした美し
い竹飾りや、音楽、ダンスなど多彩なステ
ージイベントで、夏の橋本を盛り上げます。 

神明神社 

相模原 
協同病院 

JR横浜線 

相
原
駅
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国
道
16
号 

橋本駅 

 

橋本七夕まつり 橋本七夕まつり 橋本七夕まつり 

案　内　図 

歩行者天国・ 
車両通行止め 
（予定） 

午後5時 
　～9時30分 

８月１日● ８月１日● 

８月２８日● ８月２８日● 

ひかり祭り ひかり祭り 
　全国から集まった、映像作家や音楽な
どさまざまな表現者が、独自の芸術活動
を繰り広げます。 

　全国から集まった、映像作家や音楽など
さまざまな表現者が、独自の芸術活動を繰
り広げます。 

　打ち上げ場所の近くで観覧でき、すぐそ
ばに花火が落ちてくるような大迫力。ラス
トのナイアガラも幻想的な光景です。 

　打ち上げ場所の近くで観覧でき、すぐそ
ばに花火が落ちてくるような大迫力。ラス
トのナイアガラも幻想的な光景です。 

お問い合わせ 

コールセンター 
1０４２－７７０－７７７７ 

夏
の

祭
典 

夏
の

祭
典 

上溝夏祭り 上溝夏祭り 上溝夏祭り 

ワ
ッ
シ
ョ
イ 

ワ
ッ
シ
ョ
イ 

ワ
ッ
シ
ョ
イ ワ
ッ
シ
ョ
イ 

ワ
ッ
シ
ョ
イ 

ワ
ッ
シ
ョ
イ 

※花火大会臨時駐車場は有料です。 
　（駐車場利用協力金１台１，０００円） 

歩行者天国　 午後1時～10時 
※8月5日は前日準備のため午後3時～8時に交通規制があります。 

午後２時～９時　※８日（日）は午後８時３０分まで 午後２時～９時　※８日（日）は午後８時３０分まで 

　古くから保存継承されてきた「御輿・山
車」、伝承の「まつりばやし」など郷土芸
能が上溝のまちを練り歩きます 

案
内
図 

案
内
図 

案 内 図  

７月２４日●・２５日● ７月２４日●・２５日● 

８月６日●～８日● ８月６日●～８日● 

８月７日●～８日● ８月７日●～８日● 

８月６日●～８日● ８月６日●～８日● 

土 

土 

日 日 

土 

日 

日 

金 日 

金 

上溝商店街通りほか  

相模川高田橋上流  

さがみ湖湖上祭花火大会 さがみ湖湖上祭花火大会 さがみ湖湖上祭花火大会 

相模原納涼花火大会 相模原納涼花火大会 相模原納涼花火大会 
午後７時から 
 
午後７時から 
 

旧牧郷小学校（緑区牧野７０２９） お問い合わせ 
藤野まちづくりセンター　1０４２－６８７－２１１７ 

お問い合わせ 
藤野まちづくりセンター　1０４２－６８７－２１１７ 

県立相模湖公園  

　相模原の夏の夜空を彩る風物詩。自然豊か
な水郷田名で豪華な演出の花火を打ち上げます。 

午後７時３０分から 
※荒天時は２日（月）に順延 
午後７時３０分から 
※荒天時は２日（月）に順延 

開催のお問い合わせ（大会前日と当日のみ） 開催のお問い合わせ（大会前日と当日のみ） 
テレホンサービス1０１８０－９９３－８７１ 

 

み だ こし 

し 

市民協賛者席・メッセージ花火受付中 市民協賛者席・メッセージ花火受付中 

※御輿が出るのは２５日（日）のみ ※御輿が出るのは２５日（日）のみ 

※荒天・相模川増水時は８月２９日（日）に順延 
※２９日（日）も開催できない場合は中止 
※荒天・相模川増水時は８月２９日（日）に順延 
※２９日（日）も開催できない場合は中止 

※通話料がかかります。 
※ＰＨＳ、プリペイド式携帯電話（ドコモは除く） 
などからは利用できません。 

※大会当日はエフエムさがみ（８３．９ＭＨｚ）で交通 
情報・実況中継を放送します。�

入場料　３，５００円　（３日間通し料金） 
※入場料やプログラムなど、詳しくはお問い
合わせください。 

※有料駐車場（１，０００円）、駐車場から無料
シャトルバスあり 

※藤野駅～会場の臨時バス（往復）あり 

入場料　３，５００円　（３日間通し料金） 
※入場料やプログラムなど、詳しくはお問い
合わせください。 
※有料駐車場（１，０００円）、駐車場から無料
シャトルバスあり 
※藤野駅～会場の臨時バス（往復）あり 

日　時　６日（金）午後６時～９時（前夜祭） 
　　　　７日（土）午後１時～９時 
　　　　８日（日）午前１０時～午後９時 

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・８月の休館日　月曜日、７月２０日（火）
※７月１９日（祝）、８月１６日（月）は開館します。

ＪＡＸＡ相模原キャンパス

市立博物館で楽しく学ぼう

午後３時３０分午後２時３０分午後１時３０分午前１１時
おかえりなさい  はやぶさＨＡＹＡＢＵＳＡ－－７月１６日（金）まで

ＨＡＹＡＢＵＳＡＨＡＹＡＢＵＳＡおかえりなさい  はやぶさ銀河鉄道の夜７月１７日（土）～２９日（木）

ＨＡＹＡＢＵＳＡＨＡＹＡＢＵＳＡＨＡＹＡＢＵＳＡＨＡＹＡＢＵＳＡ７月３０日（金）・３１日（土）

ＨＡＹＡＢＵＳＡＨＡＹＡＢＵＳＡ相模原から金星へ銀河鉄道の夜８月１日（日）～３１日（火）

定　員　各２１０人（先着順）※希望者は直接会場へ　　観覧料　大人５００円、４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円

このほか、はやぶさのミッション解説や、帰還時の写真などの関連展示を随時行っています。
※企画展「こんなに自然あったんだ！～相模原市史自然編から～」と、特別展示コーナー「津久井の自然・歴史・文化」は、
ＪＡＸＡ特別公開関連事業のため、７月２７日（火）～８月１日（日）は展示をお休みします。

プラネタリウム おかえりなさい　はやぶさ
　はやぶさの地球帰還や同館オリジナルのＪＡＸＡ相模原キャンパス
へのカプセル里帰りシーンなどの最新映像で、はやぶさの旅がよみが
えります。

会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

感動の旅を振り返る感動の旅を振り返るはやぶさ
７月３０日（金）・３１日（土）

みんなで宇宙に行ってみよう
　ロケットの仕組みや宇宙飛行士の仕事などについてお話します。
日　時　８月２日（月）・３日（火）午前１１時～午後０時３０分
会　場　相模原麻溝公園競技場
対　象　小学生とその保護者＝各８０人（申込順）　　費　用　各３００円
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電話番

号、参加希望日、「みんなで宇宙に行ってみよう」と書いて、
同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール 
asamizo-stadium@dream.jp）へ

キッズ イン スペース
夏休み宇宙科学教室
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天体観望ｄｅ月を見よう！
　口径３５㎝の大型天体望遠鏡で月を観察し、星の世界を学びます。
日　時　８月２１日（土）午後７時３０分～９時３０分
※予備日８月２２日（日）
集　合　午後７時１０分に津久井中央公民館
会　場　柳沢天文台（緑区中野）
対　象　小学生以上の人＝１５人（抽選）
費　用　５００円

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

　　感謝デー

プールの無料開放
時　間　午前９時～午後９時３０分

水中パフォーマンスショー（無料公開）
　水中パフォーマンス集団「トゥリトネス」によるショー
時　間　午後２時～３時　　※希望者は直接会場へ

ジュニア水泳教室〈全５回〉
　参加者のレベルに合わせたクラス編成で指導します。
日　時　８月２０日（金）～２４日（火）午前１０時～正午
対　象　小学生＝３０人（抽選）　　費　用　３，５００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、

「ジュニア水泳教室」と書いて７月２２日（必着）までに同ア
リーナ（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６）へ

夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏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！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ ププププププププププププププププププププププププププ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ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル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ここここここここここここここここここここここここここ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

８月１日（日）

ラジオ体操
　早起きをして健康づくりに役立てよう。
日にち　７月２１日（水）～２４日（土）
　　　　〈雨天中止〉
時　間　午前６時３０分～６時４０分
会　場　相模原北公園スポーツ広場
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
北総合体育館

1０４２－７６３－７７１１

マウンテンバイクｄｅ林道にアタック
日にち　８月２９日（日）
※雨天の場合は９月５日（日）に順延
時　間　午前９時３０分～午後４時
集　合　午前９時１５分に津久井生涯学習センター
会　場　さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト
　　　（緑区若柳）
対　象　小学校４年生以上の人＝１５人（抽選）
費　用　４，４００円（教材費含む）
※マウンテンバイクレンタル料１，５００円、ヘルメットの貸し出し有り

申し込み　電話か、はがきに住所、氏名、電話番号、希望の講座・コー
ス名、年代を書いて、７月３０日（必着）までに津久井生涯学習セ
ンターへ

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

受講料
（教材費含む）時　間日にち講座・コース名

各４，８００円

午後１時３０分
　～４時３０分

９月７日（火）・８日（水）
〈全２回〉Ａ

ワード初級

午前９時　　
　～午後４時

９月１１日（土）Ｂ

各５，０５０円
９月１４日（火）Ａ

ワード中級
９月１８日（土）Ｂ

各４，８００円

午後１時３０分
　～４時３０分

９月９日（木）・１０日（金）
〈全２回〉Ａ

エクセル初級

午前９時　　
　～午後４時

９月１２日（日）Ｂ

各５，０５０円
９月１５日（水）Ａ

エクセル中級
９月１９日（日）Ｂ

WindowsXPパソコン講座　定　員　各１０人（抽選）

市立小学校のプール開放
　緑区（橋本・大沢地区）、中央区、南区の市立小学校で開放します。
※新磯・大野台・小山・作の口・光が丘・富士見・星が丘・夢の丘小学校を除く
期　間　前期＝８月５日（木）～１１日（水）、後期＝８月１９日（木）～２５日（水）
時　間　午前９時３０分～１１時４５分、午後１時４５分～４時
※開放期間・時間は、各校とも前期か後期、午前か午後のいずれか
対　象　市内在住の小・中学生とその保護者
※希望者は直接各小学校へ
※城山・津久井・相模湖・藤野地区の市立小・中学校プール開放については、生
涯学習課の各教育班へお問い合わせください。

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－８２８８

夏休みスタンプラリー
　対象施設のうち３か所のプールを利用してスタンプを集めると、
先着５００人に記念品をプレゼントします。
期　間　７月１７日（土）～８月３１日（火）　　対　象　中学生以下の人

お問い合わせ　各プールへ

政令指定都市移行記念　全日本実業団卓球選手権大会
　全国の予選会を勝ち抜いた実業団チームが熱戦を繰り広げ
ます。大会には、今年５月の世界卓球選手権大会で銅メダル
を獲得した 張 　一博選手や、藤井寛子選手、藤沼亜衣選手な

ちゃん

ど一流の選手が参戦します。
日にち　７月２２日（木）～２５日（日）
時　間　午前９時から（２２日は午後１時から開会式）
会　場　総合体育館
※入場無料。観戦希望者は直接会場へ

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５ 張　一博選手藤井寛子選手

〈
写
真
提
供　

卓
球
王
国
〉

受講料
（教材費含む）時　間日にち講座・コース名

各５，９５０円午前１０時
　～正午

９月７日（火）・８日（水）
〈全２回〉ＡWindows７

セットアップ ９月９日（木）・１０日（金）
〈全２回〉Ｂ

各５，２６０円午前９時　　
　～午後４時

９月１６日（木）ワード２００７初級
９月１７日（金）エクセル２００７初級

パソコン持ち込み講座　定　員　各１０人（抽選）

銀河アリーナ　　　　　　　　　　1０４２－７７６－５３１１
古淵鵜野森公園屋外水泳プール　　1０４２－７４７－４６４１
市民健康文化センタープール　　　1０４２－７４７－３７７６
さがみはら北の丘センタープール　1０４２－７７３－５５７０
こだま（小倉）プール　　　　　　1０４２－７８２－１１２２

対
象
施
設

銀河アリーナの催し お問い合わせ　1０４２－７７６－５３１１
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相模原麻溝公園競技場の催し

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！

みんなで歩こう！ 
■弘法山から吾妻山へ〈１２㎞〉
日にち　７月２１日（水）〈小雨決行〉
集　合　午前９時２０分までに小田急線秦野駅北口
■府中の森とビール工場見学〈１０㎞〉
日にち　８月７日（土）〈小雨決行〉
集　合　午前８時５０分までに京王線若葉台駅前

◇　　　◇
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
市民選手権大会
■軟式野球（学童）
日にち　８月２８日（土）～１０月３１日（日）
会　場　ひばり球場ほか
申し込み　市少年野球協会ホームページから７月２２

日までに同協会へ。市体育協会にある申込用
紙でも可

■グラウンド・ゴルフ
　ねんりんピック選考会を兼ねています。
日　時　９月４日（土）午前９時
会　場　相模原北公園スポーツ広場
種　別　ジュニア（中学生～１８歳）、一般（１９～６９

歳）、シニア（７０歳以上）
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、

種別を書いて８月１２日（必着）までに市体育
協会へ

かながわゆめ国体記念ソフトバレーボール大会
　ねんりんピック選考会を兼ねています。
日にち　９月５日（日）
会　場　北総合体育館
種　目　フリー（小学生以上の男女各２人）、レディ

ース（小学生以上の女子４人）、シルバー（昭
和２７年４月１日以前に生まれた男女各２人）

費　用　２，０００円
申し込み　市体育協会にある申込書（同協会ホーム

ページからもダウンロード可）と費用を８月
１０日（必着）までに市バレーボール協会事務局へ

スポーツチャンバラ夏期講習会

※希望者は直接会場へ

生涯スポーツのつどい
～介護予防のニュースポーツ・踊り・ゲーム～
日　時　８月８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

スポーツ講習会「普通救命講習」
　市消防局職員から心肺 蘇  生 法やＡＥＤの取り扱

そ せい

い、止血法を学びます。
日　時　８月２１日（土）午前９時３０分～午後０時３０分
会　場　城山公民館
対　象　スポーツに携わる市内在住か在勤・在学の

人＝５０人（申込順）
費　用　１，０００円
申し込み　電話かＥメールに住所、氏名（ふりがな）、

年齢、性別、電話番号、「スポーツ講習会」
と書いて８月６日までに市体育協会へ

初心者社交ダンス講習会〈全７回〉
日にち　９月６日～１０月１８日の毎週月曜日
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
会　場　市体育館（市役所前）　　費　用　８００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号、「ダ

ンス講習会」と書いて８月１５日（必着）まで
に市体育協会へ

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/

④キッズスポーツ教室
　スポーツをするときの体の使い方の基本を
学びます。
日にち　８月３日～３１日の毎週火・水曜日
時　間　午後４時～５時
対　象　小学校１～３年生＝各２０人（申込順）
費　用　各回３００円

　　　①アスリートを支える
　　　　栄養バランス・浅田真央
　　　　のパワーの源を探る
　フィギュアスケートの浅田真央選手担当管
理栄養士が見た戦いの舞台裏と、アスリート
に必要な栄養面のサポートをお話します。
日　時　８月１日（日）午前１１時～午後０時３０分
講　師　河南こころさん（管理栄養士）
定　員　１００人（申込順）　　費　用　５００円

③サッカー教室
　パスやドリブルなど基本的な動作を学びます。
日にち　７月２１日～８月２５日の毎週水曜日
時　間　午前８時～９時
対　象　小学校１～３年生＝各２０人（申込順）
費　用　各回３００円

申し込み　①③④は電話かファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電話番号、催し名を書い
て、同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@ 
dream.jp）へ。②は同競技場にある申込用紙を各申込期限までに同競技場へ

平成２３年度全国健康福祉祭（ねんりんピック）
熊本大会選手選考会

　政令指定都市に移行した本市では、高齢者を中心とする市民の健康保持・増進などを目的に開
催されるねんりんピックに、平成２３年度の熊本大会から市単独で選手団を派遣します。

対　象　昭和２７年４月１日以前に生まれた人
申し込み　高齢者福祉課にある申込用紙（かながわシニア社会参加推進センターのホームページ

からもダウンロード可）を８月２０日（必着）までに各申込先へ
※グラウンド・ゴルフとソフトバレーボールは、右の「市体育協会からのお知らせ」をご覧くだ
さい。このほかの種目は、日程が決まり次第、本紙などでお知らせします。

お問い合わせ　高齢者福祉課　1０４２－７６９－９２３１

申込先会　場日にち種　目
県武術太極拳連盟
（1０４５－２５０－０９１３）

県立体育センター
（藤沢市善行）

１１月１９日（金）太極拳

県なぎなた連盟
（1０４５－８４２―７９３６）

県立武道館剣道場
（横浜市港北区）

１１月２０日（土）なぎなた

会　場日　時
総合体育館８月６日（金）午後７時～８時３０分
北総合体育館８月７日（土）午前１０時～１１時４５分

②市公認記録会（陸上競技）

対　象　中学生以上の人
費　用　８００円（中学生４００円、高校生５００円）
※日本陸連未登録者は別途４,０００円

申込期限（必着）日　時種　目

７月２３日８月７日（土）
午後０時３０分中長距離・競歩

８月６日８月２１日（土）
午後０時３０分フィールド　　

講演

さがみはらグリーンプールの催し

お腹引き締め講座〈全２回〉
　バランスボールなどを使ってお 腹 の引き締

なか

めをめざします。
日にち　８月５日（木）・６日（金）
時　間　午前１１時～正午
対　象　高校生以上の人＝１５人（申込順）
費　用　４００円
申し込み　直接か電話で８月４日までに同プ

ールへ

費　用　各４００円
申し込み　直接か電話で７月２９日までに同プ

ールへ

着衣水泳講座
　服を着て泳げるように練習し、最後に競争
します。
日　時　７月１９日（祝）午前１０時～１１時
定　員　２０人（先着順）
費　用　４００円（小・中学生２００円）

水難防止水泳講座
　緊急時に自分を守るための着衣水泳などを
体験します。
日にち　７月１７日（土）
時　間　午前１１時３０分～午後０時３０分
定　員　３０人（先着順）　　費　用　４００円

お問い合わせ　さがみはらグリーンプール　1０４２－７５８－３１５１

はじめてのバランスボール教室
〈全２回〉

対　象時　間日にち

高校生以上の
人＝各１０人
（申込順）

午前１０時３０分
　～１１時１５分７月３０日（金）

　　３１日（土） 午後３時　　
　～３時４５分

対　象　小学生以上で２５ｍ泳げる人
持ち物　洗濯したＴシャツ・短パン・ジャージなど
※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）

町田市との行政境界変更に伴う

都市計画案の縦覧と意見書の提出

変更案　相模原都市計画区域区分、
用途地域、防火地域及び準防火地
域、道路（３・５・１号瓜生相模
原線）、下水道（第１号公共下水道）
日７月１６日（金）～３０日（金）
※土・日曜日、祝日を除く
会都市計画課、県都市計画課、町
田市都市計画課
※意見書の提出方法について詳し
くはお問い合わせください。
問都市計画課

市民健康文化センター

改修工事の説明会

日時７月２８日（水）午後２時～３時３０分
会同センター
※希望者は直接会場へ
問市民協働推進課

道路に関する情報提供に 

ご協力を

　補修が必要な道路や、カーブミ
ラー、ガードレールの破損などを
発見したときは連絡してください。

子犬・子猫の譲渡会と

犬のしつけ相談

日８月１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（渡辺
動物病院　1０４２－７８４－１５２２）か
生活衛生課

飼い犬の登録と狂犬病予防注射は

お済みですか

　生後９１日以上の飼い犬は、市へ
の登録と、毎年１回の狂犬病予防
注射を受け、鑑札と注射済票を装
着する義務があります。まだ予防
注射を受けていない犬の飼い主は、
予防注射を受けさせ、注射済票の
交付手続きをしてください。
手続きに必要なもの
　動物病院が発行する狂犬病予
防注射済証（証明書）、注射済
票交付手数料＝５５０円、登録手数
料＝３，０００円（登録していない場
合）
※受付窓口など詳しくはお問い合
わせください。
問生活衛生課

マンション管理士による

無料相談会

日８月８日（日）
時午前９時３０分～正午
会おださがプラザ
対市内の分譲マンション管理組合
役員と居住者＝１０組（申込順）
申電話かファクス、Ｅメールで首
都圏マンション管理士会相模原部
会事務局（16０４２－７６５－０２２１　Ｅ 
t-nakamura@a-tempo.co.jp）へ

おもちゃの病院

日時８月１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
問資源循環推進課

労働相談会

　解雇・賃金不払いなどの労働相
談や年金相談
日７月３０日（金）
時午前１１時～午後６時（年金相談
は午後２時～５時）
会相模大野駅南北自由通路
※希望者は直接会場へ
問かながわ労働センター県央支所
（1０４６－２９６－７３１１）

県立職業技術校などの

募集説明会

　１０月生の応募方法など
日７月２７日（火）
時午後１時３０分・３時３０分
会秦野市なでしこ会館（秦野市今
川町）
※希望者は直接会場へ
問県産業人材課（1０４５－２１０－
５７１５）

非常勤理学療法士

　高齢者の介護予防業務全般
勤務　９月から、月～金曜日（祝
日を除く）のうち、週３日程度、
１日７時間３０分程度（勤務日、時間
は応相談）
賃金　時給２，５２０円
対理学療法士の資格がある人
定若干名
申電話で介護予防推進課（1０４２－
７６９－９２４９）へ

ほかほかふれあいフェスタ２０１０の

作詞・作曲者

対①作詞＝障害がある人②作曲＝
①の詞に曲をつけてくれる人
申はがきか封書に、住所、氏名、
電話番号、①は歌詞を書いて、８月
３１日までに相模原ボランティア協
会（〒２５２－０２３６　中央区富士見６
－１－２０　1０４２－７５９－７９８２）へ

非常勤保健師・看護師

　介護予防に関する業務全般（保
健指導、予防教室スタッフなど）
勤務　月～金曜日の午前８時３０分
～午後５時。勤務日、時間は応相談
賃金　保健師＝時給１，７６０円、看護
師＝時給１，２７０円
対保健師の資格があるか、看護師
の資格があり地域で活動経験があ
る人＝各若干名
申電話で介護予防推進課（1０４２－
７６９－９２４９）へ

南区役所区民課の

非常勤職員

　窓口事務補助
勤務　月～金曜日の指定する日（勤
務のない月あり）で午前８時３０分
～午後３時か午前１０時３０分～午後
５時か午前１１時～午後２時
賃金　時給８２０円
対市内在住で簡単なパソコン操作
ができる人＝若干名
申履歴書（写真 貼  付 ）を持って、

ちょう ふ

８月１２日（木）午前９時３０分～１１
時に市南区合同庁舎３階講堂へ
※受付時に簡単な面接あり
問同課（1０４２－７４９－２１３１）

串川地域センターの

非常勤職員

　施設管理や利用者の対応など
勤務　９月～平成２３年３月３１日の
土・日曜日、祝日で指定する日、
午前８時４５分～午後５時（月４日
程度、勤務のない月もあり）
賃金　時給７８９円
定１人
申直接か郵送で履歴書（写真貼付）
を７月２６日までに、串川出張所（〒
２５２－０１５６　緑区青山１０１２　1０４２
－７８４－２６０４）へ
※後日面接あり

自衛官

※受付期間、試験日時など詳しく
は、お問い合わせください。
問自衛隊相模原地域事務所（1０４２
－７５５－０６９４）

募　　集 

掲載の申込方法は毎月１日号でお知らせします
仲 間

催 し
費用の記載がない
場合は無料です。

国民健康保険診療所の臨時休診日

青根診療所　７月２６日（月）～２８
日（水）、８月１８日（水）～２０日
（金）
内郷診療所　８月９日（月）・１０
日（火）・１２日（木）・１３日（金）・
２０日（金）
日連診療所　８月９日（月）～１３
日（金）、１６日（月）・２０日（金）
問国民健康保険課

対　象種　目

１８～２６歳の人
一般曹候補生

自衛官候補生
高校卒業（見込み
含む）～２０歳の人航空学生

電話番号連絡先区
０４２－７７５－８８１８緑土木事務所

緑
０４２－７８３－８１５１城山土木班
０４２－７８０－１４１５津久井土木班
０４２－６８４－３２５２相模湖土木班
０４２－６８７－５５１２藤野土木班

０４２－７６９－８２６６
道路補修課
（道路の補修
等の要望）

中　

央
０４２－７６９－９２３５

道路補修課
（カーブミラ
ー、ガードレー
ル、街路樹等に
関する要望）

０４２－７４９－２２１３南土木事務所南

　　　　　　　　　　　▼首都大学東京教育開発プロ
　　　　　　　　　　　ジェクト公開フォーラム　１
部「東京の島・海・山々を舞台とした学外・体験型教
育」をテーマにお話します。２部パネルディスカッシ
ョン「社会貢献力・国際貢献力を持つ骨太な若者を育
てるためにー地域と首都大学東京との連携」　７月１６
日（金）午後２時～５時、首都大学東京南大沢キャン
パス９１年館（八王子市南大沢）。定員１００人（先着順）　
�問 同大学生命科学教室（1０４２－６７７－２５７８）
▼ゆかたの着付け無料講習会　七夕にゆかたを着て出
かけよう　７月２０日（火）午後１時～３時、橋本公民
館。定員１０人（先着順）　�問 竹本（1０４２－７７０－３９４８）
▼ゆかたの着付け無料講習会　盆踊り・七夕にゆかた
で出掛けよう　７月２７日（火）午前１０時～正午、上溝
公民館。定員１０人（先着順）　�問 小山（1０４２－７７８－
０５３４）

▼名前のない合唱団演奏会　曲目は「ライオンキング」
など　８月１日（日）午後３時～５時３０分、グリーン
ホール相模大野、費用１，０００円。定員１,７９０人（先着順）
　�問 園山（1０４２－７４２－１８８１）
▼自力整体体験教室　８月５日（木）・１９日（木）・２２日
（日）・２６日（木）午前１０時～１１時３０分、けやき体育館。
費用各１,０００円　�問 高橋（1０８０－５４０１－４０２２）
▼法政大学「小学校高学年のための乗馬教室」　８月
２２日（日）〈雨天時は２９日（日）〉午前８時３０分～正
午、法政大学城山馬場（緑区川尻）。対象は小学校４
～６年生とその保護者＝２０組（申込順）　�申 ファクス
かＥメールに住所・氏名・学年、保護者名、電話番
号、参加人数、「乗馬教室」と書いて、同大学馬術部
（16０４２－７８２－０００５　Ｅ bazyutubu０６@yahoo. 
co.jp）へ
　　　　　　会費などは個別にお問い合わせください。
　　　　　　▼フリーテニス（軽いスポーツなど）　月
～金曜日の希望する日　午後２時、淵野辺公園内ひば

り球場周辺。男女不問　�問 矢澤（1０４２－７３３－８３６８）
▼社交ダンス　毎週土曜日午後１時、上溝公民館ほか。
対象は多少経験のある人　�問 加藤（1０４２－７４７－４３６１）
▼小学生ハンドボール　毎週火曜日午後７時、上溝高
校体育館　�問 高橋（1０８０－１２７３－６１２７）
▼生け花とフラワーアレンジメント　原則月２回金曜
日午後７時３０分ほか、相原公民館か橋本公民館　�問 
堀川（1０４２－７７３－０３２９）
▼社交ダンス　毎週水曜日午後１時３０分、市営淵野辺
団地集会所（中央区淵野辺）。初心者歓迎　�問 坂本（1

０９０－４０７１－６３８２）
▼混声合唱団　毎週土曜日午後１時３０分、城山公民館
ほか。初心者歓迎　�問 宮下（1０９０－４５２８－７２８５）
▼ラテンダンス　毎週日曜日午後２時、小山公民館ほ
か。初心者歓迎　�問 佐藤（1０９０－８６４５－２６８３）

お知らせ 
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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。

日本語指導の協力者

　タガログ語・タイ語が母国語の
児童生徒を支援
対タガログ語・タイ語が話せる人
＝若干名
申直接か郵送で履歴書（写真貼付）
を８月３１日までに学校教育課（〒
２５２－５２７７　中央区中央２－１１－
１５　1０４２－７６９－８２８４）へ
※簡単な面接と実習後、日本語指
導等協力者登録の決定をします。

ソレイユさがみの催し

夏休み特別企画　暑さに負けない！
親子の元気クッキング
　夏野菜キーマカレー、ビーンズ
＆フルーツサラダなど
日８月７日（土）
時午前１０時～午後１時
対小学生以上の子どもとその保護
者＝３０人（申込順）
費１人５５０円（材料費・保険料）
夏休み親子絵てがみ教室
日８月７日（土）
時午後１時３０分～３時３０分
対小学生とその保護者
定３０人（申込順）
費１人３００円
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８月９日（月）
時午前１０時～正午
定３０人（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、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）

ミニパフェづくり教室

　粘土で作るオリジナルパフェ
日８月８日（日）
時午前１０時～正午
会市民健康文化センター
定３０人（申込順）
費１，０００円
申直接か電話で同センター（1０４２
－７４７－３７７６）へ

陽光園夕涼み会

　盆踊りや模擬店など
日８月７日（土）
時午後４時３０分～６時３０分
※希望者は直接会場へ
※駐車場は光が丘小学校校庭
問同園（1０４２－７５６－８４１０）

地域をつなぐ

『ふちのべ銀河まつり』と

フリーマーケット

ふちのべ銀河まつり
　模擬店やステージショーなど
日時８月７日（土）正午～午後９時、
８日（日）午前１１時～午後８時
会桜美林大学プラネット淵野辺キ
ャンパス前広場
フリーマーケット出店者募集
費１日１，０００円
※飲食類・ペット販売は不可
※駐車場はありません。
申ファクスに住所、氏名、電話番
号、販売予定品、販売希望日（１日
のみ）を書いて７月２５日までに同
実行委員会（6０４２－７３３－２５１０）へ
問同実行委員会の篠原さん（1０９０
－９６８５－３５６０）

県立相模原公園の催し

園芸教室「失敗しない秋野菜の作
り方」
日８月１５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
トルコキキョウ展
日７月１７日（土）～１９日（祝）
「三連綴りの写真をすすめる会」
写真展
日７月２１日（水）～８月１日（日）

◇　　　◇
時午前９時３０分～午後４時
※希望者は直接会場へ
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

チャリティーダンスパーティー

イン　相模原

日８月１日（日）
時午前１０時～午後４時
会総合体育館　　費１，０００円
問市ダンス協会の小川さん（1０９０
－８０１７－４０５６）

公開講座「バイリンガル教育」

　外国や日本の子どもたちのバイ
リンガル育成法
日７月２４日（土）
時午後１時～４時１０分
会市立図書館（中央区鹿沼台）
講中島和子さん（トロント大学名
誉教授）
定１００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問さがみはら国際交流ラウンジ
（1０４２－７５０－４１５０）へ

みどりの講習会

かんたん 藍 染め教室
あい

　 生  葉 でエコバッグをたたき染め
なま ば

日７月３０日（金）
時午後１時３０分～３時３０分
対小学生（保護者同伴）
定１４人（申込順）　　費３００円
藍の生葉でシルクのスカーフ染め
日７月３１日（土）
時午後１時３０分～３時
定１４人（申込順）　　費１，５００円

◇　　　◇
会相模原麻溝公園
申電話で市みどりの協会（1０４２－
７７７－２８６０）へ

はじめてのウクレレ教室〈全４回〉

日８月４日～２５日の毎週水曜日
時午後６時３０分～８時３０分
会サン・エールさがみはら
定２０人（抽選）　　費３，０００円
申往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「はじめてのウクレレ教室」
と書いて７月２６日までに同所（〒
２５２－０１３１　緑区西橋本５－４－２０　
1０４２－７７５－５６６５）へ

パソコン研修８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

犬のしつけ教室

　講義とモデル犬の実演
日時９月１９日（日）午後２時～４時
会麻布大学
対市内在住の２０歳以上で同教室未
受講の人（同伴者は未成年可）
定４０組（１組３人まで。抽選）
申往復はがきかＥメールに代表者
の住所・氏名・電話番号、参加人
数と参加者全員の氏名、飼い犬の
しつけで相談したいテーマ（無駄
吠え、飛びつき、拾い食いなどの
うち１つ）、「しつけ教室」と書
いて、８月２７日までに生活衛生課
（〒２５２－５２７７　中央区中央２－
１１－１５　1０４２－７６９－８３４７　Ｅ 
seikatsueisei-２@city.sagami 
hara.kanagawa.jp）へ
※当日愛犬は同伴不可

求職者支援講座

君もコミュニケーションの

達人になれるよ！

　職場で生かせるコミュニケーシ
ョン術
日７月３０日（金）
時午後１時３０分～４時３０分
会ソレイユさがみ
対３４歳以下の求職中の人
定２０人（申込順）
申電話で７月２９日までに就職支援
センター（1０４２－７００－１６１７）へ

県立相模湖 漕  艇 場のボート教室
そう てい

　ボートの基礎知識と実技
日①８月８日（日）②２９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＝各３０人（申込順）
費各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」
と書いて、①は８月３日②は８月
２４日までに、同漕艇場（1０４２－
６８４－２３３９　6０４２－６８４－４０２０）へ

イベント 

固定資産税・都市計画税　第２期
国民健康保険税　第２期

納期限　８月２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

講演・講座 
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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 １７４，７６１ 

６９，４６０ 世帯数 世帯 

区の人口・世帯 

男 ８８，６４６/ 女 ８６，１１５ 

平成２２年６月１日現在（　）は前月との増減 
（８増） 

（４１減） 

　平成１８年に相模原市と愛川町を結ぶ県道５４号（相模
原愛川）で行った社会実験では、上溝駅から高田橋まで（約４．４㎞）の移動
時間の短縮に成功しました。

　平成１０年から７年間、街頭指導員
として毎日かかさず大島小学校の通

学児童を見守り「元気」をおくり続けた大和田
美代子さん（緑区大島在住）は、現在でも大き
くなった当時の子どもたちから「おばちゃん！」
と声を掛けられます。
　１０年前から始めたマラソンが元気の源という
大和田さんは、いつか国際大会で走ってみたい
という夢を実現し、今年の春、名古屋国際女子
マラソンを完走しました。子どもたちには、「夢
はあきらめないで。努力は裏切らない」と伝え
たいと話します。“カッコイイおばちゃん”の
星をめざしてまだまだ走り続けます。

しろやま里山探検隊隊員募集
　里山を守り育てる活動を通して、自然環境と郷土愛の大切さを 育 みます。

はぐく

日にち　７月３１日（土）～平成２３年２月２６日（土）〈全７回〉
会　場　城山公民館、小松・城北地区　　費　用　１，５００円
対　象　市内在住・在学の小学生～大学生＝５０人（申込順）
※小学校３年生以下は保護者同伴
申し込み　直接か電話、ファクス、Ｅメールで城山公民館（1０４２－７８３－８１９４　6０４２－

７８３－１７２１　Ｅメール shiroyama-k@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

大和田美代子さん

破顔一笑 破顔一笑 破顔一笑 

学びや行進曲 学びや行進曲 学びや行進曲 
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　１７人の元気な青根っ子を毎日、樹齢１２０
年のクスノキと木造校舎が迎えます。
　山間部の小さな学校。『地域と共に生
きる学校』をビジョンとして掲げ、地域
と小・中学校合同の「青根大運動会」や、
アユの放流、お茶摘み、リンゴ栽培など、
地域の皆さんに支えられた、たくさんの
特色ある活動をしています。
　子どもたちの笑い声が、毎日山々にこ
だまし、地域に広がっています。

※このコーナーでは、緑区の学校を紹介しています。
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橋本駅に向かう道路は、通勤・通学などの時間に、駅の利用者を送迎
するための“クルマ”（自家用自動車）の路上停車などで大渋滞。住宅
街や通学路を抜け道として、多くのクルマが行き交い、事故が起こりや
すくなっています。
橋本駅周辺の交通渋滞を解消させようと、地域住民やクルマ利用者ら

が立ち上がり、駅周辺の道路地図を見ながらの意見交換や、時間帯によ
り変化する道路状況を確認する「まち歩き調査」などを行いました。
問題解決に向け、検討メンバーは、送迎車や通過交通を減らすために、

バス交通のサービス向上による公共交通機関の利用促進や、効果的な通
行規制、クルマ利用者への交通マナー啓発など、みんなが快適に移動で
きるように、渋滞解消に向けて知恵を絞っています。
平成２３年６月ごろには、検討結果をもとに、社会実験を行う予定です。

　区のまちづくりの方向性や地域活動の活性化について話し合う会議です。
日　時　７月３０日（金）午前１０時３０分～正午　　会　場　ソレイユさがみ
※傍聴希望者は当日午前１０時１５分までに直接会場へ
※傍聴の申し込みが席数を超える場合は抽選になります。

お問い合わせ　緑区役所地域政策課　1０４２－７７５－８８０１

まわろう！　めぐろう!!　もらっちゃ Ｏｈ !!!
おう

～スタンプラリーで、緑区を満喫しませんか～

　緑区では夏から秋にかけて多彩なイベントが盛りだくさん。スタンプラリーに参
加して、イベントの達人をめざしてみませんか。
内　容　対象のイベントに参加した場合にスタンプを１個押し、４個以上集まった

人には、抽選で記念品を贈呈します。
対象イベント　橋本七夕まつり、城山もみじまつり〈原宿公園：１０月１７日（日）〉

など７つのイベント
スタンプカードの配布　対象のイベント会場で配布します。
※事業の詳細はスタンプカードと一緒に配布する案内をご覧ください。

最大約８分短縮
※３０分かかっていたのが
２２分に減りました。

右折レーンの延長
　右折レーンを３０ｍから７１ｍへ延長
することにより、右折車両が直進レ
ーンへはみ出すことが少なくなり、
スムースに通行できるようになりま
した。

お問い合わせ　緑区役所地域政策課　1０４２－７７５－８８０１
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　歩行者天国となる七夕通りを中心に、さまざまなイベントが開催
されます。見所は、趣向を凝らした美しい竹飾り。市を代表する華
やかなイベントの一つです。
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①公共交通への利用転換
②共同通勤バスの運行
③信号調整
④右折レーンの延長　など

～地域パワーで問題解決 ! ! ～～地域パワーで問題解決 ! ! ～

お問い合わせ
都市鉄道・交通政策課
1０４２－７６９－８２４９

橋本地区ＴＤＭ推進キャラクター「渋滞解消しタイ（鯛）」
　現在もさらに渋滞緩和に向けた取り組みを進めています。

先 行 事 例

※このコーナーでは、緑区で活躍している人を紹介しています。

第１回 緑区区民会議を開催します第１回　緑区区民会議を開催します




