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　市シティセールス推進指針に基づき、本市の魅
力をＰＲし、将来のまちづくりについて紹介しま
す。ぜひご覧ください。 
放送局　テレビ神奈川（ｔｖｋ） 
放送日時　８月２２日（日）午前１１時～１１時３０分 
※９月上旬から、市ホームページの ｔｖｋ相模
　原市特別番組 からもご覧になれます。 

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００ 

テレビ広報番組 
「潤水都市　さがみはら　　　　　　　　 
　　　～まるごとわかる発見テレビ～」 

じゅん すい と し 

　第９２回全国高等学校野球
選手権大会への出場を決め
た東海大学付属相模高校野
球部の選手の皆さんが、８月２日、加山市長に
出場報告を行いました。 
　加山市長は、「政令指定都市移行の年に、皆さ
んが甲子園に出場されることは、７１万市民の誇り
です。チーム一丸となって健闘されることを期待
しています」と激励し、称讃の楯を贈りました。 
お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５ 

東海大相模　３３年ぶりに夏の甲子園出場 
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　市では、高齢者の皆さんがボランティアを通じて地域貢献、社会参加をし、生きが

いをもってますます元気に過ごすことで、介護予防につなげていく「さがみはら・ふ

れあいハートポイント事業（介護支援ボランティア事業）」を新たに実施します。同

事業では、６５歳以上の人を対象に、受け入れ協力機関で行った所定のボランティア活

動の実績に応じて、報償金を還元します。活動には登録説明会への参加が必要です。

　豊富な経験を介護の現場で生かし、ボランティアを始めてみませんか。

お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９

まずはお気軽に登録説明会へ参加してください。
登録説明会の日程・会場は８㌻（区版）をご覧ください。

事業の概要

受け入れ協力機関
①高齢者福祉施設等
②地域包括支援センター市役所

スタンプ活動実績受け入れ
協力機関

１個１回の活動で２時間未満
①

２個
１回の活動で２時間以上

１回の活動②
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スタンプ
　対象のボランティア活動をすると、受け入
れ協力機関で活動手帳にスタンプを押します。

活　動　※施設によって異なります。
例えば　　　　　　　　○レクリエーション補助
○傾聴ボランティア　　○散歩や屋内移動の補助
○介護予防事業や
　イベントの手伝い

10月から
新たに開始
10月から
新たに開始

事業の愛称が
公募により
決定しました

報償金 スタンプ

活動登録

ススススススススススステテテテテテテテテテテッッッッッッッッッッップププププププププププ３３３３３３３３３３３

ススススススススススステテテテテテテテテテテッッッッッッッッッッップププププププププププ２２２２２２２２２２２

対　象
　市内在住の６５歳以上の人

登録説明会
　事業の概要や心構えなどを説
明した後、登録手続きを行い、
活動手帳と受け入れ協力機関の
リストを渡します。

ススススススススススステテテテテテテテテテテッッッッッッッッッッップププププププププププ１１１１１１１１１１１

ポイントの還元（報償金）
　蓄積したスタンプをポイントに
換え（１スタンプ＝１ポイント）、
申請した人に、ポイント数に応じ
て１，０００円（１０ポイント）ごとに
報償金を還元します。
※年間上限額　５，０００円
※介護保険料を滞納している人は
対象になりません。

ススススススススススステテテテテテテテテテテッッッッッッッッッッップププププププププププ４４４４４４４４４４４

○お茶出し、食堂内での
　 配  膳 ・下げ膳の補助 

はい ぜん

ちゅうおう区

ちゅうおう区版
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会　場時　間日にち
大野南公民館午後７時～９時９月１３日（月）
橋本公民館午前１０時～正午

　　１８日（土）
けやき会館午後７時～９時

タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンググググググググググググググググググググググをををををををををををををををををををををを開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催
　皆で担う市民社会の実現をめざし検討を進めている、（仮称）市民協働推進条例の
要綱案について、協働の実例を紹介しながら内容を説明し、市民の皆さんから意見を
伺います。

定　員　各５０人（先着順）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－９２２５

受験資格職務内容募集人数選考区分

昭和２６年４月２日以降に生まれ、大学等で
土木の専門課程を修了し、民間企業等にお
いて橋りょうやトンネル等の実務経験（設
計・施工管理等）が平成１５年４月１日～２２
年１１月３０日の間に５年以上ある人

土木工事の設計、
施工管理、施設の
維持管理などの業
務

２０人程度土木
（経験者）

昭和２６年４月２日以降に生まれ、社会福祉
主事の任用資格があり、生活保護、児童福
祉（児童虐待、発育相談等）、障害福祉な
どに関する実務経験が平成１５年４月１日～
２２年１１月３０日の間に５年以上ある人

生活保護、児童福
祉、障害福祉など
に関する業務

２０人程度社会福祉
（経験者）

あなたの力を明日の相模原市に
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※採用は平成２２年１２月１日以降です。
※詳しくは、職員課、各区役所総務課・まちづくりセンターなどにある受験案内をご
覧ください。

申し込み　受験案内に付いている申込書（市ホームページの 相模原市、職員募集。 か
らダウンロード可）を郵送で、８月２７日（消印有効）までに職員課へ

お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３

区画面積年間管理料墓所使用料区画数区　　分墓所種別
（使用期間）

２．５㎡各４，５００円各４４万５，０００円

３４０区画有骨芝生墓所
（１２月１日～永年）  ３７区画一般

２３３区画有骨普通墓所
（１２月１日～永年）  ２５区画一般

各９万円
（１体）

１０８体有骨
１体用合葬式墓所

（平成２３年３月１日
～永年）
※合葬式墓所とは、
墓所の承継に不安
がある人など向け
に、一つの施設の
中に多数のお骨を
埋葬する墓所です。

 １２体生前

３４２体
（１７１人）

有骨（有骨
１体・生前
１体を含む）２体用

 ３８体
（１９人）生前

申込資格　次のすべてに該当する人
○平成２１年９月１日以前に市に住民登録（外国人登録）の届け出をし、引き続き市内
に住んでいる
○峰山霊園や柴胡が原霊園を使用していない（合葬式墓所の有骨区分申込者は、使用
している人でも申し込める場合があります。）
※有骨区分への申し込みは、遺骨を埋蔵する墓地がなく、自宅か寺院などに仮安置し
ている人に限ります〈死体（胎）埋火葬許可証の写しか焼骨収蔵証明書が必要〉。
申込書と公募案内の配布
　９月１日から公園課、各区役所・まちづくりセンター・出張所・連絡所、峰山霊園
管理事務所、市都市整備公社（けやき会館１階）で配布します。公募案内は、市ホー
ムページの 暮らしの情報 → 斎場・市営霊園 からもご覧になれます。
申し込み　申込書（１世帯１枚）を郵送で、９月３０日（消印有効）までに公園課へ　
※申込多数の場合は公開抽選になります。
使用料などの納付
○芝生墓所・普通墓所
　＝墓所使用料と管理料（今年度は４か月分）
を１２月２２日まで

○合葬式墓所＝墓所使用料を３月２２日まで

お問い合わせ　公園課　1０４２－７６９－８２４３

峰山霊園（南区磯部４５７３－２）

内　　容日にち

本会議（提案説明）８月２５日（水）

本会議（代表質問・個人質疑）９月２日（木）

本会議（代表質問・個人質疑、委員会付託）
決算特別委員会　　３日（金）

総務委員会・決算特別委員会総務分科会　　７日（火）

環境経済委員会・決算特別委員会環境経済分科会　　８日（水）

民生委員会・決算特別委員会民生分科会　　９日（木）

建設委員会・決算特別委員会建設分科会　　１０日（金）

文教委員会・決算特別委員会文教分科会　　１３日（月）

決算特別委員会　　２４日（金）

本会議（一般質問）

　　２７日（月）

　　２８日（火）

　　２９日（水）

本会議（委員長報告、採決）・議会運営委員会　　３０日（木）

※９月３０日の議会運営委員会は、本会議終了後に開催します。な
お、９月定例会のための議会運営委員会は８月１９日（木）です。

※決算特別委員会は、９月３日（金）の本会議で設置し、本会議
終了後に開催する予定です。

※決算特別委員会の分科会は、各常任委員会の終了後に開催する
予定ですが、委員会審査の状況により、翌日以降に開催する場
合があります。

※会議の日程や時間などは変更になることがあります。

お問い合わせ　議事課　1０４２－７６９－８２７８

時　間日にち会　場

午前９時３０分　　
　～午後４時３０分

９月１日（水）～３日（金）星が丘公民館

　　７日（火）～９日（木）城山総合事務所

　　１０日（金）～１２日（日）光が丘公民館

午後１時～４時３０分１４日（火）

大野中公民館 午前９時３０分　　
　～午後４時３０分１５日（水）

午前９時３０分～正午１６日（木）

午前９時３０分　　
　～午後４時３０分

　　１７日（金）～１９日（日）中央公民館

　　２１日（火）・２３日（祝）東林公民館

　　２４日（金）～２６日（日）大野南公民館

　　２８日（火）～３０日（木）相模台公民館

※希望者は直接会場へ。また各会場では、相談会と併せて、午前
１１時と午後１時に説明会（３０分程度）も開催します。
※１１月にも相談会を開催します。日程は本紙１０月１５日号でお知ら
せします。

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）

　地上デジタル放送（地デジ）に関する疑問・質問に相談員がお
答えします。

市営峰山霊園   使用者を募集

市議会９月定例会を開催
　本会議・委員会を午前９時３０分から表のとおり開催します。

電話番号会　場

０４２－７６９－８２３４国民健康保険課（市役所本館１階）

０４２－７８３－８１０３城山まちづくりセンター（城山総合事務所１階）

０４２－７８０－１４００津久井まちづくりセンター（津久井総合事務所１階）

０４２－６８４－３２１４相模湖まちづくりセンター（相模湖総合事務所２階）

０４２－６８７－５５１４藤野まちづくりセンター（藤野総合事務所１階）

お問い合わせ　国民健康保険課　1０４２－７６９－８２３４

休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休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納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口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ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用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休日納税相談窓口のご利用を
　平日に国民健康保険税の納付相談や納税ができない人のため
に、休日納税相談窓口を開設します。また、電話相談もできます。
日　時　９月５日（日）午前９時～午後４時

募集期間
９月１日～３０日

〈市との関連を装う電話に注意〉

　手続き代行・墓石工事など、
市の指定業者はありません。
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市民福祉の集い
～心のふれあう福祉の輪づくり～

第１部　表彰式　社会福祉功労者
　　　　　　　　福祉ポスター・作文入賞者
第２部　福祉のまちづくり講演会
　テーマ　魅力ある高齢化社会
　　　　　～明るく活力のある老後～
　講　師　石井苗子さん（女優）
日　時　９月２６日（日）午後１時～４時
会　場　市民会館
定　員　１，０００人（申込順）
申し込み　電話で８月１６日～９月１０日に地域福祉課（1０４２－７６９－９２２２）

へ

自殺対策シンポジウム
～働きざかりのいのちを守ろう～

　９月１０日の世界自殺予防デーに合わせて、中小企業の経営難による自殺
問題や、働く人のメンタルヘルスをテーマに、シンポジウムを行います。
弦楽四重奏の演奏もあります。
日　時　９月４日（土）午後１時３０分～４時
会　場　サン・エールさがみはら
講　師　佐藤久男さん（ＮＰＯ法人 蜘  蛛 の糸理事長）

く も

高野知樹さん（神田東クリニック院長）
川野健治さん（自殺予防総合対策センター  室長）

対　象　市内在住の人＝２００人（申込順）
申し込み　電話で８月１６日～９月３日に市中小企業勤労者福祉サービスセ

ンター（1０４２－７７５－５５０５）へ

　近年、新潟県中越沖地震、岩手・宮城内陸地震を
はじめとした地震災害が数多く起きています。
　地震災害はいつ、どこで起きるかわかりません。
防災訓練へ参加するなどして、災害が発生した場合
にまず自分の身を守るためにどう行動すべきか等を、
具体的にイメージしておきましょう。

　発災対応型訓練　８月２９日（日）
　大規模地震の発生を想定した訓練を実施します。

市民１分間行動訓練　午前９時
　大規模地震発生時に初めの１分間で、落ち着いて適切な行動を取るため
の訓練です。
　ひばり放送とエフエムさがみ（８３．９ＭＨｚ）、Ｊ：ＣＯＭで放送する「訓
練、地震放送」を合図に、①その場に合った身の安全の確保 ②出口（避難
路）の確保 ③火の始末 を家庭や職場などで実施してください。

中央会場訓練　午前１０時～正午
　会　場　淵野辺公園隣接地
　　　　（中央区弥栄３丁目）
　マグニチュード７．５の地震が発生した
ことを想定し、避難誘導・医療救護・
応急仮設住宅建設・ライフライン復旧
などの訓練を実施します。

地域会場訓練　午前９時～正午
　地区の連合自主防災隊主催の発災対応型訓練が、次の会場で実施されます。
　会　場　○緑　区＝中沢中学校
　　　　　○中央区＝清新小学校、小山小学校、清新中学校
　　　　　○南　区＝相陽中学校

　予知対応型訓練　８月２９日（日）
　東海地震の警戒宣言の発令を想定した訓練を実施します。

急傾斜地崩壊危険区域における事前避難対策訓練　
午前８時３０分から
　次の地区の急傾斜地崩壊危険区域において、区域周辺の住民を対象に実施
します。
　対　象　○緑区　久保沢地区、稲生地区、根小屋地区、与瀬横道地区、
　　　　　　　　　与瀬中野地区
　　　　　○南区　古淵地区、上鶴間地区

駅前混乱防止対策訓練・帰宅困難者対策訓練　
午前８時３０分から
　不特定多数の人が利用する駅で、駅前混乱防止のための訓練や、帰宅困難
者への情報提供訓練を実施します。
　会　場　相模大野駅とその周辺

　訓練警戒宣言発令
　９月１日（水）午前８時３０分
　ひばり放送からサイレンを鳴らし、東海地震を想定した「訓練、警戒宣言
の発令」をお知らせします。放送を合図に非常持ち出し品や家具の転倒防止
などの確認をしましょう。

長寿をお祝いします
敬老祝金　８月末から民生委員が直接お届け

します。
対　象　７７・８０・８８・９０・９５・９９歳、１００歳以上の人

敬老訪問　９月中旬に、満１００歳の人を訪問
し、長寿と健康をお祝いします。

※対象者には通知を発送しました。

お問い合わせ　高齢者福祉課　1０４２－７６９－９２３１

敬老会
　高齢者の健康と長寿をお祝いし感謝の気持ちを表すために、敬老会を行います。
※住んでいる地区により、対象や内容などが異なります。

求職者支援講座～強く生きる知恵～
　就職活動の心構えなどを学びます。
日　時　８月３１日（火）午後１時３０分～４時３０分
会　場　ソレイユさがみ
対　象　３４歳以下の求職者＝２０人（申込順）
申し込み　電話で８月３０日までに就職支援センターへ

お問い合わせ　就職支援センター　　　　　　　　　
　　　　　　　緑区橋本３－２５－１橋本ＭＮビル４階

1０４２－７００－１６１７　　

お問い合わせ対象・申し込みなど会　場日　時住んでいる地区

高齢者福祉課
1０４２－７６９－９２３１

７７歳と８０歳以上の人
※対象者は地区の民生委員
が案内します。

市民会館
９月１７日（金）・１８日（土）・１９日（日）
午前１０時１５分～午後０時５分、
午後２時１５分～４時５分

緑区（橋本・
大沢地区）・
中央区・南区

城山保健福祉課
1０４２－７８３－８１３５

７５歳以上の人
※対象者には８月中に招待
状を送付します。

津久井
中央
公民館

９月１８日（土）
午前１０時１５分～正午城山地区

津久井
保健福祉課
1０４２－７８０－１４０８

７５歳以上の人＝４００人（申込順）
申し込み　老人クラブ会員
の人は各クラブへ、それ
以外の人は電話で津久井
保健福祉課へ

９月２６日（日）
午後１時～５時津久井地区

相模湖
保健福祉課
1０４２－６８４－３２１５

６０歳以上の人
申し込み　８月２３日までに、
老人クラブ会員の人は各
クラブへ、それ以外の人
は電話で相模湖保健福祉
課へ

県立
相模湖
交流

センター

９月１７日（金）
午前１０時３０分～午後３時相模湖地区

藤野保健福祉課
1０４２－６８７－２１５９

地域ごとに老人クラブや自治会などが敬老会を行っています。 
（一部を除く）藤野地区

時　間日にち対　象
午前８時３０分
　～午後５時

月～土曜日
※祝日、１２月２９日～
１月３日は除く
※要予約（緊急相談
窓口は除く）

若年者（３４歳以下の人）、
母子家庭の母、女性

午前９時
　～午後５時

緊急相談窓口
失業状態や職を失う
おそれのある人

石井苗子さん

　就職支援センターが

就職を応援します
　就職支援センターでは、
市内在住の若年者（３４歳以
下の人）等の就職困難者を
対象に、市内企業の就職情
報の提供、カウンセリング
（就職活動の相談）、就職
支援セミナー、職業紹介な
どを行っています。

総合防災訓練
もしもの時に備えていますか？

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８

９月１日は防災の日
８月３０日～９月５日
は防災週間

医
療
救
護
訓
練
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視聴覚ライブラリーの催し
相模原なつかし映画館
日　時　９月１０日（金）午後２時～４時
上映作品
○映像でつづる昭和史　第４部「昭和３５年～ 
平成元年２月」
○昭和６０年度文化財記録映画「相模原の機織」
○読売国際ニュース（昭和３３年制作）
○上溝祭典ノ部

お楽しみ時代劇鑑賞会
日　時　９月１１日（土）午前１０時３０分～１１時１５分
上映作品　風間杜夫主演「銭形平次」第４話「結納の行方」

月例子ども映画会
日　時　９月１１日（土）午後２時～３時３０分
上映作品
○ちびまる子ちゃんの地震を考える　○人魚と海賊船
○忍たま乱太郎の消防隊　○ランボーのうそ　　

シネマサロン
日　時　９月１２日（日）・１４日（火）午後２時～３時４０分
上映作品　雲ながるる果てに（１９５３年／日本）白黒

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

お問い合わせ　視聴覚ライブラリー　1０４２－７５３－２４０１

会　場
市立図書館

（中央区鹿沼台）

忍
た
ま
乱
太
郎
の
消
防
隊

民俗芸能公開ＤＡＹ！
　市登録無形民俗文化財「上溝のぼうち 唄 」「大沼の土窯つき唄」の披露や、

うた

夏休みの自由研究に役立つ農作業体験コーナーを設けます。
日　時　８月２２日（日）午前１０時～１１時３０分
会　場　古民家園（相模川自然の村公園内）
定　員　１００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

相模原の機織

オンラインデータベース講習会  初級者向け検索講座
　オンラインデータベース「ヨミダス文書館」や「MAGAZINE PLUS」
で、インターネットの検索方法を学びます。
日　時　９月１５日（水）午後１時３０分～３時　　会　場　橋本図書館
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝１６人（申込順）
申し込み　直接か電話で９月５日までに同館（1０４２－７７０－６６００）へ

都市対抗野球大会で
「潤水都市 さがみはら」をＰＲ

じゅん すい と し

　シティセールス推進の一環として、本市の魅力をＰＲするほか、物産品
の販売などを行います。
日　時　９月１日（水）午前１０時～午後６時
会　場　東京ドーム２２番ゲート前特設テント

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

フォトシティさがみはら２０１０
親子写真教室
　携帯電話のカメラ機能を使って写真撮影しま
す。優秀作品には、賞品をプレゼントします。
日　時　９月２３日（祝）午前１０時～午後３時
会　場　鹿沼公園
対　象　小・中学生とその保護者＝１００人（申込順）
申し込み　電話で８月１６日～９月１０日に同実行委員会事務局へ

ギャラリーウオーキングスタンプラリー
　市内のギャラリーや大学、美術館などの写真展をめぐり、６個以上スタ
ンプを集めた人にはフォトスタンドをプレゼントします。
期　間　８月２０日（金）～１２月１１日（土）
※スタンプラリーの台紙は各公民館にあります。対象施設や展示会など、
詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ
フォトシティさがみはら実行委員会事務局（文化振興課内）

1０４２－７６９－８２０２

旧石器ハテナ館の催し
講演会  旧石器時代研究の幕開け「岩宿遺跡について」
　日本で旧石器時代に人々が生活していたことを初めて明らかにした、岩
宿遺跡についてお話します。
日　時　９月４日（土）午後２時～４時
講　師　小菅将夫さん（岩宿博物館館長）
定　員　１００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

バスツアー  「岩宿遺跡の見学と旧石器料理体験」
　岩宿遺跡を見学し、旧石器時代の石蒸し料理などを体験・試食します。
日　時　９月１１日（土）午前８時～午後５時
会　場　岩宿博物館（群馬県みどり市）　　定　員　４０人（抽選）
費　用　高校生以上の人４，８００円、小・中学生４，６５０円（昼食、入館料、体験料）
申し込み　往復はがき（１枚４人まで）に全員の住所・氏名・電話番号、

「岩宿遺跡の見学」と書いて８月２５日（必着）までに旧石器ハテナ
館（〒２５２－０２４５　中央区田名塩田３－２３－１１）へ

お問い合わせ　旧石器ハテナ館　1０４２－７７７－６３７１

大野もんじぇ祭り２０１０
勢ぞろい！相模大野の味自慢たち
　ジャズライブと相模大野の飲食店の
 美味 しい料理を楽しみませんか。
おい

日　時　８月２１日（土）午後３時～９時 
　　　　　　２２日（日）午後３時～８時 
会　場　相模大野中央公園
※当日雨天時のお問い合わせは、コールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－９２５５

たてしな自然の村バスツアー
　たてしな自然の村に宿泊し、千畳敷の散策や駒ケ岳ロープウェイに乗っ
て、秋の紅葉を楽しみます。
日にち　９月２８日（火）～２９日（水）〈１泊２日〉
集　合　午前７時４５分に相模原駅前
解　散　午後６時ごろに同駅前
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝４０人（抽選）
費　用　１万６，０００円（４食付き）
申し込み　往復はがきかファクスに、全員の住所・氏名（代表者に○）・年齢・

電話番号、「たてしな自然の村バスツアー」と書いて、９月６日（必着）
までに、たてしな自然の村（〒３８４－２３０９　長野県北佐久郡立科町芦
田八ヶ野赤沼平９９５　1０２６７－５５－６７７６　6０２６７－５５－７１８８）へ

旅行企画　信州リゾートサービス　　実施　相鉄観光

○Ｃ 東映（株）　
　教育映像部

毎月第４日曜日は
古民家園の日

政令指定都市移行記念  市民マレットゴルフ大会
日　時　９月１２日（日）午前８時３０分～午後１時〈荒天の場合９月１９日（日）〉
会　場　ふじのマレットゴルフ場
対　象　市内在住か在勤・在学の中学生以上の人＝１４４人（抽選）
費　用　５００円（用具を借りる場合は別途２００円）
申し込み　同ゴルフ場と生涯学習課藤野教育班にある申込書か往復はがき

に住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、用具借用の有無を書い
て、８月３１日（必着）までに同班（〒２５２－５１５２　緑区小渕２０００　1

　　　０４２－６８７－５５１６）へ

初心者向け講習会
日　時　８月２１日（土）・２８日（土）午後１時
会　場　ふじのマレットゴルフ場
費　用　１００円（用具を借りる場合は別途２００円）
※希望者は直接会場へ
※当日荒天時のお問い合わせは、同ゴルフ場（1 

０４２－６８７－５７００）へ

縄文体験教室  古の技・矢じりづくりにチャレンジ！
いにしえ

　黒曜石を使った矢じり作り、弓矢や火おこしを体験します。
日　時　８月２９日（日）午前１０時～正午
会　場　史跡勝坂遺跡公園
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）　　費　用　１００円
申し込み　電話で８月１６日から文化財保護課（1０４２－７６９－８３７１）へ
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みんなの  

　スポ・レク情報 
市体育協会からのお知らせ

普通救命講習
　市消防局職員から心肺 蘇  生 法やＡＥＤの取り扱い、

そ せい

止血法を学びます。
日　時　９月２５日（土）午前９時３０分～午後０時３０分
会　場　産業会館
対　象　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）、

生年月日、性別、電話番号、「普通救命講習」
と書いて、９月５日までに市体育協会へ

ラグビースクール
日にち　９月５日～平成２３年３月２０日の毎週日曜日
時　間　午前９時～正午
会　場　内郷グラウンド、又野グラウンドほか
対　象　３歳～中学生＝１００人（申込順）
費　用　１万２，０００円（未就学児６，０００円）
申し込み　はがきに住所、氏名、生年月日、学校名、

保護者名、電話番号、「ラグビースクール」と
書いて、８月３１日（必着）までに市体育協会へ

初級・中級水泳教室〈全１０回〉

会　場　さがみはらグリーンプール
対　象　１８歳以上の人
費　用　各６，０００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、希望コース（①か②）、「水
泳教室」と書いて、８月２３日（必着）までに
市体育協会へ

ターゲット・バードゴルフ教室
日　時　９月１２日（日）午前９時～午後３時
会　場　相模原麻溝公園暫定スポーツ広場
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人
定　員　１００人（申込順）　
費　用　３００円
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、

「ターゲット・バードゴルフ教室」と書いて、
９月１日（必着）までに市体育協会へ

中級テニス教室
日にち　９月２３日（祝）〈予備日９月２６日（日）〉
時　間　午前８時３０分～午後４時３０分
会　場　淵野辺公園
対　象　高校生以上でテニス歴３年以上の人
定　員　７０人（抽選）　
費　用　４，５００円
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、

年齢、電話番号、「中級テニス教室」と書い
て、８月２４日（必着）までに市体育協会へ

※市テニス協会ホームページからも申し込めます。

那須岳登山　秘湯の湯　三斗小屋温泉へ
日にち　９月２４日（金）～２６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　３万２，０００円
申し込み　往復はがき（１枚４人まで）に全員の住

所・氏名・生年月日・性別・電話番号、「那
須岳登山」と書いて、８月３０日（必着）まで
に市体育協会へ

フォーク・レクダンス講習会
日　時　８月２１日（土）午後１時３０分～３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

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/

定員
（抽選）時　間日にち

８０人
午前１０時
　～正午

①９月７日～１１月９日の毎週
火曜日

６０人
午後７時
　～９時

②９月１５日～１１月２４日の毎週
水曜日（１１月３日を除く）

 体験  ４泳法水泳〈全４回〉
　クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライの
基本練習や体験をします。
日にち　８月２５日（水）・３０日（月）、９月１日

（水）・６日（月）
時　間　午後７時３０分～８時３０分
対　象　１８歳以上で２５ｍ泳げる人
定　員　３０人（申込順）　　費　用　２，５００円

歩き方〈全２回〉
　正しいフォームを習得して姿勢の改善をめ
ざします。
日にち　８月２６日（木）・２７日（金）
時　間　午後２時３０分～３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）

さがみはらグリーンプールの教室

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

キッズスポーツ
　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　９月１日～１０月１３日の毎週水曜日

（９月８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　各３００円

シェイプアップ〈全１０回〉
　リズム体操、エアロビクスなどで脂肪の燃
焼をめざします。
日にち　９月１０日～１１月１２日の毎週金曜日
時　間　午後３時３０分～４時３０分
対　象　１８歳以上の人＝２０人（申込順）
費　用　５，０００円

運動不足解消
プログラム〈全１０回〉

　リズム体操、練功十八法（中国医療体操）、
ストレッチなどを行います。
日にち　９月１０日～１１月１２日の毎週金曜日
時　間　午後１時３０分～２時３０分
対　象　１８歳以上の人＝２０人（申込順）
費　用　５，０００円

相模原麻溝公園競技場の教室

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、教室
名を書いて、同競技場（1０４２－７７７－
６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール
asamizo-stadium@dream.jp）へ

水泳若返り運動教室〈全４回〉
　水圧を利用した運動を中心に体力、筋力ア
ップをめざします。
日にち　９月７日～２８日の毎週火曜日
時　間　午後２時～３時
会　場　市民健康文化センター
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の

人＝３０人（申込順）
費　用　２，０００円
申し込み　直接か電話で同センター（1０４２－

７４７－３７７６）へ

気功教室〈全８回〉
日にち　９月２８日～１１月１６日の毎週火曜日
時　間　午後１時３０分～３時３０分
会　場　総合体育館
対　象　１５歳以上の人（中学生を除く）
定　員　５０人（抽選）
費　用　１回３００円（６５歳以上の人は１５０円）
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、

氏名、年齢、電話番号、「気功教室」
と書いて、８月３１日（必着）までに同体
育館（〒２５２－０３２８　南区麻溝台２２８４－
１　1０４２－７４８－１７８１）へ

けやき体育館の催し

①音楽イベント「タイコで遊ぼう！」
日にち　９月１５日（水）
時　間　午前１０時～１１時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の障害児・者

＝５０人、ボランティア＝多数（申込順）

②体操Ⅰ〈全３回〉
日にち　９月５日・１９日、１０月３日の日曜日
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の知的障害児・

者＝３０人、ボランティア＝１０人（申込
順）

③体操Ⅱ〈全４回〉
日にち　９月２０日～１０月１１日の毎週月曜日
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の身体障害児・

者＝３０人、ボランティア＝１０人（申込
順）

◇　　　◇
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、９月
①８日②２日③１５日までに、同体育
館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９
－１２００）へ

バウンドテニス大会 　　　　

　ランクに応じたダブルスのチーム戦です。
日　時　９月２６日（日）午前９時～午後５時　　　
会　場　北総合体育館
対　象　市内在住か在勤・在学のバウンドテニス経験者＝１５０人（抽選）
費　用　５００円
申し込み　北総合体育館と総合体育館にある申込用紙を９月１０日（必着）までに北総合体育館 

（1０４２－７６３－７７１１）へ
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国民健康保険　医療機関の窓口で

支払う一部負担金の減免等

　次のいずれかの事由で、一部負
担金の支払いがどうしても困難な
人は相談してください。
○災害で家屋に著しい損害を受け
たとき○失業や事業の休廃止など
によって見込所得額が前年の所得
額の半分以下のとき○その他特別
な事由により生活が困難であると
認められるとき
問国民健康保険課

建物の耐震巡回相談

日時８月１８日（水）午後１時～４時
会橋本公民館
※希望者は直接会場へ。建物の図
面があれば持参してください。
問建築指導課

労働相談会

　解雇・賃金不払い・雇用契約な
どの労働相談
日８月２７日（金）
時午前１１時～午後６時
会小田急相模原駅北口自由通路
※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）

中小企業退職金共済制度へ

加入しましょう

　中小企業で働く人のための外部
積立型の国の退職金制度で、掛け
金は全額非課税です。
申電話で８月１６日から中小企業退
職金共済事業本部（1０３－３４３６－
０１５１）へ
市の補助金制度　新規加入の事業
主に１年間、従業員ごとに掛け金
の３０％（月額上限５，４００円）を補助
問産業・雇用政策課

日本政策金融公庫相模原出張所

（相模原商工会館内）の融資相談

対市内の中小企業
申電話で８月１６日から同公庫厚木
支店（1０４６－２２２－３４８７）へ

リサイクルフェア２０１０の

フリーマーケット出店者

日１０月１７日（日）〈雨天中止〉
時午前１０時～午後３時
会相模原麻溝公園
費１，０００円
対市内在住で１０月３日（日）の説
明会に参加できる人か団体＝６５人・
団体（抽選）
※業者の出店、飲食物・生き物・
電化製品・大型家具の販売不可
※１人１区画（３m×２m）
申往復はがきに住所、氏名（ふり
がな）、電話番号、販売品目、「フ
リーマーケット出店希望」と書い
て、８月３１日までに同フェア実行
委員会事務局（資源循環推進課内　
〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－
１５　1０４２－７６９－８２４５）へ

中学校完全給食開始に伴う

非常勤職員の登録者

　中央区の一部と南区の全中学校
で給食の 配  膳 作業・申し込み事務

はい ぜん

勤務　１０月末ごろから週２～３日、
午前８時３０分～午後５時のうち指
定する４時間
賃金　時給８４０円
※登録後、各学校の必要に応じて
連絡します。
申履歴書（写真 貼  付 ）を持って、

ちょう ふ

８月２４日（火）午後１時３０分～３
時３０分にけやき会館へ
問教育総務室（1０４２－７６９－８２８０）

麻溝まちづくりセンターの

非常勤職員

　窓口事務補助
勤務　１０月１日～平成２３年３月３１
日の月～金曜日で、午前８時３０分
～午後５時のうち指定する４時間
か４時間３０分、５時間３０分の交代
勤務（勤務のない月あり）
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＝１人
申履歴書（写真貼付）を持って、８
月２４日（火）午前９時３０分～１１時に
同センター（1０４２－７７８－１００６）へ
※受付時に簡単な面接あり

市医師会の一般事務職員

対平成１９年４月～２３年３月に４年
制大学を卒業したか卒業見込みで、
普通自動車運転免許がある人
定若干名
申履歴書（写真貼付）を直接（土・
日曜日を除く）か郵送で、９月６
日までに同会総務課（〒２５２－０２３６ 
中央区富士見６－１－１　1０４２－
７５５－３３１１）へ

麻溝地域包括支援センターの

常勤職員

　下溝・当麻地区の介護予防マネ
ジメントなど
勤務　月～金曜日で午前８時３０分
～午後６時
対主任介護支援専門員の資格があ
るか、介護支援専門員の資格と実
務経験がある人＝１人
申電話で８月１６日から相陽台ホー
ム（1０４２－７７７－３５０１）へ

ロビーコンサート

　ソプラノ、バイオリン、ピアノに
よる演奏。寺嶋陸也作曲「びっくり
たまご」（絵本レオ＝レオニ）ほか
日８月１９日（木）
時午後０時２０分～０時４５分
会市役所本館１階ロビー
※希望者は直接会場へ
問市民文化財団（1０４２－７４９－
２２０５）

ハワイアンフェスティバル

　ハワイアンバンドの演奏、フラ
ダンスなど
日時８月２９日（日）午後１時～４時
会市民健康文化センター
問同センター（1０４２－７４７－３７７６）

昼間の星見ちゃおう！

ガイドツアー

　天体観測室を公開し４０㎝大型望
遠鏡などの機材を紹介。晴天時は
昼間の星を観望
日８月２２日（日）
時午前１０時・１１時、午後１時・２
時・３時
会市立博物館　定各２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同館（1０４２－７５０－８０３０）

博物館クイズラリー

　館内をめぐって答えを探し、記
念品をもらおう。
日８月２２日（日）
時午前１０時～午後４時３０分
問市立博物館（1０４２－７５０－８０３０）

県立相模原公園の催し

園芸教室「球根植物ってなんだろ
う」
　スイセン・チューリップ・アネ
モネ・ユリの取り扱いなど
日８月２９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
①「宮本準司」木葉工芸展
日８月１７日（火）～２９日（日）
②「押花工房ロベリア」押し花展
日８月１７日（火）～２９日（日）
③「智の会」はがき絵展
日８月３１日（火）～９月１２日（日）
各体験教室

定②各５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
「フォトサークルどんぐり」相模
原公園の風景写真展
日８月３１日（火）～９月１２日（日）

◇　　　◇
時午前９時３０分～午後４時
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

下水道ふれあいまつり

　下水処理場の見学、模擬店、ゲ
ームなど
日９月１１日（土）
時午前１０時～午後３時
会柳島しおさい広場（茅ヶ崎市）
※希望者は直接会場へ
問県下水道公社企画課（1０４６３－
５５－７４３８）

宝くじまちの音楽会

「南こうせつ with ウー・ファン 

心のうたコンサート」

日時１１月１３日（土）午後５時３０分
会グリーンホール相模大野
費前売券２，０００円、当日券２，５００円
※２歳以下で座席を利用しない子
どもは無料
申直接か電話で８月２５日から、チ
ケットＭｏｖｅ（1０４２－７４２－
９９９９）へ
問市民文化財団（1０４２－７４９－
２２０５）

みずきフェスタ

　水道施設（相模大ぜき）・ビオ
トープなど見学、野鳥観察、相模
川の魚展示ほか
日８月２８日（土）
時午前１０時～午後３時３０分
会県内広域水道企業団社家取水管
理事務所（海老名市社家４５８７）
※希望者は直接会場へ
※小学生以下は保護者同伴
問同企業団（1０４５－３６３－６４３５）

相模川ふれあい科学館の催し

水族館の人気もの水槽
　イヌザメなどサメの仲間たちを
展示
日９月１２日（日）まで
時午前９時３０分～午後４時３０分
（８月は午後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
※８月は休まず開館。裏側探検隊
も毎日実施
問同館（1０４２－７６２－２１１０）

ソレイユさがみの催し

であいのサロン
　おしゃべりの中から自分らしい
生き方をみつける場
日時９月１３日（月）午前１０時～正午
定３０人（申込順）
女性のための初級パソコン教室「ワ
ード・エクセルコース」〈全２回〉
日９月１９日（日）・２３日（祝）
時午前９時３０分～午後３時３０分
定２０人（申込順）
費４，０００円（テキスト代含む）
子育ておしゃべりサロン
　自分らしい子育てをみつける場
日９月２０日（祝）
時午前１０時３０分～１１時３０分
対１歳未満の初めての子とその保
護者＝７組（申込順）

◇　　　◇
申直接か電話、ファクスに氏名、
電話番号、催し名を書いて、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）

トークサロン

「胡椒のまるのみ」

　世界の 胡  椒 の産地で活躍する農
こ しょう

業指導者のお話
日時８月２１日（土）午後２時～４時
会さがみはら市民活動サポートセ
ンター
定２０人（申込順）
費２００円（大学生以下は無料）
申電話で８月２１日までにさがみは
ら市民会議の椎野さん（1０９０－
７７０９－８２４３）へ

絵手紙体験講座

日時９月９日（木）午前１０時～正午
会さがみはらグリーンプール
対１８歳以上の人＝２０人（申込順）
費１，０００円
申直接か電話で、同プール（1０４２－
７５８－３１５１）へ

募　　集 
イベント 

講演・講座 

お知らせ 

時間日にち
展示と同じ８月２２日（日）①
午前１０時

８月２９日（日）②
午後１時
展示と同じ９月１２日（日）③
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● 毎月１５日発行 ● 

２０１０年 平成２２年 

No.０００５ 発行／相模原市　　編集／中央区役所総務課 

1０４２－７６９－９８０２ 

人　口 人 ２６５,６１５ 

１１１,６１６ 世帯数 世帯 

区の人口・世帯 

男 １３５,５９８/ 女 １３０,０１７ 

（３１増） 

（５２減） 

平成２２年７月１日現在（　）は前月との増減 

キリトリ 

さがみはら・ふれあいハートポイント事業
登録説明会

　１０月から開始する介護支援ボランティア事業の
登録者を募集します。

　雨水の流出抑制と地下水保全のため、

宅地内への雨水浸透ます設置費用の一部

を助成しています。

　雨どいなどから、汚水ますに接続する

と汚水処理施設に支障をきたします。接

続している人は、早急に切り離してくだ

さい。

※設置前に申請が必要です。助成金額な

ど、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ
下水道管理課　1０４２－７６９－８２６８

会　場日にち
市立図書館（中央区鹿沼台）８月３１日（火）

田名公民館９月６日（月）
上溝公民館　　１０日（金）
中央公民館　　２４日（金）

時　間　午後２時３０分～３時３０分
対　象　市内在住の６５歳以上の人
※希望者は直接会場へ
※事業の内容など詳しくは、本紙１㌻をご覧くだ
さい。

お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９

　
　
　

避
難の

ときの服
装

長そで 

何も持たない 

長ズボン 

身元カード 

手袋 

ヘルメットか 
防災ずきん 

かかとの低い 
丈夫な靴 田名 

まちづくり 
センター 

田名小学校 

上溝南 
小学校 

光が丘小学校 

陽光台小学校 

横山小学校 

上溝まちづくり 
センター 

上溝中学校 

緑が丘中学校 

由野台中学校 

共和小学校 

緑が丘中学校 

青葉小学校 
並木 
小学校 

弥栄中学校 
弥栄小学校 

由野台中学校 

清新小学校 

清新中学校 

向陽小学校 

小山小学校 

大野北 
中学校 

大野北小学校 

淵野辺東小学校 淵野辺東小学校 

淵野辺小学校 

共和中学校 

市役所・中央区役所 

大野北まちづくり 
センター 

中央 
中学校 

富士見小学校 

中央 
小学校 

星が丘小学校 

新宿小学校 

上溝南中学校 

田名北 
小学校 

田名中学校 

共和小学校 

N 

番田 

上
溝
 

JR横浜線 淵野辺 矢部 

相模原 

南
橋
本
 

J
R
相
模
線
 県立相模田名 

高等学校 

県立上溝南 
高等学校 

横山公園・ 
上溝中学校 

キャタピラージャパン 
作の口グラウンド一帯 

在日米陸軍 
相模総合補給廠（野積場） 

しょう 

小山中学校・ 
小山公園一帯 

淵野辺公園 
一帯 

青山学院・ 
カルピス・ 
国学院大学 

鹿沼公園・ 
オンワード樫山 
グラウンド 

鹿沼公園・ 
オンワード樫山 
グラウンド 

広域避難場所 

避難所 

凡　例 

８月１9日は、バイクの日
安全運転の励行と 

ヘルメットなどの正しい着用を！

災害で避難をしなければならない

ときは、大変危険が迫っているとき

です。こんなときは、パニックに陥

らないことが最も大切です。

日ごろから、わが家の避難場所や

避難所を確認して、どのような準備

と行動が必要か考えておきましょう。

キリトリ キリトリ 目につくところに貼って活用してください。 
は 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざとととととととととととととととととととととといいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいううううううううううううううううううううううととととととととととととととととととととととききききききききききききききききききききききののののののののののののののののののののののたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたためめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめにににににににににににににににににににににに…………………………………………………………

何より大切な正しい情報

ひばり放送
災害発生時など、市内一斉に同一の情報
を放送します。

※雷雨などで、ひばり放送が聞き取れな
かったときは、電話で放送内容が確認
できます。

ひばり放送テレホンサービス
1０１８０－９９４－８３９

エフエムさがみ　ＦＭ８３．９MHz
災害時には、緊急放送に切り替わります。

中央区避難所マップ 中央区避難所マップ 

避難するときは…

家が被災した場合

� 避難所
災害等によって、被災した市
民を受け入れるための場所で、
小学校や中学校等です。

市職員・
自主防災
組織等が
避難誘導
します。

市職員・
自主防災
組織等が
避難誘導
します。

火災の発生や自宅の倒壊など
の場合

一時避難場所
一時的に避難す
る場所で、近く
の空き地・公園
等です。
※家族で場所を確認しておきましょ
う。

火災が延焼拡大する恐れが
ある場合

■ 広域避難場所
小・中学校、高校、
大学等の広い場所で
す。

火災が延焼拡大する恐れのない場合で、
家が倒壊して自宅で生活できないとき

中央区区民会議開催のお知らせ
日にち　９月１４日（火）
時　間　午後２時
会　場　産業会館
議　題　「区ビジョン」策定についてなど
傍聴席数　１０人（抽選）
※傍聴希望者は午後１時４５分までに直接会場へ

お問い合わせ
中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

site
楕円

site
楕円

site
楕円

site
タイプライターテキスト
上溝小学校

site
タイプライターテキスト
作の口小学校

site
タイプライターテキスト

site
タイプライターテキスト
夢の丘小学校

site
タイプライターテキスト
九沢小学校

site
楕円




