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 今号の主な内容 L I N E U P

■ トピックス ■ T O P I C S

　市は７月１５日、緑区長竹に施設を持つ東京農工
大学と連携して農業振興に取り組む、「地域産業
活性化に関する協定」を締結しました。 
　この協定により、同大学から果樹の栽培や加工
技術の助言など、大学が持つ技術や専門知識、大
学施設の利用などで援助を受け、地域の農業振興
を図っていきます。 

お問い合わせ　津久井経済観光課　1０４２－７８０－１４１６ 

農工大との連携で特産品の創出へ 
～市と東京農工大学が協定締結～ 

4 いろいろ体験　楽しもう　 5

旧石器ハテナ館の催し 12

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

6 7
市民協働の取り組みで 
　さらに住みよいさがみはらに 
市民協働の取り組みで 
　さらに住みよいさがみはらに 
市民協働の取り組みで 
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市税収入の安定確保にご協力を 2

7月1日現在（　）は前月との増減 

人 口  714,022　（104増） 
男  360,615/女  353,407

世 帯  300,957　（193増） 
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お問い合わせ　幹線道路整備課　1０４２－７６９－８３７４

　本市の骨格となる道路の整備については、さが
み縦貫道路の整備を促進するほか、津久井広域道
路や県道相模原町田などの広域幹線道路整備を始
め、大山氷川線、相原宮下線と鉄道との立体交差化
事業など、都市計画道路の整備を進めています。

▲津久井広域道路は、国道１６号の橋本五差路付近から国
道２０号の中央自動車道相模湖インターチェンジ付近ま
でを結ぶ幹線道路。さがみ縦貫道路へのアクセス道路
として建設を進めています

▲９月１１日の開通をめざして整備が進む大山氷川線。 
写真は相模線との立体交差部分

市新道路整備計画を策定  目標と施策
　市内幹線道路の整備や暮らしに身近な道路の安全性を高めるなど、人にやさしい道づくりを
進めます。

　「市新道路整備計画」は各行政資料コーナーで閲覧できるほか、市ホームページの 市政情報 
→ 道路 → 幹線道路の計画 からご覧になれます。

広域的な交流や都市力を高める
交通基盤の強化
●交流・連携や都市力を高める道づくり
　●インターチェンジ接続道路の整備
　●広域幹線道路の整備

地域を支える交通環境の充実
●渋滞のない快適な移動を支える道づくり
●事故のない安全な移動を支える道づくり
●“ひと”にやさしい道づくり
　●地域内幹線道路の整備
　●交差点改良
　●立体交差化事業
　●歩道や自転車道などの整備

公共交通の利便性を高める道路の整備
●公共交通の利便性を高める道づくり

●バス路線の定時性の確保など走行環境
を補完する道路の整備

インターチェンジ接続道路の整備
　新たに整備されるさがみ縦貫道路への円滑

なアクセスを確保するため、インターチェン

ジ接続道路の整備を推進します。

広域幹線道路の整備
　周辺都市との交流・連携を支えるため、広

域幹線道路網の整備を推進します。

地域内幹線道路の整備
　市内の各拠点間を結ぶ幹線道路において、

安全安心な移動の確保や利便性向上のため、

幹線道路の整備を推進します。

渋滞・交通安全ネック箇所の解消
　安全で快適な道路環境をつくるため、交差

点改良や立体交差化事業を推進します。

安全で快適な 
道路ネットワークの 

形成に向けて 
～都市を支える交通基盤づくり～  
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　少子化や超高齢社会の到来、環境意識の高まりなど、社会情勢が変化するなか、
市民の暮らしや地域経済活動などを支え、発展させるためには、交通基盤のさら
なる充実・強化を図ることが必要です。
　また、本市においては、合併による市域の大幅な拡大や、今年４月の政令指定
都市移行に伴い国道（指定
区間を除く）と県道の整備
を行うようになるなど、道
路に関する整備環境が大き
く変化してきました。
　このため市では「相模原
市新道路整備計画」を策定
し、本市を取り巻く道路環
境の変化への対応や、広域
交流拠点都市としての道路
ネットワークの形成に向け
た取り組みを進めています。
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平成２１年度の市税未納額は約２１億円
　２１年度の未納の市税は、課税額全体の１．８９％、
金額で約２１億円です。過去からの累積滞納分を含
めると約５９億円にもなります。
　滞納は単に財源として充てることができないと
いうだけでなく、督促状や催告書の発送などの費
用が必要になります。２１年度は、督促状などの発
送に約２，３００万円がかかっています。
　こうした費用を縮減し、市民サービスへと充て
ることができるよう、納期内納付へのご協力をお
願いします。

　市は納税の公平性を保つため、税収
確保の取り組みを進めていますが、滞
納額は増加傾向にあります。
　今回は、市税の使いみちなどを紹介
します。市民の皆さんが安心して暮ら
せるまちづくりを進めるため、市税収入
の安定確保にご協力をお願いします。

自立した "新さがみはら創り "に向けて
づく

市税収入の安定確保にご協力を
税収確保対策基本方針を
策定しました
　同方針に基づき、主に次のような取り組みを
進めていきます。
○納税相談の積極的な実施
○納税環境の充実
○市税徴収指導員と連携した、高額滞納案件へ
の高度滞納整理の強化

○厳格な滞納処分の実施
○インターネット公売の取り組み強化　など

皆さんが納付した税金は
　暮らしの安全・安心や、教育、都市の基盤づくりなどに使われています

夜間・休日の急病診療体制
　夜間・休日に、重篤な状態になったときや、急
な体の変調を感じたときのために、市医師会や市
病院協会などと連携し、救急患者の受け入れ体制
や、症状に応じた
適切な診療が受け
られる体制を運営
し、市民の皆さん
に万が一の事態が
生じた場合に備え
ています。

未来を担う
子どもたちへの義務教育

　生まれながらに学ぶ力を持ち、成長したいと願
う子どもたち。その力を伸ばし、すこやかな成長を
支え、未来へ送り
出すために、創意
工夫のある学校運
営の支援、学習環
境の整備、教員の
指導力向上などに
力を注いでいます。

市の発展につながる
新たな拠点づくり

　平成２４年度に開設予定の、さがみ縦貫道路イン
ターチェンジ周辺では、土地区画整理事業などに
より基盤整備を進
め、産業を中心と
する新たな都市づ
くりの拠点の形成
をめざしています。

障害者扶養共済制度
　障害のある人を扶養している人に万一のこと（死亡・著
しい障害）があったとき、障害のある人に終身の年金を支
給します。
対　象　市内在住で、次のいずれかに該当する人を扶養す

る、平成２２年４月１日現在６５歳未満の人（疾病等に
より生命保険に加入できない人を除く）
○知的障害者
○身体障害者手帳１級～３級を持っている
○精神か身体に永続的な障害がある

年金額　１口＝月額２万円（２口まで加入可）
月額掛け金　１口＝９，３００円～２万３，３００円
※加入時の年齢で変動します。
※生活保護受給世帯などは掛け金を減免します。

特別障害者手当・障害児福祉手当・
特別児童扶養手当の申請

特別障害者手当・障害児福祉手当
対　象　在宅で常時介護を必要とする重度

障害児・者（所得制限あり）
※手当により金額・対象者などが異なりま
す。

特別児童扶養手当
対　象　在宅で公的年金を受給していない

２０歳未満の障害児・者を養育してい
る人（所得制限あり）

◇　　　◇
※必要書類など詳しくはお問い合わせくだ
さい。

市重度障害者等福祉手当を
受給している人へ

　特別養護老人ホームに入所した人
は「市重度障害者等福祉手当」の支
給対象から外れます。忘れずに各窓
口へ資格喪失の届け出をお願いしま
す。
　届け出が遅れた場合、支給した手
当の返還を求めることがあります。
※入所した施設が介護老人保健施設
の場合は、引き続き受給できます。

手続きに必要なもの
　届け出をする人の印鑑（認め印可）

申し込み　８月２日から、直接、お住まいの住所を所管する窓口へ

窓口・お問い合わせ

相談・お問い合わせ　納税課　　　　1０４２－７６９－８３００
　　　　　　　　　　緑市税事務所　1０４２－７７５－８８０８
　　　　　　　　　　南市税事務所　1０４２－７４９－２１６３
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こうした市政を続けていくために、皆さんの納税が必要です

拠点整備後の

▲

当麻地区イメージ　

緑障害福祉相談課　　1０４２－７７５－８８１０
中央障害福祉相談課　1０４２－７６９－９２６６
南障害福祉相談課　　1０４２－７０１－７７２２

城山保健福祉課　　1０４２－７８３－８１３６
津久井保健福祉課　1０４２－７８０－１４１２
相模湖保健福祉課　1０４２－６８４－３２１６
藤野保健福祉課　　1０４２－６８７－５５１１

 ご相談ください 

お願いします市税は期限内に納付を
便利な納付方法　口座振り替え、コンビニエンスストア納付、電子納付
※詳しい納付方法については納付書裏面の案内か、市ホームページの 暮らしの情報 → 
税金 → 市税の納付・納入 をご覧ください。
納期限を過ぎると延滞金が発生します
　期限内に納めた人との公平性を確保するため、延滞金（年１４．６％）が発生します。

けがや病気などで納付が難しい人へ
納税相談を実施しています
　電話か窓口で納税相談を受け付けています。けがや病気などのやむを得ない事情があり、
どうしても納付が難しい場合は、納期の延長や分割納付などの納税相談を受け付けていま
す。また、滞納の早期解消のため、徴収担当職員が滞納者宅を訪問し納税相談をします。
市税の休日・夜間納税相談窓口（国民健康保険税を除く）
　平日に納税相談ができない人のために休日・夜間の相談窓口を開設します。
※日程など詳しくは本紙でお知らせします。

財産があるにもかかわらず
納税しない場合は

　納期限後も一定期間納付がないと、督促状や催告書
を発送します。それでも納付をしない人には、やむを
得ず滞納処分（強制的な財産の差押え）を行います。
差し押さえる財産の例
○給与
○預貯金、生命保険
○不動産
○自動車・バイク
○宝飾品　　　　　など
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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。

市民法律講座〈全５回〉
　日常生活にかかわる法律問題を、弁護士がわか
りやすく解説します。

内　　容日にち

消費者問題の解決方法８月２６日（木）

借金問題の現在９月２日（木）

相続と遺言　　９日（木）

成年後見制度の活用法　　１６日（木）

離婚をめぐる諸問題　　３０日（木）

時　間　午後６時３０分～８時３０分
会　場　相模原教育会館（中央区富士見）
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　６０人（申込順）
費　用　１，０００円（テキスト代）　
申し込み　電話で８月１８日までにコールセンター

（1０４２－７７０－７７７７）へ

対　象　平成２年４月２日～３年４月１日に生まれた人
※対象者には、案内状を１１月に送付します。

「はたちのつどい」を自分たちでつくりませんか？
　「式典に出席するだけでなく、思い出に残る成人式を企画したい」と
いう新成人が集まり、式をつくります。あなたも参加してみませんか。
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号を書いて、こども青少年課へ

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

会　場時　間対象（住んでいる地区）

グリーンホール
相模大野

午前９時４５分～１０時３０分大野南・相武台・東林地区南区（第１部）
午前１１時３０分～午後０時１５分大野中・麻溝・新磯・相模台地区南区（第２部）

午後１時１５分～２時橋本・大沢・城山地区緑区

午後３時～３時４５分小山・清新・横山・中央・星が丘・
光が丘地区中央区（第１部）

午後４時４５分～５時３０分大野北・上溝・田名地区中央区（第２部）
津久井中央公民館午後１時４５分～２時４５分津久井・相模湖地区

緑区
県立藤野芸術の家午後３時１５分～３時４５分藤野地区

知って役立つ法律あれこれ成人を祝おう  平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成2222222222222222222222222233333333333333333333333333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たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち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つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど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
　新たに成人となる人をお祝いする「はたちのつどい（成人式）」を開催します。

１月１０日（祝）

　　お店開業の基本を伝授

チャレンジショップセミナー
　開業準備の進め方や事業計画の作成方法、市の開業支援制度（チ
ャレンジショップ支援事業）の内容と活用体験談をお話します。

会　場時　間日にちコース
橋本公民館午前１０時　　　

　　～午後４時
９月４日（土）

１日コース
大野南公民館９月１２日（日）

橋本公民館午後７時～９時９月１５日（水）
　　２２日（水）２日間コース

定　員　各３０人（申込順）　　費　用　各１，０００円（テキスト代）
申し込み　直接か電話で８月２日から商業観光課へ

仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事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家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭
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　仕事と子育て・介護の両立支援に積極的に取り組んでいる企業を
表彰します。
対　象　市内に本社か主な事業所があり、次のいずれかの取り組み

を行い、成果をあげている企業など
　　○短時間勤務制度　○託児施設の設置
　　○子育て休暇制度　○育児休業代替職員の配置　など
申し込み　産業・雇用政策課にある応募用紙（市ホームページの

産業・ビジネス → 事業者向け情報 → 表彰制度 からダウ
ンロード可）を８月２０日（必着）までに同課へ

お問い合わせ　産業・雇用政策課　1０４２－７６９－８２３８

身近なところで感じるみどり

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新しししししししししししししししししししししいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散散策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路がががががががががががががががががががががででででででででででででででででででででできききききききききききききききききききききままままままままままままままままままままましししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
　市では、キャンプ淵野辺留保地の一部（市立博物館横）の樹林地
を、７月２２日から一般開放しました。
　樹林地には散策路やベンチがあり、散歩などが楽しめます。淵野
辺公園や市立博物館などに立ち寄った際に、みどりのシャワーを浴
びてみませんか。

博物館 

共和４丁目 

国道１６号 

歩道橋 

淵野辺 

淵
野
辺
公
園 

ＪＡＸＡ 
宇宙科学研究所 
ＪＡＸＡ 

宇宙科学研究所 

開放区域 

至八王子 至横浜 

 受講者募集 

お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－９２５５

候補企業
募集

チャレンジショップ支援事業とは
　市内の商店街で出店をめざす人から事業計画を募集し、審査
のうえ、優秀な計画には専門家による個別指導や開業時の奨励
金などの支援をします。
※対象など詳しくは、市ホームページの 産業・ビジネス → 
創業したい人向け情報 をご覧になるかお問い合わせください。

お問い合わせ　土地利用調整課　1０４２－７６９－８２０９

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診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療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よよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ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医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費ののののののののののののののののののののののののののののの保険診療による医療費の　　　　
自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自己己己己己己己己己己己己己己己己己己己己己己己己己己己己己負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額ををををををををををををををををををををををををををををを助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成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ままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす　　　　自己負担額を助成します

　助成を受けるには、医療証が必要です。現在、医療証を持っていない人は申請し
てください（小児入院を除く）。

※所得制限や申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
※現在医療証を持っている人は、新たな申請は不要です。

お問い合わせ　地域医療課　1０４２－７６９－８２３１

所得制限
（養育者含む）対　　　象医療費助成

制度の種類

あり
※０歳児はなし

０歳～小学校３年生
※現在、所得制限により医療証がなく、次の年齢で資格
審査を希望する場合は、誕生日の１か月前ごろに申請
してください。

乳児・
幼児等

あり

小学校４年生～中学校３年生
※医療証は交付されません。詳しくは、入院費などの精
算後にお問い合わせください。

小児入院

次のいずれかに該当する児童（原則、高校卒業まで）と
その養育者
○母子・父子家庭　　○父か母に重度の障害がある家庭
○両親がいない家庭

ひとり親
家庭等

なし

次のいずれかに該当する人
○身体障害者手帳が１級か２級の人
○精神障害者保健福祉手帳が１級か２級の人
○ＩＱ（知能指数）が３５以下（療育手帳Ａ１・Ａ２）の人
○身体障害者手帳が３級でＩＱが５０以下（療育手帳Ｂ１）
の人

重度障害者

お問い合わせ　生活衛生課　　1０４２－７６９－９２３４
　　　　　　　同課津久井班　1０４２－７８０－１４１３

食中毒予防キャンペーン
会　場時　間日にち

古淵・相模大野の大型店など午後２時３０分～３時３０分
８月４日（水）

城山・藤野地区のスーパーなど
午後３時～４時３０分

津久井・相模湖地区のスーパーなど　　５日（木）

支給額（年額）　
　市民税非課税世帯＝１０万円　
　その他の世帯＝６万円　
基準日・申請受付期間など

支給月申請受付期間基準日
１２月８月３１日まで８月１日

対　象　市内在住の要介護４・５に認定
された６５歳以上の人を１年以上介
護保険サービスを利用せずに自宅
で介護してきた人

※支給決定された基準日から１年間は申
請できません。

家族介護慰労金の支給

申し込み・お問い合わせ
1０４２－７７５－８８１２緑班

介護予防推進課 1０４２－７６９－８３４９中央班
1０４２－７０１－７７０４南班

お近くの地域包括支援センター

1０４２－７８３－８１２０城山保健福祉課
1０４２－７８０－１４０８津久井保健福祉課
1０４２－６８４－３２１５相模湖保健福祉課
1０４２－６８７－２１５９藤野保健福祉課

食中毒に注意 ! !
　食中毒が発生しやすい時期です。手洗いや食品の十分な加熱など衛生的な調理を
行いましょう。食の安全性確保のため、食品を大量に調理・販売等している施設を
中心に、「夏期食品総点検」を８月３１日まで実施しています。
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申し込み費　用定　員
（先着順）対　　　象時　　間日にち（祝日を除く）教室・クラス名

往復はがきに住所、氏
名、年齢、性別、電話
番号、教室・クラス名
を書いて、８月１０日（必
着）までに同プールへ

各２，０００円各若干名
（抽選）

３歳以上の未就学児午後４時～５時
９月１４日～１１月２日火曜日

幼児
〈全８回〉 ９月８日～１０月２７日水曜日

９月１７日～１１月５日金曜日

小学生午後５時３０分
　　　　～６時３０分

９月１４日～１１月２日火曜日
小学生
〈全８回〉 ９月８日～１０月２７日水曜日

９月９日～１１月４日木曜日

直接、受講証（持って
いる人）か、初めて同
プールの教室に参加す
る人は写真（縦３㎝×
横２．５㎝）を持って、同
プールへ

２，０００円２０人中学生・高校生午後６時～７時９月１７日～１１月５日の毎週金曜日中高生〈全８回〉

１組５，０００円２０組２歳以上でおむつが取れて
いる子どもとその保護者午前１１時～正午９月９日～１１月４日の毎週木曜日親子〈全８回〉

各５，０００円各３０人１８歳以上の人
午後１時～２時

９月１４日～１１月２日の毎週火曜日
クロール

成人
〈全８回〉

背泳ぎ
マスターズ

９月８日～１０月２７日の毎週水曜日
平泳ぎ
バタフライ
個人メドレー

午後６時～７時９月１７日～１１月５日の毎週金曜日
クロール
平泳ぎ

各７，０００円（中
学生以下の人
３，５００円）

３０人小学生以上で２５ｍ以上泳げ
る人

午後６時～７時３０分
９月１８日～１０月３０日の毎週土曜日

初心・初級者飛び込み
〈全７回〉 ２５人午後７時３０分～９時中・上級者

転倒予防〈全２回〉
日にち　８月２６日（木）
　　　　　　２７日（金）
時　間　午前１０時３０分
　　　　　～１１時３０分
対　象　６０歳以上の人
定　員　１５人（申込順）
費　用　４００円（６５歳以上の

人、障害者は無料）
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①わくわくスポーツ〈全５回〉
　リズム体操と軽スポーツを行います。
日にち　８月２８日、９月２５日、１０月２３日、１２

月２５日、平成２３年１月２９日の土曜日
時　間　午後２時～４時
対　象　市内在住か在勤・在学の知的障害児

・者
定　員　３０人、ボランティア１０人（申込順）

②俳句作り〈全２回〉
日にち　９月２日・９日の木曜日
時　間　午後２時～４時
対　象　市内在住か在勤・在学の身体障害児

・者
定　員　１８人、ボランティア５人（申込順）
費　用　１００円

バスレクリエーション

③東京ディズニーランドで遊ぼう
日　時　９月４日（土）午前８時～午後６時
対　象　市内在住か在勤・在学の小学生以上

の障害児・者とその付き添い
定　員　２０組（抽選）
費　用　１組あたり　障害児・者が小学生＝

８，７３０円、中学生・高校生＝９，７２０円、
それ以上＝１万４４０円

秋季水泳教室

申し込み　直接か電話で同プールへ

お 腹 引き締め〈全２回〉
なか

時　間日にち

午前１１時～正午８月１２日（木）
　　１３日（金）

午後２時３０分
　～３時３０分

８月２４日（火）
　　２５日（水）

対　象　高校生以上の人
定　員　各１５人（申込順）
費　用　各４００円

経験者向け
ビーズアクセサリー作り

対　象日にち
小学生８月２１日（土）
中学生以上の人　　２８日（土）

時　間　午前１０時～正午
定　員　各２０人（申込順）
費　用　各１，０００円

プールで遊ぼう
　遊びながら、水泳の基本を学びます。

対　象時　間日にち

３歳以上の
未就学児

午前１０時３０分　
　　～１１時３０分

８月９日（月）
　　１０日（火）

小学生午前１１時３０分　
～午後０時３０分

　　１４日（土）
　　１５日（日）

定　員　各３０人（申込順）
費　用　各２００円（３歳児は無料）
申し込み　当日、各イベント３０分前～１５分

前に同プールへ

〒２５２－０２４２　中央区横山５－１１－１　1０４２－７５８－３１５１

北北北北北北北北北北総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育館館館館館館館館館館北総合体育館

日にち　９月１０日～１０月２９日の毎週金曜日
対　象　１５歳以上の人（中学生を除く）　
費　用　各１回２００円（６５歳以上の人１００円）
申し込み　往復はがき（１教室１人１枚）に

住所、氏名、年齢、電話番号、教室名
を書いて、８月１５日（必着）までに同
館（〒２５２－０１３４　緑区下九沢２３６８－１ 
1０４２－７６３－７７１１）へ

定員（抽選）時　間教室名〈全８回〉

５０人午前９時３０分
　～１１時３０分バドミントン

４０人午後１時３０分
～３時　骨盤シェイプ体操

総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育館館館館館館館館館館総合体育館
３Ｂ親子体操〈全６回〉
日にち　９月１５日～１０月２０日の毎週水曜日
時　間　午前９時３０分～１１時
対　象　２～４歳の子どもとその保護者
定　員　３０組（抽選）
費　用　１組１回３００円
申し込み　往復はがき（１組１枚）に住所、

氏名、年齢、電話番号、「３Ｂ親子体
操」と書いて、８月１５日（必着）まで
に同館（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２２８４
－１　1０４２－７４８－１７８１）へ

相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模原原原原原原原原原原球球球球球球球球球球場場場場場場場場場場相模原球場
ヨガ〈初中級、全８回〉
日にち　９月８日～１０月２７日の毎週水曜日
時　間　午前１０時～１１時３０分
対　象　市内在住か在勤・在

学の１８歳以上の人（高
校生を除く）

定　員　３０人（抽選）
費　用　３，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりが

な）、年齢、電話番号、「ヨガ教室」
と書いて、８月１０日（必着）までに同
球場（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１
－６　1０４２－７５３－６９３０）へ

申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、催し名を書いて、①８月２５日②３１日③１０日までにけやき体育館（1０４２－
７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ
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申し込みが必要な教室（有料）
　ソーラーカー（プラモデル）組み立て教室、ネイ
チャーゲーム
　対　象　小・中学生
　申し込み　電話で同競技場へ

楽 し も う ！
銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀河河河河河河河河河河アアアアアアアアアアリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーナナナナナナナナナナ銀河アリーナ
はし作り
　世界に一つだけのＭｙはしを作りま
す。
日にち　８月２９日（日）
時　間　午後１時３０分～４時３０分
対　象　高校生以上の人
定　員　２０人（申込順）
費　用　１，０００円
申し込み　直接か電話で８月１５日まで

に同アリーナへ

①ピラティス②練功十八法〈全10回〉
日にち　９月２日～１１月４日の毎週木曜日
対　象　１８歳以上の人＝各２０人（抽選）

悠々ウオーキング〈全10回〉
　脂肪燃焼と骨の強化、内臓機能の向上を
めざします。
日にち　９月７日～１１月９日の毎週火曜日
時　間　午前１０時～１１時３０分
対　象　１８歳以上の人
定　員　２５人（抽選）
費　用　６，５００円

市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化セセセセセセセセセセンンンンンンンンンンタタタタタタタタタターーーーーーーーーー市民健康文化センター

世界でひとつだけの
マグカップを作ろう
日にち　８月３１日（火）まで
時　間　午前９時～午後６時
費　用　８００円
※希望者は直接会場へ

申し込み　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、８月１５日（必着）
までに同アリーナへ

〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６　1０４２－７７６－５３１１

費　用時　間内　容

５，０００円午前１０時～１１時３０分体の柔軟性を高め、けが
をしにくい体づくり①

４，５００円午後３時～４時３０分身体の働きを高める中国
の健康体操②

2222222222000000000011111111112010000000000年年年年年年年年年年0年はははははははははは国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民読読読読読読読読読読書書書書書書書書書書年年年年年年年年年年は国民読書年　図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書館館館館館館館館館館のののののののののの催催催催催催催催催催しししししししししし図書館の催し

身近な自然を知ろう！～葉っぱで飾る夏の思い出～
　「自然」をテーマにしたブックトークと、葉っぱを使って額縁やしおりなどを作ります。
日　時　８月１８日（水）午後２時～４時
対　象　市内在住の小学校３～６年生＝２４人（申込順）　※保護者の見学可
申し込み　相模大野図書館にある申込書か、電話で同館へ

夏の大きなおはなし会
　絵本の読み聞かせやエプロンシア
ターなどを行います。
日にち　８月１９日（木）
時　間　午後３時３０分～４時１５分
対　象　小学生＝８０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

夏休みの自由研究に最適

　子どもおもしろ実験
　ペットボトルなどを使って、実験をします。
日　時　８月２１日（土）午後２時～３時
対　象　小学生＝２０人（申込順）　
※小学校４年生以下は保護者同伴
申し込み　電話で市立図書館へ

星のおはなしと観望会
　星についてのお話や本の紹介・探
し方、星空観望を行います。
日にち　８月１９日（木）
時　間　午後６時３０分～８時
対　象　小学生以上の人
定　員　２０人（抽選）
※小・中学生は保護者同伴
申し込み　往復はがきに住所、氏名、

年齢、電話番号、「星のおは
なしと観望会」と書いて、８
月１０日（必着）までに市立図
書館へ

世界にひとつだけのメモ帳づくり
　和 綴 じのメモ帳を作ります。

と

日にち　８月２４日（火） 
　　　　　　２５日（水）
時　間　午後１時～３時
対　象　小学校３～６年生の人
定　員　各日１０人（申込順）
申し込み　電話で市立図書館へ

パネル展示
　和綴じによる製本の製作過程や、製本・装丁
に関する本を紹介します。
展示期間　８月２０日（金）～３１日（火）

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
　起業など豊富な経験を持つアドバイザーが、ビジネス
に課題を抱えている事業者や起業をめざす人にアドバイ
スします。
日にち　８月２６日（木）
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、経験を生かした起業などを考えて

いる人＝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

ソーラーカーで遊ぼう！
エコ・フェスティバル

２０１０
　ペットボトルのキャップ１個
で１回アトラクションに参加で
きます。また、チャリティのため不要なサッカーボール
やユニホームを回収します。
日　時　８月２５日（水）午前１０時～午後３時

相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模原原原原原原原原原原麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝公公公公公公公公公公園園園園園園園園園園競競競競競競競競競競技技技技技技技技技技場場場場場場場場場場相模原麻溝公園競技場
サッカー教室
日にち　８月９日～１０月４日の毎週月曜日

（８月３０日、９月２０日を除く）
時　間　午後４時～５時
対　象　小学校１～３年生＝各日２０人（申込順）
費　用　１回３００円

ストレッチポール体験
日にち　８月２５日（水）、９月２１日（火）
　　　　１０月３日（日）・１７日（日）
時　間　午後１時３０分～２時３０分
対　象　１８歳以上の人＝各２０人（申込順）
費　用　１回５００円

①シェイプアップヨガ
②お手軽ヨガ

※アトラクションの内容など詳しくは同競技場ホームペ
ージをご覧ください。

対　象
１８歳以上の人日にち〈全７回〉

経験者９月２日～１０月１４日
の毎週木曜日①

初心者９月３日～１０月１５日
の毎週金曜日②

申し込み　電話かファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、教室名
を書いて同競技場へ

時　間　午前１１時～正午
定　員　各２０人（申込順）　
費　用　各５，０００円

1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール　asamizo-stadium@dream.jp

①プリザーブドフラワー②お絵かき教室
日にち　８月２２日（日）

費　用対　象時　間

３，０００円どなたでも午前１０時～正午①

１，３００円小学生
午後１時３０分
　～３時３０分

②

定　員　各３０人（申込順）
申し込み　直接か電話で同センターへ

相模大野図書館　1０４２－７４９－２２４４

市立図書館（中央区鹿沼台）〒２５２－０２３３　中央区鹿沼台２－１３－１1０４２ー７５４ー３６０４

1０４２－７４７－３７７６

ソーラーカー
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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らららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら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にににににににににににににににに住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ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いいいいいいいいいいいいいいいい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みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら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にににににににににににににににに

市民協働の取り組みで
さらに住みよいさがみはらに

　「自らのまちを自らの力でよくしたい」「地域の課題を地域の力で解決したい」という市民の皆
さんによる社会貢献活動や、住みよい魅力ある相模原に向けた活動が盛んに行われています。市で
は、こうした市民の皆さんの自主的・自立的な活動を支援するため、さまざまな市民協働の取り組
みを進めています。政令指定都市移行後は、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）設立等認証事務や
まちづくり会議、地域活性化事業交付金など、新たな取り組みや支援策も始まりました。
　今回は、市民の皆さんと協働して実施する「協働事業提案制度」や、寄付をもとに市民団体が自
主的な社会貢献活動を行う「市民・行政協働運営型市民ファンドゆめの芽」を活用した多彩なまち
づくり活動の姿を紹介します。

お問い合わせ

市民協働推進課
1０４２－７６９－９２２５

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民のののののののののののののののののののののの提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかからららららららららららららららららららららら生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生ままままままままままままままままままままままれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業をををををををををををををををををををををを紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介

市民活動ＰＲ事業
実施主体　ＮＰＯ法人ナレッジ・リンク

市民協働推進課　　　　　　

　さまざまな市民活動が行われていますが、活動内容やその様子を発信
する方策は不足しています。そこで、市民活動を取材し、活動内容やそ

の様子を映像化して市民に発
信するため、市民活動団体の
協力を得て、市民活動ＰＲビ
デオ（ＤＶＤ）を作成しまし
た。
　同ビデオは、公共施設のモ
ニターや家電量販店（セキド・
上新電機）に展示されている
テレビでの放映、各図書館で
ＤＶＤの貸し出しを行ってい
ます。協力団体からは、活動
意欲の向上につながるとの評
価をいただいています。

動物ふれあい教育事業
実施主体　麻布大学ヒトと動物の関係に関する

教育研究センター　　　　　　　　
学校教育課　　　　　　　　　　　

　小・中学校の授業に犬を参加させ、犬の世話をする経験を通して、相
手を大切にする気持ちを 育 むなどの、科目ごとに設定した目的に合わせ

はぐく

て教師と共にプログラムを作成し、子どもたちの教育的効果の高揚を図
りました。
　４つの小・中学校、
全１３クラスに出向き
動物介在教育を行
い、動物とのかかわ
りを持つことによ
り、子どもたちの学
習への動機づけにつ
なげました。

森林再生活用事業
　　実施主体　ＮＰＯ法人ふじの森のがるでんセンター

藤野経済観光課　　　　　　　　　　　

　かつて藤野地域の森林は里山として整備され、木材や
炭焼きの材料を提供してきましたが、近年は、産業構造
等の変化により人の手が入らなくなり森林の荒廃が目立
ってきています。このため、資格・技術を習得したＮＰ
Ｏスタッフが間伐・枝打ちを行い、藤野地域の名勝地等
の環境整備を行いました。森林環境の保全とともに、間

伐材を活用した
商品開発や地場
産品の生産拡大
などの検討を行
い、コミュニテ
ィビジネスの創
出もめざしまし
た。

市民ファンド「ゆめの芽」とは
　市民一人ひとりの社会に貢献したいという思い、企業の社会貢献に対する思いを寄付金
として集め、市内の市民活動団体へ活動資金として提供します。

特徴は
○公募で選考された「ＮＰＯ法人市民セクターゆめの芽」と市が協働で市民ファンド「ゆ
めの芽」を運営します。　
○市民の皆さんや企業から市民ファンド「ゆめの芽」への寄付を募り（募金事業）、市は
集まった寄付金と同額（上限５００万円）を市民ファンド「ゆめの芽」に支出します。　
○市民ファンド「ゆめの芽」は、市民活動団体の公益的事業に対し助成金を交付します。

振り込みの場合
　八千代銀行　相模原支店
　普通預金　０９２３２３３
　名義＝ゆめの芽　寄付口
　　　　（ユメノメ　キフグチ）
　※振込手数料が別途必要

直接の場合
　ゆめの芽事務局
　（中央区富士見６－６－１大賀ビル２階　相模原
法律事務所内　1０４２－７５２－０８８５　6０４２－７５６
－０９７３）へ

　ホームページ http://www.yumenome.com/

地域若者サポートステーション事業
実施主体　ＮＰＯ法人文化学習協同ネットワーク

産業・雇用政策課　　　　　　　　　

　働きたいけど働けない、仕事をしても長続
きしない、働く上での悩みを相談したい。こ
んな悩みを抱える若者や家族が、気軽に相談
できる場所があったらいいのに…そんな思い
から同ステーションは協働事業提案制度を経
て、２１年７月１日にサン・エールさがみはら
内にオープンしました。２１年度は、自立に苦
しむ若者たちの親を対象にセミナーなどを行
いました。
　現在は、電話や来所相談、心理カウンセラーによる心の相談など、若者の自立を支援
する総合相談窓口になっているほか、キャリアサポートを行っています。

さがみはら若者サポートステーション　1０４２－７０３－３８６１
所在地　緑区西橋本５－４－２０（サン・エールさがみはら１階）
対　象　おおむね１５～３９歳の学校や仕事などに行っていない人とその保護者
時　間　午前９時３０分～午後５時
休所日　日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）

市民・行政協働運営型市民ファンド

ゆめの芽

２１年度に取り組んだ事業と実施団体
○おもちゃの病院「さがみはら」運営事業
　（相模原おもちゃドクターの会・資源循環推進課）

○林地団地化事業
　（ＮＰＯ法人緑のダム北相模・相模湖経済観光課）

○境川案内ハンドブックの作成
　（ＮＰＯ法人境川の斜面緑地を守る会・水みどり環境課）

○農業資源活用事業
　（ＮＰＯ法人文化学習協同ネットワーク・津久井経済観光課）

○市民活動団体支援事業
　（ＮＰＯ法人相模原エスティアート・市民協働推進課）

○まなびなおし塾
　（ＮＰＯ法人きょういく応援団・産業・雇用政策課）

○総合的自然体験学習（麻布大学ヒトと動物の関係に関する教育
研究センター・津久井生涯学習センター）

みんなが抱える悩みを解決
　この制度は、「相模原をもっと良くしたい」、「地域の課題を
何とか解決したい」など、日ごろから感じる公共的な課題を、市
民の皆さんからの事業提案を受け、協働することによって効果的
に解決していくための仕組みです。

市民・企業の皆さん　 寄付をお願いします　
地域のまちづくりにつなげるために
　市民、企業の皆さんの社会貢献への「志」「思い」を寄付というかたちで地域のま
ちづくりにつなげます。

地域活動に寄与するために
　寄付金は、「ゆめの芽」を通して、市内の市民活動団体の社会貢献活動へ助成されます。

寄付の申し込みは

お話を聞きました
～助成金から協賛金へ～ 脱助成金へのチャレンジ

境川クリーンアップ作戦実行委員会　荒江秀敏さん　

　私たちは、「みんなの力で境川をキレイに、そしてステキなギャ
ラリーにしよう」を合言葉に、清掃活動や境川沿いのフェンスに子
どもたちの絵を飾る活動を行っています。
　同作戦は、事業の拡大と参加者の増加に合わせて、さまざまなと
ころから助成を受けて活動を行ってきました。
　１０回目を迎えた今年は、参加者が１，０００人を超えることが予想され、
事業の社会的認知度が高まり、協力団体からの協賛金も集まるよう
になりました。また、今年度から各実行委員が、賛同者や団体を増
やす活動を始めるなど、自立に向けた歩みを進めています。
　「ゆめの芽」は、その名の通り、市民のボランティア事業の芽が息吹くお手伝いや、そ
の事業が大きく育つきっかけづくりをしていると思います。同作戦が、恒例事業として、
毎年実施できた礎を築けたのも「ゆめの芽」のおかげと感謝しています。

ゆめの芽はこんな活動を支援しています
心ふれあう 楽しいひととき ブックチャンス

　ＮＰＯ法人らいぶらいぶ

　ブックチャンスは、司書経験のあるスタッフが選ん
だ「絵や文章に力があり、親しみやすく、長く楽しめ
る」絵本を持参し、１人のボランティアが１組の親子
を担当し、お子さんにあった絵本の紹介と読み聞かせ
を行う活動です。
　「乳幼児と保護者が一緒に絵本を開く楽しいひとと
き」のお手伝いをすることで、子育てを応援し、絵本

のある子育て、絵本を開くきっかけを多くの親子に提供することが目的です。
　今年度は、「ゆめの芽」の助成金をボランティアの研修や子育て広場等の活動費用など
として活用しています。

子育て広場でのブックチャンス
３つの提案区分
市民提案型協働事業（団体）
－市民の皆さんが抱えている悩みを解決－
　テーマは自由。市民の皆さんが企画し、提案団体が主体的に事
業を行います。

行政提案型協働事業（団体）
－市が抱える悩みを解決－
　市がテーマや計画、事業概要などを提示し、市民の皆さんが具
体的な内容を提案して協働事業を行います。

アイデア提案（個人・団体）
－市民の皆さんの協働の芽を育てる－
　市民の皆さんが知恵と力を合わせながら、アイデアを成長させ、
事業提案に結び付けます。

　この３つの区分の提案を募集し、市との協議後、公開プレ
ゼンテーション、審査を経て、翌年度に事業を実施します。

※次回の募集は、平成２３年４月から予定しています。アイデア提
案は、随時受け付けています。

ここが良かった協働事業　～公開事業報告会より～
協働事業推進委員会　委員長　畠山　昇さん（パートナーシップ市民フォーラムさがみはら）

　２１年度に実施された１１件の事業を、広く市民の皆さんに伝えるために２２年５月１６日に公開事業報告会を開催しました。報告会で
は実施団体と市から、協働することの効果や成果についてさまざまな報告がありました。

実施団体からの意見
○市と協働することで事業に対する信頼性が高まった
○事業ＰＲを市全域に行うことができたため、多くの参加者が得られた
○地域や他の団体との調整を市が行い、スムーズな事業運営や活動の広がり、他の団体との連携が生まれた

市からの意見
○市民の目線で実施する身近な事業の大切さを感じた
○自由な発想から生まれたレベルの高い事業が実施できた

　市民と市が協働することで、相乗効果が得られることがわかりました。今後も多くの市民提案により協働事業が生ま
れ、市のより良いまちづくりにつながることを期待しています。

※公開報告会の内容や２２年度の協働事業など詳しくは、市ホームページの 市政情報 → 市政への参加・連携 → パートナーシップ からご覧になれます。

市民 市民 市 市 

課題を解決 課題を解決 

アイデア、 
人材、ノウハウの 
提案など 

事業ＰＲ 
関係機関との 
調整など 

市と一緒にこん
なことができた
らもっとよくな
るのに 

こんな事業を 
市民の皆さん
と協働できた
らいいのに 協働 
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初心者ビデオ編集講習会
　ビデオカメラで撮影した映像を、パソコンで編集する技術を学びます。
日　時　９月５日（日）午前１０時～午後４時３０分
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　市内在住か在勤・在学の高校生以上でパソコンの操作ができる人
定　員　３人（抽選）
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、「初心者ビ

デオ編集講習会」と書いて、８月１６日（必着）までに視聴覚ライブラ
リー（〒２５２－０２３３　中央区鹿沼台２－１３－１　1０４２－７５３－２４０１）へ

あそびの学校～きもだめし～
　お化け屋敷に変身した青少年学習センターで夏休みの思い出をつくろう。
日　時　８月２２日（日）午後６時３０分～８時
会　場　青少年学習センター
対　象　市内在住か在学の小学生＝５０人（申込順）
※保護者の送迎が必要です。
申し込み　直接か電話で８月２０日までに同センター（1０４２－７５１－００９１）へ

相模原市・無錫市友好都市
締結２５周年記念イベント
　  日中交流協会事業
友好訪中団団員募集

まちなみウオッチング
　バスで市内を巡り、さまざまなまちの表情を見つけていきます。

時　間日にちコース

午前９時２０分
　～午後５時

９月１７日（金）相模川自然の村、相模原麻溝公園ほか

９月２４日（金）小原宿本陣、県立藤野芸術の家ほか

集合・解散場所　市役所か橋本駅
対　象　市内在住か在勤・在学の２０歳以上の人＝各２８人（抽選）
費　用　各５０円（傷害保険代）
申し込み　はがきかファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、職業、電話

番号、コース名を書いて、８月１３日（必着）までに街づくり支援課
（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－９２５２　6０４２
－７５７－６８５９　Ｅメール machidukuri-２@city.sagamihara.kana

　　　gawa.jp）へ

参加者募集

森づくりボランティア講座
会場など日　時内　容講座名

相模原麻溝公園８月２１日（土）
午前１０時～正午

　市赤十字奉仕団から森で役立つロ
ープワークの数々を学びます。

ロープワーク・ブルーシート
でテントを作ろう！

木もれびの森
８月２２日（日）
午前９時３０分
　　～午後２時３０分

　樹齢などから予測した樹の高さを
間伐する樹で実測します。中川重年先生・樹を測る

集合　午前９時に
青根小学校

９月４日（土）
午前９時～午後３時

　青根地区の水源林の中で一日過ご
します。

水源林を歩こう！
※間伐体験あり

県立藤野芸術の家
青少年フェスタウィーク

８月２５日（水）
　～２９日（日）

費　用日にち　

２７万２，０００円１０月１５日（金）～２２日（金）
本当の中国を体感する！ 
無錫・ 九  寨  溝 ・上海万博

きゅう さい こう

１２万円１０月１５日（金）～１９日（火）大人のためのゆったり無錫・上海万博
※１０月１６日（土）に無錫市で開催する２５周年記念式典に出席します。

中国を知る講座「漢詩に学ぶ中国人の心」 
日　時　８月２１日（土）午後２時～４時
会　場　桜美林大学プラネット淵野辺キャンパス
講　師　佐藤　保さん（前二松学舎理事長）
定　員　１２０人（申込順）　　費　用　４００円　※学生無料

申し込み　８月２日から電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、
イベント名を書いて日中交流協会事務局（渉外課内　1０４２－７６９－
８２０７　Ｅメール kokusai@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

費　用対象（申込順）時　間催し名日にち

３００円
（保護者は無料）

小学生以下の子ど
もとその保護者＝
５０人

午後１時～４時
みんなで作る
木の大きなオ
ブジェ

２５日（水）

１人１，０００円５人以下の家族か
グループ＝３０人

午前１０時
～午後２時

ダッチオーブ
ン体験２６日（木）

１人１，５００円
テント
１張２，０３０円

５人以下の家族か
グループ＝１０組

午後３時
～翌日午前１０時

キャンプファ
イヤー体験
料理と交流

２６日（木）

～

２７日（金）

各５００円
（高校生以下の人
３００円）

どなたでも
定員　各５０人

午前１０時３０分
～正午子どものため

のドラムサー
クル

２７日（金）
午後１時
～２時３０分

どなたでも
定員　各２００人

午前１１時３０分演劇「アラジ
ンと魔法の
ランプ」

２８日（土）
午後１時３０分

２，０００円
（小学生～高校生
５００円）

小学生以上の人＝
２２５人午後２時３０分

 米  良  美  一 と緑
め ら よし かず

川まりのお話
とコンサート
曲目は「もの
のけ姫」ほか

２９日（日）

申し込み　電話で県立藤野芸術の家（1０４２－６８９－３０３０）へ

　廃食用油を使ったエコキャンドルづくり
や牛乳パックを使った工作、ごみ収集車の
実演を行います。
日にち　８月１８日（水）・１９日（木）
時　間　午前１０時～正午
会　場　橋本台リサイクルスクエア
対　象　市内在住の小学生以下の子どもとその保護者＝各１５組（申込順）
申し込み　電話で８月２日から資源循環推進課（1０４２－７６９－８２４５）へ

夏休み親子リサイクル体験教室

エ
コ
キ
ャ
ン
ド
ル

　   二  胡 の名曲“ 二  泉  映  月 ”誕生６０周年
に こ に せん えい げつ

チェンミン“二泉映月”を弾く
日　時　９月２日（木）午後６時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと　　定　員　５００人

もり

費　用　前売券３，５００円　当日券４，０００円
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、イ

ベント名を書いて二泉映月事務局（1０８０－３１５４－
２８２１　Ｅメール y-umed@jcom.home.ne.jp）へ

夏期巡回ラジオ体操♪
　　　　みんなの体操会
日　時　８月２１日（土）午前６時～６時４０分
会　場　相模原麻溝公園芝生広場
　　　〈雨天時　総合体育館（室内履き持参）〉

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

政令指定都市移行記念事業

対　象　１６歳以上の人＝各３０人（申込順）
申し込み　電話でみどりの協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

大石神社奉納人形浄瑠璃
日　時　８月１４日（土）午後６時３０分～９時
会　場　大石神社（緑区牧野）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　篠原の里センター　1０４２－６８９－２０５１

万
博
会
場

市民大学・公開講演会～宇宙といのち～
日　時　８月２１日（土）午前１０時３０分～正午
会　場　グリーンホール相模大野多目的ホール
講　師　的川泰宣さん〈宇宙航空研究開発機構（Ｊ

ＡＸＡ）名誉教授〉
対　象　１５歳以上の人＝２３０人（申込順）
申し込み　直接か電話で８月１０日までに総合学習セ

ンター（1０４２－７５６－３４４３）へ

「ＮＨＫラジオ第１」
で生放送されます

※参加者は直接会場へ

チェンミンさん

的川泰宣さん
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小原宿お楽しみウオーク
　小原宿散策ガイドで紹介している「弁天島渓流散
策コース」と「里の景観散策コース」のいずれかを
歩きます。
日　時　９月１９日（日）午前１０時～午後４時
集　合　午前９時３０分までに小原の郷
対　象　市内在住の小学生以上の人＝３０人（抽選）
※小学生は保護者同伴
費　用　５００円
申し込み　はがきかファクスに参加者全員の氏名・

年齢・性別、代表者の住所・氏名・電話番号、
コース名を書いて、８月１５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

市体育協会からのお知らせ

①北相陸上競技大会
日　時　９月５日（日）午前８時３０分
会　場　相模原麻溝公園競技場
対　象　市内在住か在勤・在学の人で編成するチー

ム（日本陸連登録者のみ）
費　用　１種目８００円（高校生５００円、中学生４００円）

②市ダンススポーツ競技大会
　ねんりんピック選考会を兼ねています。
日　時　９月２６日（日）午前１０時
会　場　総合体育館　　費　用　１区分３，５００円

③市民ソフトボール選手権大会（シニア）
日にち　９月２６日（日）、１０月３日（日）・１７日（日）
会　場　ひばり球場ほか
対　象　市内在住か在勤の５９歳以上の人で編成する

チーム
◇　　　◇

申し込み　市体育協会にある申込用紙を８月①２０日
②２６日③２８日（必着）までに同協会へ

夏休みジュニアボウリング教室
日　時　８月３０日（月）・３１日（火）午前１０時～正午
会　場　相模ファーストレーン（1０４２－７５５－１０８８）

　相模原パークレーンズ（1０４２－７５５－１１１０）
　城山レイクボウル（1０４２－７８２－３００１）

対　象　市内在住か在学の小学生～高校生
定　員　各２０人（申込順）　　費　用　各１，０００円
申し込み　電話で各会場へ

初級テニス教室〈全５回〉
日にち　９月８日～１０月６日の毎週水曜日
時　間　午前１０時３０分～午後０時３０分
会　場　淵野辺公園テニスコート
対　象　１８歳以上の人＝５０人（抽選）
費　用　５，５００円
申し込み　市テニス協会ホームページからか、往復

はがき（１人１枚）に住所、氏名、年齢、電
話番号、「テニス教室」と書いて、８月１８日
（必着）までに市体育協会へ

市民登山教室（中級）「八ヶ岳」
（赤岳鉱泉～赤岳～横岳～硫黄岳）
日にち　９月１８日（土）～２０日（祝）
対　象　市内在住か在勤の人＝２４人（抽選）
費　用　３万９，８００円
申し込み　往復はがきに全員の住所・氏名・生年月

日・性別・電話番号、「登山教室」と書いて、
８月２０日（必着）までに市体育協会へ

あじさいカップテニストーナメント
（シングルス）
日　時　１０月２日（土）～１７日（日）午前９時
会　場　淵野辺公園テニスコートほか
費　用　４，０００円（小学生１，０００円）
申込期限　８月１６日
※申込方法など詳しくは市テニス協会ホームページ
をご覧ください。

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/

日赤講習会

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

申込期限費　用内　容時　間日にち講習会名

８月１３日

無料

　高齢者の介護、健康管理、
地域での高齢者支援などを学
びます。

午前１０時　
　　～正午８月２１日

（土）

健康生活支援短期講習会

　幼児のけがの応急手当など
の知識や技術を学びます。

午後３時　
　　～５時幼児安全法短期講習会

８月２７日　看護の知識や技術、介護の
仕方を学びます。

午前１０時　
　　～正午

９月４日
（土）

災害時高齢者生活支援短
期講習会
（高齢者擬似体験）

９月８日３，０００円

　心肺 蘇  生 法やＡＥＤの取り
そ せい

扱いなどを学びます。最終日
の検定に合格すると日赤救急
法救急員に認定されます。

午前９時　
～午後５時

９月１５日
（水）
　～１７日
（金）

救急法養成講習会
〈全３回〉

潜在看護師就労支援研修会〈全３回〉
　最新医療や看護に関する知識、技術の習得と、看護現場体験を通して再就職のきっかけをつく
ります。
日　時　９月２４日（金）～２６日（日）午前９時３０分～午後４時　　会　場　相模原協同病院
※研修会受講者は病棟研修（１２月～平成２３年１月）に参加できます。
対　象　看護師、保健師、助産師、准看護師のいずれかの免許がある人＝２４人（申込順）
費　用　１，０００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、離職年数、免許の種類、

保育希望の有無、Ｅメールアドレス（持っている人のみ）を書いて、９月１７日までに同病
院総務管理課（1０４２－７７２－４２９１　6０４２－７７１－６７０９　Ｅメール postmaster@sagami 
harahp.com）へ

みんなの  

　スポ・レク情報 

すっきり！ からだにいい習慣！
　運動や食事の基本を学び、効果的に健康づくりを行います。

時　間　午前１０時～正午　
※ハイキングや調理実習をする日は、終了時間が遅くなる場合があります。
対　象　市内在住の２０歳以上の人＝各２５人（申込順）　　費　用　各５００円（調理実習材料費）
申し込み　電話で８月２日から①は藤野保健福祉課（1０４２－６８７－５５１５）、②は津久井保健福祉

課（1０４２－７８０－１４１４）へ

内　容会　場日にち

　軽い運動から始めてハイキン
グやウオーキングなどをするほ
か、ヘルシー料理の調理実習な
どを行います。
　２３年１月２８日は①②の交流会
や、本講座の効果を測定します。

藤野総合
事務所

８月２６日（木）、９月２日（木）・９日（木）、
１０月２３日（土）・３０日（土）、１１月２７日（土）①

〈全７回〉

津久井保健
センター

平成２３年１月２８日（金）
９月２４日（金）、１０月１日（金）・８日（金）・
２６日（火）、１１月１９日（金）、１２月１０日（金）・
１７日（金）、２３年１月２８日（金）

②
〈全８回〉

親子ソフトプレーン工作
日にち　８月２２日（日）
時　間　午後１時３０分～４時３０分
対　象　小学校４年生以上の子どもとその保護者
定　員　１５組（申込順）
費　用　１組１，０００円

土器作り
日にち　８月２８日（土）
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
対　象　小学生以上の人
定　員　１５人（申込順）
費　用　５００円

相模の大凧センターの教室

申し込み　直接か電話で新磯ふれあいセンター（1０４６－２５５－１３１１）へ

シニアいきいきライフセミナー〈全４回〉
　高齢者の健康と生きがいづくりに関する相談、支援活動を行うシニアライフ・サポーターを養
成します。

時　間　午後１時～３時３０分
会　場　さがみはら市民活動サポートセンター
対　象　市内在住の６０歳以上の人＝３０人（申込順）
費　用　１，０００円（資料代を含む）
申し込み　電話かはがき、ファクス、Ｅメールに住所、

氏名、年齢、電話番号、「シニアいきいきライ
フセミナー」と書いて８月２０日（必着）までに
ビューティフルエージング協会（〒２５２－０３３３
南区東大沼４－１４－１２　グリーンハイツ２－１ 
1０９０－２７４８－６６５８　6０４２－８１０－９８７７　Ｅメー
ル nsaheki@jcom.home.ne.jp）へ

内　容日にち

生きがいさがし
～自立と共生～９月３日（金）

《今ここに》充実したシニ
アライフのために　　１０日（金）

○高齢者の生きがいづくり
○市老人クラブの活動事例１０月８日（金）

シニアライフ・サポーター
の役割　　１５日（金）
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読者の

ひろば
（敬称略）

福祉有償運送運営協議会

　ＮＰＯ法人などが登録申請する
際の輸送の必要性や条件等を協議
日時８月１２日（木）午後２時
会ウェルネスさがみはら
※傍聴希望者は直接会場へ
問障害福祉課

児童扶養手当の認定を

受けている人へ

　現況届を８月３１日までに必ず本
人が提出してください（支給停止
の人を含む）。現況届を２年間提
出しない場合は、手当の受給がで
きなくなります。
※提出書類など詳しくは、７月中
旬に発送した通知をご覧ください。
問こども青少年課

平和を願って１分間の黙とうを

　世界恒久平和と戦争犠牲者への
 冥 
めい

 福 を祈り、黙とうをお願いします。
ふく

問地域福祉課

「社協さがみはらみんないいひと」

新たに区版を発行

　市社会福祉協議会は、これまで
の全市版広報紙に加え、地域情報
紙「タウンニュース」の１㌻を利用
し、新たに緑区、中央区、南区の
区版広報紙を発行します。発行は
８月、１０月、１２月で、初回は８月
２６日（木）です。新聞折り込みのほ
か、同協議会各事務所、各地区社
会福祉協議会事務局で配布します。
問同協議会（1０４２－７３０－３８８８）

８月は電気使用安全月間

　電気を安全に使うポイント。
○漏電遮断器を取り付けて電気事
故を防ぐ○アース線はしっかり取
り付ける○タコ足配線をやめる
○プラグは時々点検する○取扱説
明書にそった使い方をする。
問関東電気保安協会（1０４２－７７２
－１５５１）

利用できる区域が８月から拡大

公共下水道に接続を

　次の区域では、くみ取り便所を
３年以内に水洗便所に改造し、浄
化槽式便所は速やかに浄化槽を廃
止して、直接、公共下水道に流し
てください。接続工事は、市指定
下水道工事店（市ホームページに
掲載）で行ってください。
※工事費に対する低金利融資のあ
っせん制度もあります。
対象区域　寸沢嵐・若柳・小渕の
各一部
問緑土木事務所相模湖土木班（1 

０４２－６８４－３２５２）・藤野土木班（1 

０４２－６８７－５５０４）

リサイクルスクエア　８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、８月２０日までに各会場へ
※抽選発表は８月２１日（土）午後１時
リサイクル家具のお楽しみ抽選会
　いすなど小さめの家具約２０点
日時８月８日（日）午前１０時～１１時
※抽選発表は１１時１０分から
会橋本台リサイクルスクエア
対市内在住の中学生以上の人（１
人１点限り）
※希望者は直接会場へ
問資源循環推進課

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

８月～１０月の空き状況　平日に空
きあり
申随時受け付け
１１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８月１０日までに各施設へ。抽
選後の空き室の申し込みは８月２１
日から電話で①7０１２０－９８８－５４７
②1０２６７－５５－６７７６へ
①１１月の休館日　１５日（月）・１６日
（火）
※１１月１０日（水）・１１日（木）は専用
使用のため宿泊はできません。
②月～木曜日は特別料金で宿泊で
き、地域の特産品をプレゼント。１０
月１日～１１月１５日は天然温泉フェ
アを実施。

市慰霊塔への戦没者の合祀

日時１０月２日（土）午前１０時
申 合  祀 を希望する遺族は戦没者の

ごう し

写真等を持って、８月２日～３１日
に地域福祉課（1０４２－７６９－９２２２）
へ

マンション管理士による

無料相談会

日８月８日（日）
時午後１時～５時
会市民会館
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）
申電話で県マンション管理士会相
模原市支部（1０４６－２５６－２６８３）へ

緑区役所区民課の非常勤職員

　①窓口事務補助（相原連絡所勤
務の場合もあり）②来庁者受付等
③一般事務補助
勤務　１０月から①週３・４日②週
３日③週５日（いずれも勤務のな
い月あり）で、①午前８時３０分～
午後３時か午前１０時３０分～午後５
時②午前８時３０分～午後５時③午
前９時４５分～午後４時か午前１０時
４５分～午後５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＝各若干名
※受付時に面接あり　
申履歴書（写真 貼  付 ）を、８月１１

ちょう ふ

日（水）午前９時～正午に直接、
橋本公民館へ
問緑区役所区民課（1０４２－７７５－
８８０３）

公立小・中学校の臨時的任用職員

と非常勤講師の登録

　出産などで休む教職員の代替
対小・中学校教員か養護教員の資
格がある人
申教員免許状と大学の卒業証書、
登録申込書（市ホームページの 教
育委員会 → 市立小・中学校の臨
時的任用職員及び非常勤講師等登
録者の募集 からダウンロード可）
を持って、毎週水曜日（祝日を除く）
の午後１時～４時３０分に、教職員
課（1０４２－７６９－８２７９）へ

小学校理科支援員の再募集

　観察・実験等の支援・準備など
再募集校　大野北、桂北、光が丘、
藤野、藤野北、藤野南の各小学校
勤務　９月１日～平成２３年２月２８
日（学期ごとの任用）で、勤務日
は応相談。１回あたりの勤務時間
は原則３時間３０分
賃金　時給８３０円
申各募集校と学校教育課にある申
込書（市ホームぺージの 作品・
スタッフ募集→ 理科支援員を再
募集します からダウンロード可）
を８月１１日までに希望の小学校へ
問同課（1０４２－７６９－８２８４）

就学時健康診断事務補助員

　１０月～１２月に行う来年度小学校
入学予定者の健康診断の事務補助。
期間中、数校を担当。詳しくはお
問い合わせください。
賃金　時給８２０円
申８月２日から学校保健課（1０４２
－７６９－８２８３）へ電話連絡のうえ、
履歴書を持って、９月６日（月）＝
市南区合同庁舎３階講堂、８日（水）
＝市役所会議室棟第３会議室へ

大野中まちづくりセンターの

非常勤職員

　証明書自動交付機に対する問い
合わせ等の対応
勤務　１０月からで、原則毎月第４
月曜日の午後５時～８時
賃金　時給８２０円
定１人
申８月２日から電話連絡のうえ、
履歴書（写真貼付）を８月２０日ま
でに、直接同センター（1０４２－７４２
－２２２６）へ
※簡単な面接あり

内郷診療所の臨時的任用看護師

勤務　９月下旬から１年間で、月
～金曜日（祝日を除く）のうち市
で指定する日（勤務日・時間は応
相談）
賃金　時給１，７８０円
対看護師免許がある人＝若干名
申郵送で履歴書（写真貼付）と看
護師免許の写しを８月３１日までに
国民健康保険課（〒２５２－５２７７　中
央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９
－８２３５）へ

募　　集 

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

　　　　　　　　　　▼試してみよう！おしゃべりを　
　　　　　　　　　　英語で　８月４日・１１日・１８日
の水曜日午前９時３０分～１１時３０分、大野北公民館ほか。
対象は１８歳以上の人。費用５００円　�申 電話でＣ．Ｐ．Ｏ
（1０４２－７６３－５６０６）へ
▼化学実験教室「ドライアイスの３つの不思議」　８
月５日（木）・６日（金）午後２時～４時、北里大学相模
原キャンパスＬ３号館。対象は小・中学生とその保護
者。定員各２０人（先着順）　�問 内山（1０８０－４１３６－２５８７）
▼相模写遊会写真展　８月８日（日）～１４日（土）午
前１０時～午後８時（８日は午後１時から、１４日は午後
４時まで）、総合学習センター　�問 篠�（1０４２－７６１
－０２１４）
▼楓響ウインドオーケストラ定期演奏会　曲目は「翼
をください」ほか　８月１５日（日）午後２時、 杜 のホ

もり

ールはしもと　�問 同事務局（1０９０－６９２１－８６８５）

▼感覚を使って遊ぼう　８月２６日（木）午後１時１５分
～３時、東林公民館。対象は発達につまづきのある子
どもとその保護者。定員１５人（申込順）　�申 電話で大
塚（1０４２－７６６－５１６８）へ
▼教養講座　「東海大学医学部放射線治療科学　大泉
幸雄教授のがんの放射線治療・過去から未来へ」　９
月１１日（土）午後１時～２時、ラポール千寿閣（南区
上鶴間本町）。定員５０人（先着順）　�問 今泉（1０９０－
９０１９－２９７９）
　　　　　　会費などは個別にお問い合わせください。
　　　　　　▼書道・ボールペン字　毎月第１・第３
火曜日午前９時、大沼公民館　�問 伊藤（1０４２－７４２－
４８９０）
▼スクエアダンス　月３回日曜日午後１時３０分、サン・
エールさがみはら　�問 小方（1０９０－３４７２－８６０８）
▼スポーツダンス　毎週木曜日午後７時１５分、あじさ
い会館。対象は多少経験のある男性　�問 平澤（1０４２－
７５２－７２１６）

▼詩吟　月３回土曜日午前９時３０分、大沼公民館。初
心者歓迎　�問 市川（1０４２－７４３－６２８８）
▼ジョギング・マラソン　毎月第１日曜日午前８時３０
分、淵野辺公園ほか　�問 小林（1０９０－２３１５－３６５８）
▼女声コーラス　毎週木曜日午前１０時、光が丘公民館
ほか　�問 船木（1０４２－７５４－３２６４）
▼歌と体操　毎月第３水曜日午前１０時、清新公民館
�問 伊藤（1０４２－７５３－２９０７）
▼シャンソン　毎月第１・第３木曜日午後１時、大野
南公民館　�問 斎藤（1０４６－２８３－３１１１）

仲 間

催 し
費用の記載がない
場合は無料です。

お知らせ 

時　間日にち

午前８時１５分８月６日（金）広島

午前１１時２分８月９日（月）長崎

正午８月１５日（日）終戦
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広報事業の財源とするため、広告を掲載しています。広告掲載の申し込みは広聴広報課（1０４２－７６９－８２００）へ。掲載した広告のお問い合わせは各広告主へ。

旧石器ハテナ館の催し
ナイトミュージアム in 田名向原
　田名向原遺跡公園、旧石器ハテナ館を夜間開放します。肝試しやクイ
ズにチャレンジして景品をゲットしよう。
日　時　８月２１日（土）午後７時～８時３０分（受付は８時１５分まで）
※希望者は懐中電灯を持って直接会場へ

野外宿泊体験〈１泊２日〉
　イエづくりや火おこしなど古代の生活に親しみながら、同館敷地内で
野外宿泊体験をします。夜は肝試しやキャンプファイヤーで楽しみます。
日　時　８月２１日（土）午前９時３０分～２２日（日）正午
対　象　小学校３年生～中学生＝３０人（抽選）　　費　用　１，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号を書いて８月７日（必着）

までに同館（〒２５２－０２４５　中央区田名塩田３－２３－１１）へ

毎月第３日曜日は体験教室デー！　まが玉作り
　石を削り磨いて、きれいなまが玉を作ります。
日　時　８月１５日（日）午後２時～４時
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）
費　用　３００円（材料費）
申し込み　電話で同館へ

お問い合わせ　旧石器ハテナ館　1０４２－７７７－６３７１

相模川ふれあい科学館の催し

マンスリー水槽　　８月３１日（火）まで　

　『ひまわり』をテーマに、黄色の魚たちが登
場します。
展示生物　コガネヤッコなど

ふれあい科学館の夏祭り
８月１２日（木）～１５日（日）　

模擬店出展 午前１０時から
ザリガニ釣り 午前１０時から※１５分交代制 
定　員　各回１０人（先着順）
費　用　１回１００円
ミニＳＬ乗車会 ８月１３日（金）～１５日（日）

　午前１０時～午後４時 
　（１５日は午後３時３０分まで）

※ふれあい科学館の入館券が乗車券になります。

夏休みの宿題お助け企画
８月３１日（火）まで　

「元気にそだて！　タナゴっち！！」
　期間中、希少魚類タナゴの仲間が卵から成長
していく様子を毎日観察できます。

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５時（８月３１日まで、８月は無休）
入館料　大人３００円、小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円

タナゴ

ミニＳＬ乗車会

コガネヤッコ

市立博物館の催し
星空観望会（９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　９月３日～１７日の毎週金曜日午後７時～８時３０分
定　員　６０人（抽選）※中学生以下は保護者同伴
申し込み　往復はがきかＥメール（１組１通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、８月１５日（必着）ま
でに同館（Ｅメール star@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

大日野原遺跡発掘調査現地見学会
　緑区澤井にある同遺跡で、縄文時代の住居跡の発掘調査を見学します。
日　時　８月８日（日）午後２時３０分～４時３０分
集合場所　ふじの体験の森やませみ前
※希望者は直接集合場所へ。集合後、現地へ移動します（徒歩２０分）。

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
８月の休館日　月曜日（１６日は除く）

本当にいた？「半馬」
太田祐司

（東京藝術大学大学院）

相模原市民ギャラリー・
学生企画展 いない いない ＧＯ！

幽玄の世界 相模原薪能
日にち　８月１８日（水）〈雨天中止〉
時　間　午後６時３０分～８時３０分
※午後６時から相模原能楽こども教室の発表があります。
会　場　淵野辺公園　　演　目　能「 天  鼓 」など

てん こ

入場整理券の配布（１人２枚まで、先着順）
　８月３日（火）午前１０時から　市役所本館と緑・南区役所の総合案内

窓口、 杜 のホールはしもと、市民会館、グリーンホール相模大野、
もり

南市民ホール、おださがプラザ、各公民館（青根・沢井公民館を除
く）、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンター

※予約席あり〈２００席、１席５００円（支払いは公演当日）〉。８月３日（火）
午前９時から杜のホールはしもと、市民会館、グリーンホール相模大
野で引換券（１人２枚まで、先着順）を配布します。

お問い合わせ　市民文化財団　1０４２－７４９－２２０５

　正体不明の「不確かなもの」をさまざまな角
度から 捉 えた美術大学の学生たちの作品を展示

とら

します。
日にち　８月２２日（日）まで〈水曜日休館〉
時　間　午前１０時～午後７時

作家によるギャラリートーク
日にち　７月３１日（土）、８月７日（土）・８日（日）・１５日（日）・２１日（土）
時　間　午後２時から

　同ギャラリートークの実施日以外は、スタッフによる作品ガイド
を午後２時から行います。

ワークショップ「虹色ネイルアート」
　キラキラ光る貝片で 爪 などを装飾します。

つめ

日　時　８月２２日（日）午後２時～４時
定　員　１５人（申込順）※小学校３年生以下は保護者同伴
申し込み　電話で同ギャラリーへ

お問い合わせ　相模原市民ギャラリー　1０４２－７７６－１２６２

無料




