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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

　８月２１日、第９２回全国高等学校野球選手権大会
の決勝が阪神甲子園球場で行われ、猛暑の中、球
児たちが熱戦を繰り広げました。 
　決勝には加山市長（左の写真）も応援に駆けつ
け、選手たちに声援を送りました。惜しくも興南
高校（沖縄県）に敗れましたが、監督をはじめ選
手の皆さんは、チーム一丸となって最後まで全力
を尽くして戦い抜き、多くの市民に夢と感動、そ
して勇気を与えてくれました。 

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５ 

３３年ぶりに出場の夏の甲子園で準優勝 
東海大学付属相模高校 

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

　　 5

　　 2
　　 3

家庭や職場で役立つ応急手当て 

災害から身を守るために 

あなたの「生きる」を応援したい 

　　 12 相模原よさこい RANBU！ 

6

障害者の皆さんの働きたいを応援 障害者の皆さんの働きたいを応援 障害者の皆さんの働きたいを応援 

8月1日現在（　）は前月との増減 

人 口  713,875　（147減） 
男  360,447/女  353,428

世 帯  300,994　（37増） 

市の人口・世帯 
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　１分経過するごとに、救命率が約１０％低下するといわれる突然の心停止。そのよう

な人の命を救うには、救急隊員の到着前に、その場に居合わせた人が一刻も早く自動

体外式除細動器（ＡＥＤ）等による救命措置を行うことが有効です。

　市は、300か所の公共施設にＡＥＤを設置していますが、より一層の救命率向上

をめざし、８月から民間施設を対象とするＡＥＤ使用可能施設登録制度を開始しま

した。１１９番通報者に提供する、ＡＥＤの貸し出しなどができる施設の情報をより充

実させ、救命活動の支援体制を強化します。

お問い合わせ　警防・救急課　1０４２－７５１－９１４２

家庭や職場で役立つ応急手当てや、普通救命講習会については２㌻をご覧ください。

対　象　次のすべてに該当する民間施設
●ＡＥＤを備えている
●救命講習かＡＥＤ取り扱い訓練を受講し
た人が在住か在勤している

●付近で応急手当てが必要な傷病者が出た
場合に、ＡＥＤの貸し出しを含む従業員等
による応急手当てが実施できる

※登録した民間施設の名称や所在地等を本紙
や市ホームページなどで公表します。

ＡＥＤ使用可能施設登録制度を開始

より多くの命を救うために より多くの命を救うために 

登録施設が行うこと
●ＡＥＤの貸し出し
●応急手当て等の実施

より迅速に
救命活動を実施できる
体制を強化

より一層の
救命率向上へ

①　まず１１９番通報する

②　心肺 蘇  生 法等を行う
そ せい

③　登録施設などのＡＥＤ
で救命活動を行う

１１９番通報者に、付近でＡＥＤの貸し出しや応急
手当てに協力できる施設の情報を提供

登録施設の目印は
こちらです

もし、あなたが心停止状態になった人を助けることになったら…

救える命を救うためにぜひ、登録してください

救命活動を支援するＡＥＤ使用可能施設登録制度

助成内容　応急手当てのために貸し出され、
使用されたＡＥＤの電極パッド交換費用

登録方法　各消防署にある登録申請書（市ホ 
ームページの 暮らしの安全 → 急病 
→  自動体外式除細動器（ＡＥＤ）使用
可能施設登録制度について  からダウ
ンロード可）を、各消防署へ
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　私たちは、いつ、どこで、けがをするかわか

りません。そんなときに、応急手当てをするこ

とで、病院に行くまでにけがの悪化を防ぐこと

ができます。けがをする可能性が高い災害時な

どのために備えておきましょう。

お問い合わせ 警防・救急課 1０４２－７５１－９１４２

災害時など、いざというとき慌てないために

家庭や職場で役立つ応急手当て

直接圧迫止血法
①出血部位を確認
②止血部位を圧迫
●きれいなガーゼやハンカチ、タオルなどを重ねて傷口に当て、そ
の上から手で圧迫します。
●大きな血管からの出血の場合で片手で圧迫しても止まらないとき
は、両手で体重を乗せながら圧迫止血をします。

出血時の止血法
　一般に成人の血液量は約５�で、その血液の２０％が急速に失われ
ると出血性ショックという重篤な状態になり、３０％を失えば生命に
危険を及ぼすといわれています。出血量が多いほど迅速に応急手当
て（止血法）を行う必要があります。

骨折の応急手当て
①骨折部位を確認
●痛い部位を聞きます。
●可能であれば、痛い部位に変形や出血がないかを確認します。

②固定（添え木など）
●固定するときは、傷病者に知らせてから手当てし、顔色や表情
を見ながら固定します。
●協力者がいれば、骨折している部位を支えてもらいます。 雑誌を使用した前腕部の固定

ビニール等を使用した直接圧迫止血法

ダンボール等を使用した下肢の固定

圧迫する 

骨 
出血 
部位 

ガーゼの束 

３ １ ２ ４ 

※数字は固定順番の目安 

注意点
●血液に直接手を触れないように、できるだけビニール手袋やビニール袋を使用します。
●手足を細いひもや針金で縛ることは、神経や筋肉を損傷するおそれがあるのでやめましょう。
●ガーゼなどが血液で濡れてくるのは、出血部位と圧迫部位がずれているか、圧迫する力が足り
ない可能性がありますので、再度確認が必要です。

注意点
●添え木は、骨折部の上下の関節が固定できる長さで、しっかりしたものを使用します。
●変形している場合は、無理に元の形に戻してはいけません。

直接圧迫止血法

傷口に包帯を巻く場合
●強く巻くと血行障害を起こし、緩すぎると包帯
がずれるので注意して巻きます。

●結び目は、傷口の上を避けるようにします。

情報公開・個人情報保護制度
　市は、情報公開や個人情報の取扱手続を定め、運用
状況を公表しています。

○公文書の公開
　市が保有する公文書（電磁的記録も含む）
の閲覧や写しの交付を受けることができま
す。ただし、個人情報などは非公開になる
場合があります。

○個人情報の開示等
　市が保有する自己の情報について、開示・
訂正・利用停止を請求できます。

○公文書の公開・個人情報の開示等の請求
　請求は、直接各行政資料コーナーへ
※個人情報の開示等の請求は、身分証明書が必要です。

○審議会などの公開
　審議会などを原則公開しています。開催日程などは、市ホームページ、市
役所と各区役所の掲示場、各行政資料コーナーなどでお知らせしています。
※傍聴については、審議会などの各担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ　情報公開課　1０４２－７６９－８３３１

平成２１年度の運用状況
実績区　分

２６０請求人数公文書の
公開請求 ３，３７２件数

３０個人情報の開示請求等

２２４公開審議会な
どの公開
状況 ３６傍聴

より開かれた
市政をめざして

　　　　　橋本と相模原を結ぶ新たな立体交差

　　　　「橋本小山ふれあい立体」が開通
橋本地区と相模原地区を結ぶ
　ＪＲ相模線の線路下をくぐり、両
地区を結ぶ都市計画道路大山氷川線
が、開通します。
名称は地域の皆さんの意見を反映
　「橋本小山ふれあい立体」の名称
は、広く親しみを持ってもらえるよ
う地域住民からの公募により決定し
ました。
安全面に配慮した設備
○大雨など、道路の冠水時に、走行
注意や通行止めを自動で表示する
案内標識を設置します。
○障害者も通行できるように、東西にエレベーターを設置します。

　市では踏切事故防止と交通渋滞解消のため、これからも立体交差の整備
を進めていきます。

お問い合わせ　幹線道路整備課　1０４２－７６９－８３７４

橋本五差路 橋本五差路 

橋本駅 橋本駅 

相原高校 相原高校 

ＪＲ横浜線 

国道16号 

相
模
原
地
区 

橋
本
地
区 

Ｊ
Ｒ
相
模
線 

Ｊ
Ｒ
相
模
線 

至
相
模
原 

橋本小山 
ふれあい立体 

大山 

南橋本 
一丁目 

大山 

南橋本 
一丁目 

小山一丁目 小山一丁目 

日金踏切の廃止　９月１２日早
にっ きん

朝に廃止されます。

普通救命講習会
　心肺 蘇  生 法やＡＥＤの使い方などを学びましょう。

そ せい

時　間　午前９時～正午
費　用　１，０００円（教材費）
申し込み　電話で市防災協会（1０４２－７５３－９９７１）へ

定員（申込順）会　場日にち

各５０人
南消防署９月９日（木）

消防指令センター　　１９日（日）

４０人北消防署
　　２９日（水）

３０人津久井消防署

AED

sgamihara ・・・・ 
・・・・ 

来て！見て！学ぼう！　救急フェア
○心肺蘇生法の体験
○消防車両の展示と解説
○消防車・救急車のペーパークラフト作成
○子ども用防火衣・レンジャー服の着用
○写真付きキーホルダーの配布　など

日にち　９月１１日（土）
時　間　午前１１時～午後２時
会　場　相模大野中央公園
※希望者は直接会場へ

子ども用レンジャー服の着用コーナー

９月１１日
正午
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９月１日は防災の日・９月５日まで防災週間

災害から身を守るために
　地震や、台風・集中豪雨による風水害・土砂
災害など、被災時には日ごろの備えがあなた
や家族、そして大切な暮らしの場を守ります。
　この機会に、家族で避難場所や連絡方法に
ついて話し合うなど、もしものときに備えて
おきましょう。

地震編
　地震は時間と場所を選ばず突然発生します。
　非常持ち出し品などの準備や避難場所の確認、実際に発生した場合の行動
確認や安否確認方法など、事前に備えることが大切です。

風水害編
　台風や局地的豪雨（ゲリラ豪雨）による風水害や土砂災害、その危険性な
どについて、頻繁にメディア等で報道されています。
　風水害や土砂災害は突発的に発生します。被害が心配されるときは、雨量
や河川の水位など、テレビやインターネットで最新の正確な防災情報を入手
しましょう。また、次のような兆候が見られたら、早めに避難しましょう。

がけ崩れ
●斜面から水が湧き出る
●地下水や湧き水が止まる
●斜面に割れ目ができる
●小石がパラパラ落ちてくる

土石流
●山鳴りがする
●雨が降り続いているのにもかかわらず
川の水が減り始める

●川の流れが濁り、流木が混ざり始める
●腐った水のにおいがする

地すべり
●地面にひび割れができる
●池や沼の水かさが急に変わる
●地面の一部が陥没したり隆起したりする
●地下水や湧き水が止まる

避難のポイント
■危険が迫る前に避難しましょう。
■必ず靴を履きましょう（サンダル・長靴・はだしは危険です）。
■両手が使えるよう、持ち物はリュックサックなどに入れましょう。
■水の中を歩くときは、長い棒等で確認しながら進むなど、足元に注意
が必要です。

■歩行可能な水深は５０㎝ですが、水の流れが速い時は２０㎝でも危険です。
強風・水の深さや流れなど悪条件の時には無理に避難所へ行くよりも、
２階などの高所にとどまるほうが安全な場合があります。

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８

　　お問い合わせ　建築指導課　1０４２－７６９－８２５２
　　　　　　　　　固定資産税・都市計画税について　資産税課　1０４２－７６９－８２２４

我が家の耐震性は大丈夫？

木造住宅・マンションの耐震化を支援

　大切な命と財産を守るため、この機会に自宅の耐震補強をしませんか。
　市では、旧耐震基準（昭和５６年５月３１日以前）で建築された木造住宅と
分譲マンションの耐震化に向け、さまざまな制度を設けて支援しています。
　木造住宅耐震改修工事補助金は、緊急経済対策による増額が今年度まで
ですので、ぜひ利用してください。

　このほか木造住宅の耐震巡回相談や耐震改修と合わせて行う防火構造改
修に対する補助もあります。対象など詳しくはお問い合わせください。
※次回の耐震巡回相談については、本紙１０㌻をご覧ください。

旧耐震基準木造住宅の耐震化への支援

無料（要予約・要図面）窓口簡易耐震診断
費用の５分の４以内、上限８万円耐震診断補助
費用の２分の１以内、上限３万円耐震改修計画補助
費用の２分の１以内、上限８０万円耐震改修工事補助
最大２０万円を改修工事補助に加算高齢者世帯等割増

旧耐震基準分譲マンションの耐震化への支援
無料（要予約・申込順）設計図・構造図等の設計図
書が必要です耐震巡回相談

費用の２分の１以内、上限１住戸につき３万円耐震診断補助
費用の３分の２以内、上限１住戸につき５万円耐震改修計画補助
詳しくはお問い合わせください耐震改修工事補助

耐震改修促進税制
　耐震改修工事をした人に、所得税の控除、固定資産税・都市計画税の減免
制度があります。

耐震改修工事費用の１０％、上限２０万円所得税の控除
居住床面積１２０㎡まで家屋分を全額減免（３年間）
※平成２３年３月３１日までに工事完了した木造住宅のみ

固定資産税・
都市計画税の減免

　これらの制度の利用には条件があります。また、手続きが必
要ですので、事前にお問い合わせください。
２２年度補助制度申込受付期間　１２月２８日（火）まで
※補助予定金額が終了した時点で締め切ります。

０～１分 

３分 

５分 

１～２分 

５～１０分 

１０分～ 
数時間 

～３日 
くらい 

地震発生 

■子どもを迎えに行く 
■出火防止のため、ガスの元栓を閉め、電気の 
　ブレーカーを切る 

■消火・救出活動を行う 
■引き続きラジオなどで正しい情報を確認する 
■引き続き家屋倒壊などのおそれがあれば避難する 

■壊れた家には入らない 
■家屋倒壊のおそれがある時は避難所で生活する 
■生活必需品は備蓄で賄う 
■災害情報・被害情報を収集する 
■引き続き余震に注意する 

■火元を確認し、出火していたら初期消火する 
■家族の安全確認をする 
■非常持ち出し品を携帯する 
■靴を履く 

■隣近所の安否を確認する 
■余震に注意する 

■ラジオなどで正しい情報を確認する 
■家屋倒壊などのおそれがあれば避難する 

■落ち着いて自分の身を守る 
■逃げ道を確保する 
■揺れがおさまってから火の始末をする 

国や市をかたる悪質業者にご注意を
　国や市では、建物の耐震診断や耐震改修について、電話や訪問による
個別の勧誘はしていません。不審に思ったときは、お問い合わせください。

日ごろからできること
○避難場所などを確認しておき 
ましょう。
○非常持ち出し品の準備をしましょう。
○非常時の通信方法を覚えましょう。
○消火器の使用方法を覚えておきま
しょう。
○家具の転倒や落下の防止対策をと
りましょう。
○最低３日分の水・食料などを備蓄
しておきましょう。
○家族が離れ離れになった時の連絡
方法を確認しておきましょう。

防災メールに登録を！
最新情報が入手できます
配信内容
●気象情報・注意報　●雨量情報　●河川水位情報
●地震情報　●避難勧告等重要なお知らせ
　など必要な防災情報を選択し、入手できます。
登録は
○パソコン 
市ホームページの メールマガジン から

○携帯電話
　携帯端末用市ホームページの メル
マガ登録 から。右の二次元コード
からのアクセスが便利です。

自然 
災害 

大規模な 
事件・事故 

「安全で安心して暮らせる社会」 
「災害に強いまちづくり」 

世界的 
発生の 
感染症 危機管理室 

危機管理室
　市では、災害時などに迅速な対応ができる
よう、「危機管理監」の下に「危機管理室」を
設置し、市民の生命・財産への被害に直結す
る事態に備えて取り組みを進めています。
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相模原ごみ ＤＥ  ７  １ 大作戦
で な い

地域講座 ごみと資源の出し方を知ろう
　「お刺身のトレイ、表面は板目模様だけど裏は白いか
ら白色トレイでいいの？」「雨が降っている日、新聞紙
は出していいの？」といった、ごみの出し方の疑問を解
決します。都合の良い回に参加してください。

※希望者は直接会場へ。★印の日には、牛乳パックを利用した「紙すきは
がきづくり」の実演あり

お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８２４５

１０月１日
国勢調査を実施します

　国勢調査は、平成２２年１０月１日現在、日本に住んで
いるすべての人・世帯を対象に行います。調査結果は、
高齢者の介護・医療、若者の雇用対策、児童福祉、地
域の活性化など、私たちの暮らしのさまざまな分野
で役立てられます。
　調査票は、９月下旬から調査員が各世帯を訪問して
配布します。皆さんのご理解とご協力をお願いしま
す。
※詳しくは、本紙９月１５日号でお知らせします。

お問い合わせ　情報政策課　1０４２－７６９－８３３０

新しい国民健康保険被保険者証を送付
　１０月１日から使用する同証を、９月１５日に世帯主あてに簡易書留（転
送不要扱い）で発送します。配達には数日から１週間程度かかりますが、
保険証配達時に不在の場合は、不在通知がポストに入りますので、郵便
局と連絡を取り、必ず受領してください。
※新しい保険証の有効期限など、詳しくは同証に同封するお知らせをご
覧ください。

お問い合わせ　国民健康保険課　1０４２－７６９－８２９６

定　員
（先着順）時　間日にち会　場

各１２０人

午後７時３０分～９時９月３日（金）

大沼公民館 午前１０時～１１時３０分、
午後２時～３時３０分

４日（土）

５日（日）

各９０人

午後７時３０分～９時１０日（金）

橋本公民館 午前１０時～１１時３０分、
午後２時～３時３０分

１１日（土）

１２日（日）

各８０人

午後７時３０分～９時１７日（金）

大野南公民館 午前１０時～１１時３０分、
午後１時１５分～２時３０分

★１８日（土）

★１９日（日）

各２００人
午後７時３０分～９時２４日（金）

上溝公民館
午前１０時～１１時３０分２６日（日）

幼児養育費を支給します
対　象　平成１６年４月２日～１９年４月１日生まれの幼児の保護者・養育者

で、２２年６月１日現在、市内に住民登録か外国人登録をしている人
※２２年４月１日現在、市内認可保育園か市立児童保育園、市立幼稚園に在
籍の幼児と、６月１日在園者として、私立幼稚園就園奨励補助金を受ける
幼児は除く

支給日　１１月末
支給額　幼児１人＝年額１万２，０００円
申し込み　郵送で申請兼請求書（対象者には９月中旬に郵送）を９月３０日

（必着）までに、こども青少年課へ。または、直接、こども青少年
課、各こども家庭相談課・保健福祉課・まちづくりセンター・出張所へ

お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－８２３２

　社会保険労務士相談の
　　　　　　会場が増えました

　９月から緑区役所・南区役所市民相談室でも、社会保険労務士による無
料相談を実施します。年金、健康保険、賃金、解雇などの悩みについて、
気軽に相談してください。

※このほか、弁護士や税理士、司法書士などによる相談も行っています。
　相談日など、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ相談日会　場
1０４２－７７５－１７７３毎月第２金曜日緑区役所市民相談室

1０４２－７６９－８２３０毎月第１水曜日（祝日を除く）中央区役所市民相談室

1０４２－７４９－２１７１毎月第３水曜日（祝日を除く）南区役所市民相談室

相談時間　午後１時３０分～４時　※希望者は直接会場へ

相談無料

防犯活動物品の購入を支援
　地域の自主的な防犯活動に必要な物品の購入経費を補助します。
対　象　市民が自主的に運営し、毎月定例的に活動する５人以上の団体（申

込順）
対象物品　帽子、ベスト、ブルゾン、腕章、合図灯、防犯

ブザー、懐中電灯など
補助額　物品購入額の２分の１（限度額＝５万円）
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ　生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

地域福祉計画推進会議の委員を募集
　平成２２年３月に策定した「第２期相模原市地域福祉計画」の実施状況の把
握と検証、評価などを行います。
任　期　委嘱日～２４年３月３１日（会議は年２回程度）
対　象　市内在住の２０歳以上の人（本市の職員、議員、他の審議会などの
　　　　委員を除く）＝１人（選考）
申し込み　地域福祉課、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９月３０日（必着）
までに地域福祉課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－
７６９－９２２２　6０４２－７５９－４３９５　Ｅメール chiikifukushi-２@city.sa

　　　gamihara.kanagawa.jp）へ

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　９月９日（木）、１６日（木）
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。

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

市有地を売却します
　市有地で利用計画のない物件を売却します。

売却方法　一般競争入札（最低売却価格以上の最高価格で落札した人に売却）
参加資格　○公有財産事務に従事する職員や入札参加を制限した地方自治

法施行令第１６７条の４に該当しない人
○暴力団・暴力団員でない人
○暴力団事務所・風俗営業等の用に供しない人
○市税を滞納していない人

※詳しくは、管財課で配布する案内をご覧ください。
申し込み　管財課にある申込書を９月１０日～３０日に同課（1０４２－７６９－８２１８）へ

緑区区民会議を開催
日　時　９月１４日（火）午後７時
会　場　ソレイユさがみ　　傍聴席数　２０席
※傍聴希望者は午後６時４０分～５５分にシティ・プラザはしもと内６階
　会議室１へ
※傍聴希望者が傍聴席数を超えた場合は、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

○C WebCreators Fairytale

相談・お問い合わせ会　場
1０４２－７６９－８３００納税課※（市役所第２別館２階）
1０４２－７７５－８８０８緑市税事務所（シティ・プラザはしもと内５階）
1０４２－７４９－２１６３南市税事務所（市南区合同庁舎３階）

最低売却価格用途地域地目面積所在地

６５８万５，６４０円
無指定
建ぺい率５０％
容積率１００％

雑種地

７００.６０㎡緑区青野原字中
原２０７０－１

１０６万１，１５１円
第一種中高層住居専用地域
建ぺい率６０％
容積率１５０％

２１.９７㎡緑区二本松２丁
目１５８２－１３



���22 (2010) .9.1No.1200

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。

お問い合わせ　精神保健福祉センター　1０４２－７６９－９８１８

自自自自自自自自自自自自自自自殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺ののののののののののののののの不不不不不不不不不不不不不不不安安安安安安安安安安安安安安安ををををををををををををををを感感感感感感感感感感感感感感感じじじじじじじじじじじじじじじたたたたたたたたたたたたたたたららららららららららららららら
　悩みを聴かせてください。一緒に考えましょう。

“いきる”ホットライン（自殺予防専門電話相談）
1０４２－７６９－９８００

毎週日曜日　午後５時～１０時（１２月２９日～１月３日を除く）

相模原市の自殺の状況　

１自殺者の多くは男性、そして働き盛りの年齢層
　男性１１０人、女性４４人と男性が多く、年代別では４０歳代～６０
歳代が多くなっています。

２自殺の原因・動機のトップは健康問題
　健康問題が全体の約２５％で
最も多く、経済・生活問題、
家庭問題が続いています。

東京自殺防止センター　1０３－５２８６－９０９０
〈午後８時（毎週火曜日は午後５時）～午前６時〉

横浜いのちの電話　　　1０４５－３３５－４３４３〈２４時間〉
川崎いのちの電話　　　1０４４－７３３－４３４３〈２４時間〉

夜間・休日も電話相談できます年中無休

精精精精精精精精精精精精精精精神神神神神神神神神神神神神神神保保保保保保保保保保保保保保保健健健健健健健健健健健健健健健福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉ののののののののののののののの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
　身近な窓口で、心の病の治療・社会復帰・生活上の問題などの
相談に応じます。ひとりで悩まないで、こころの苦しみを話して
ください。

月～金曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を除く）

昼間の相談　午前８時３０分～午後５時

緑障害福祉相談課　　1０４２－７７５－８８１１
津久井保健福祉課　　1０４２－７８０－１４１２
中央障害福祉相談課　1０４２－７６９－９８０６
南障害福祉相談課　　1０４２－７０１－７７１５

夜間の電話相談　午後５時～１０時

こころの電話相談　1０４２－７６９－９８１９

　　　　　　　自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭頭キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
　世界自殺予防デーに合わせて、啓発リーフレットやグッズを配布します。

会　場時　間

橋本駅周辺午前８時３０分
　～９時３０分

相模大野駅周辺午前１０時３０分
　～１１時３０分

相模原駅周辺午後４時３０分
　～５時３０分

自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発ココココココココココココココココココココココーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
　啓発リーフレットの配布や、遺族のメッセージボードのパネルなどを
展示します。

会　場時　間日にち

ウェルネス
さがみはら

午前８時３０分
　～午後７時９月１０日（金）

まで 南保健福祉
センター

午前８時３０分
　～午後１０時

シティ・プラザ
はしもと内６階

午前８時３０分
　～午後１０時

９月９日（木）
　～２４日（金）

このほかに市や関係機関では、多重債務、過重労働、介護などさまざまな相談に応じています。
各相談窓口の連絡先や開設日時は、コールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へお問い合わせください。

※コールセンターでは具体的な相談は受け付けしていません。

 悩んでいる人は相談を

特定相談
　専門医などが助言・指導をします。
思春期・ひきこもり
日　時　９月１６日（木）午後２時～４時
対　象　思春期＝１３～１７歳の精神的な問題を抱える人とその家族など
　　　　ひきこもり＝１８歳以上でひきこもりの状態にある人とその家族など
アルコール・薬物
日　時　９月２１日（火）午後１時３０分～３時３０分
対　象　アルコールや薬物に関する問題を持つ人とその家族など

◇　　　◇
会　場　けやき会館　　　定　員　各２人（申込順）

 自殺は個人的な問題ではありません
　日本では、自殺者が年間３万人を超える状況が何年も続き、１日約８０人が自殺で亡
くなっています。本市でも昨年は１５４人の尊い命が失われました（右記□１ ）。
　自殺は本人だけでなく、 遺 された家族や周りの人に大きな悲しみや深刻な心理的・

のこ

社会的影響を与えます。

 ひとりで悩まず相談してください
　自殺した人の多くは、個人の自由な意思や選択の結果ではなく、心理的に「追いつ
められた末の死」です。自殺に至る理由もひとつではなく、健康や経済・生活、家庭
の問題や人間関係など、いくつかの背景が重なっているといわれています（右記□２ ）。
　皆さんの悩みに耳を傾けるため、市や関係機関ではさまざまな相談窓口を開設して
います。悩んでいる人は、まず私たちに相談してください。

 身近なあなたへ　もしも「死にたい」と相談されたら
　「死にたい」とだれかに相談するのは、なかなかできることではありません。あな
たを信頼しているから、打ち明けることができたのです。
　まず「死にたいくらいつらい気持ち」であることを理解し、真剣に耳を傾け、話を
聴いてください。そして、必要に応じて専門機関への相談や医療機関の受診を勧めて
ください。それがその人を支え、命をつなぐことになります。

①
２５％

②
１８％③

１１％
④９％

⑤３％

⑦
３０％

⑥４％
①健康問題 
②経済・生活問題 

④勤務問題 

⑤男女問題 
⑥その他 
⑦不　詳 ③家庭問題 

（平成２１年）

２９歳以下 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳以上 

１６ １６ 

１０ １０ 

１５ １５ 

５ ５ 
２３ ２３ 

７ ７ 

２６ ２６ 

４ ４ 

２１ ２１ 

１２ １２ 

９ ９ 

６ ６ 

（人） 

男性 
女性 

ひきこもり相談会
　ひきこもり問題を抱える家族の
グループ相談会です。
日にち　９月１５日（水）
時　間　午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
定　員　１５人程度（申込順）

アルコール家族教室
　アルコール依存症の家族が、症状の
理解や対応について学びます。
日にち　９月２２日（水）
時　間　午後２時～４時
会　場　ウェルネスさがみはら
定　員　１０組（申込順）

ひきこもり・アルコールなど９月１０日（金）

９月は自殺対策強化月間ですひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひととととととととととととととととととととととりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃなななななななななななななななななななななないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ

あなたの「生きる」を応援したい
市外の人も含む相模原市内での自殺者

県警察本部集計データより

申し込み　電話で精神保
健福祉センターへ

毎月実施
しています
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お問い合わせ

障害福祉課
1０４２－７６９－８３５５
6０４２－７５９－４３９５

職業訓練 国立県営 神奈川障害者職業能力開発校
　南区桜台１３－１　1０４２－７４４－１２４３　6０４２－７４０－１４９７

職業訓練
身体障害者向け　（２年間）　●加工技術　　　●ＩＴエンジニア　　　●ＯＡシステム
　　　　　　　　（１年間）　●ＣＡＤ製図　　●グラフィックアーツ　●ＯＡビジネス
視覚障害者向け　（１年間）　●オフィスインフォメーション
知的障害者向け　（１年間）　●総合実務
※入校料・授業料は無料（教科書代は有料）、学生割引運賃適用あり
※平成２３年度生の募集について詳しくは、ハローワーク相模原などにある募集案内をご覧にな
るか、お問い合わせください。
※そのほか、１～３か月間の委託訓練を行っています。開催日など詳しくは、ハローワーク相
模原か同校のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

相談から職場への定着までを支援　障害者支援センター松が丘園
　中央区松が丘１－２３－１　1０４２－７５８－２１２１　6０４２－７５８－７０７０

障害者就労援助事業
　就労に関する相談や、適性にあった就労先の開拓、職場実習への同行、職場定着
のための定期訪問などの支援を行います。
申し込み　電話で同センターへ

就労援助の流れ 

相　談 

職場開拓 

就労準備講座 

実習前事前練習 

実　習 

障害者の障害状況の把握と就労全般に関する相談に応じます。 

希望と特徴にあった職場を探します。 

就労適性の把握や就労意欲の向上を目的に、講座を行います。 

事業所で実習を行う前に必要に応じて、事前練習を行います。 

採用前に、必要に応じて職場実習を行います。仕事に慣れるまで、 
職員が実習に付き添うこともあります。 
 

フォローアップ 就労後も定期的な職場訪問を行い、定着に向けたフォローをします。 

仕事が楽しい スーパーで働く　高田ゆかりさん
　「家に引きこもってばかりの自分を変えた
い、そして仕事に就きたい」という思いで、
障害者支援センター 松が丘園に通い始めまし
た。自分と同じ境遇の人たちが、真剣に訓練
している姿を目の当たりにし、私も前向きに
頑張ろうと意欲がわきました。商品の検品や
選別などの訓練を９か月重ね、定職に就くことができました。
　最初は、野菜を落としてしまったり、お客様からの質問に緊張
のあまり答えることができなかったりと苦労しましたが、障害の
特徴を理解してくれる同僚が、いろいろな場面で助けてくれまし
た。また、松が丘園の支援員からもアドバイスをもらい、試練を
乗り越えてきました。仕事に就いて３年６か月経った今では、野
菜の産地や、調理方法など自信を持ってお客さんに説明できるよ
うになり、週５日楽しく働いています。両親も「明るく、いきい
きした顔になったね」と喜んでいます。
職場の同僚のお話
　わからないことは必ず質問してくれて、仕事のやり方を吸収し
ようという姿勢に感心しています。日々の作業を必ずメモに残し、
正確に仕事をしてくれるので、とても頼りになります。私たちに
とって、一緒に売り場を作る、大切な同僚の１人です。

障害福祉サービス事業所等への
業務発注にご協力を

　障害福祉サービス事業所などの受注可能な製品や作
業内容等の情報を、市ホームページの 暮らしの情報 
→ 福祉 → 障害福祉サービス事業所への業務発注に
ご協力をお願いします などで公開しています。
　業務発注による収益が、障害福祉サービス事業所な
どで働く利用者の工賃（収入）アップにつながります。
ぜひ活用してください。

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月はははははははははははははははははははははははは障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇雇用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間９月は障害者雇用支援月間

障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者のののののののののののののののののののののののの皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆ささささささささささささささささささささささささんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんのののののののののののののののののののののののの働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働ききききききききききききききききききききききききたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいをををををををををををををををををををををををを応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援障害者の皆さんの働きたいを応援
９月は障害者雇用支援月間

障害者の皆さんの働きたいを応援
　市では、障害者が地域で安心して主体的に生活できるよう「第２期相模原市障害者福祉

計画」を策定しました。これに基づき、国、県、事業者などと連携し、障害者が自立し希

望をもって普通に暮らせ、働きたい気持ちをかなえられる地域社会づくりを進めています。

　今回は、障害者への就労相談や訓練など、就労に向けての支援事業を紹介します。

※「第２期相模原市障害者福祉計画」は各行政資料コーナーと市ホームページの 暮らし
の情報 → 福祉 でご覧になれます。

法定雇用率

　障害者の雇用の促進等に関する法律により、５６人規
模以上の民間企業には、１．８％以上の身体障害者か知的
障害者の雇用義務があります（精神保健福祉手帳所持
者は、障害者雇用率の算定対象に加えることが可能）。
　市内の民間企業の障害者雇用率の達成率は４３．６％（平
成２１年６月１日現在）で、さらなる努力が必要です。

障害者雇用特例子会社設立支援事業
　市内の障害者雇用の機会を拡大するため、障害者雇
用特例子会社を設立する、初期整備費用の一部を補助
します。
補助額　初期整備費用の２分の１以内（上限５００万円）
※要件など詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ
産業・雇用政策課　1０４２－７６９－８２３８

県央障害者就職面接会

日　時　９月２８日（火）午後１時～４時
　　　　（受け付けは正午～午後３時）
会　場　総合体育館

お問い合わせ　ハローワーク相模原
1０４２－７７６－８６０９（部門コード４３＃）　6０４２－７５９－１８７１

高齢・障害者雇用支援機構 神奈川障害者職業センター
　南区桜台１３－１　1０４２－７４５－３１３１　6０４２－７４２－５７８９

　ハローワークや関係機関と連携して、就職に向けての相談や職業能力等の評価、就職後の職
場適応のための援助などを行います。（相談は予約制）

障害者しごとサポート事業（南区桜台１３－１　神奈川障害者職業能力開発校内）
　障害者の就職から職場定着までを「障害者しごとサポーター」が、関係機関と連携しながら
支援します。
申し込み　電話かファクスで障害者しごとサポーター（1０４２－７４４－５５５７　6０４２－７４０－１４９７）へ

就労移行支援事業所
　一般企業等への就労を希望する人が、一定期間通所し、就労に必要な知識と能力向上のため
に必要な訓練を行います。

電話番号住　　所事　業　所　名
０４２－７０５－３６２１南区麻溝台２－６－３１あみ
０４２－７４９－８８８１南区麻溝台７－１－７グリーンハウス
０４２－７５８－２１２１中央区松が丘１－２３－１障害者支援センター多機能型事業所
０４２－７４７－２４１８南区新磯野２－１１－５ドームビルすずらんの家
０４２－８５３－６０３９南区南台４－１４－５－１０１セラピールームシンフォニー
０４２－７７９－８９０９中央区小町通２－８－１５ワークショップ・ＳＵＮ
０４２－７７７－１７９０南区麻溝台７４３ワークショップ・フレンド

次の機関でも、障害者の就労を支援しています。
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市民大学  後期講座 市民大学  後期講座 市民大学  後期講座 

会場・場所時　間日にち
市立博物館午前１０時～正午１０月２日（土）

緑区三ヶ木～寸沢嵐午前１０時～午後３時１０日（日）

緑区谷ヶ原～向原午後１時～４時２４日（日）

南区新戸～下溝午前１０時～午後３時３０日（土）

市立博物館午前１０時～正午１１月１３日（土）

対　象　１５歳以上の人（中学生を除く）
定　員　３０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、「考古学講座」と書いて、９月
１５日（必着）までに同館へ

勝坂を学ぼう！

縄文への 誘 い・
いざな

勝坂遺跡群まるごと探訪

　下溝駅から史跡勝坂遺跡公園周辺
の文化財を探訪します。
日にち　９月１８日（土）〈小雨決行〉
時　間　午前９時～正午
集合場所　下溝駅　
※希望者は直接集合場所へ

お問い合わせ　
文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

文学講座〈全５回〉

紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙紙芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居居のののののののののののののののののののののの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すすすすすすすすすすすすすすすめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ

　紙芝居の歴史と特性、種類、選び
方、演じ方を学びます。
日にち　９月２８日（火）、１０月５日 

（火）・１６日（土）・２１日（木）・
２６日（火）

時　間　午前１０時～正午
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　３０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、

年齢、電話番号、講座名を書
いて９月８日（必着）までに同
館（〒２５２－０２３３　中央区鹿沼
台２－１３－１　1０４２－７５４－
３６０４）へ

受講料定員時　間期間・曜日講座名コース名・会場

○Ａ ６０人午前１０時４０分
～午後０時１０分

１０月２６日～１１月３０日の毎週火曜日
（１１月２３日は除く）高齢者の生活と介護サービスの活用〈全５回〉和泉短期大学

○Ｂ １５０人午後１時２０分～２時５０分
１０月７日・２８日、１１月１１日・２５日、
１２月９日、平成２３年１月６日・２０
日、２月１０日の木曜日

西欧の視覚文化論に終わりはない！
－幸福の文化史論ー〈全８回〉

女子美術大学
相模原キャンパス ○Ａ 

教材費
５,０００円程度

１０人午後１時３０分～４時３０分１１月６日（土）・７日（日）・１３日（土）簡単で楽しいソファのデザインと制作〈全３回〉

○Ｂ 
教材費
５００円

１５人

午前９時～正午

１０月２日～２３日の毎週土曜日C言語入門ープログラムに触れる　入門編ー
〈全４回〉

総合電子専門学校 ２０人
１２月１３日（月）～１６日（木）

アニメーションの歴史〈全４回〉

○Ｂ １５人デッサン入門〈全４回〉

○Ａ 

２５０人午後１時１０分～２時４０分
（初回は午後１時から）１０月１６日～１１月１３日の毎週土曜日「成長の限界（１９７２）」その後〈全５回〉青山学院大学

相模原キャンパス

３０人午後６時３０分～８時１０月６日～２７日の毎週水曜日英会話講座「Speak More English」〈全４回〉東京家政学院大学
会　場　ソレイユさがみ

３０人午前１０時～１１時３０分１１月６日～２７日の毎週土曜日健康で幸福な暮らしの実現に向けて
－ウェルビーイングなまちづくり－〈全４回〉

法政大学
会　場　ソレイユさがみ

８０人午前１０時～正午１１月１３日～２７日の毎週土曜日やさしい宇宙の話〈全３回〉総合研究大学院大学
会　場　ＪＡＸＡ相模原キャンパス

１６人午後６時～７時３０分１０月１９日、１１月２日・１６日・３０日
の火曜日

Active English in the News〈全4回〉
※中級レベルサレジオ工業高等専門学校

５０人午前１０時３０分～正午１０月３０日～１１月２７日の毎週土曜日
「江戸しぐさと江戸文化」
 粋 なあなたへ大変身！〈全５回〉
いき総合学習センター　※１

４０人午前１０時～１１時３０分
（初回は正午まで）

９月２９日、１０月１３日・２０日・２７日
の水曜日

街道で歴史をたどる～座間の街道の変遷～
〈全４回〉

座間市生涯学習推進課　※２
（座間市緑ヶ丘１－１－１）

対　象　１５歳以上の人（市内在住か在勤・在学の人を優先して抽選）
受講料　１講座○A ＝１,０００円、○B ＝１,５００円
※このほかに教材費が必要な講座があります。
※内容や注意事項など詳しくは、総合学習センター、各まちづくりセンター・
出張所・公民館・図書館などにある講義案内をご覧ください。

申し込み　はがき（１講座１枚）に住所、氏名（ふりがな）、生年月日、性
別、電話番号、希望のコースと講座名、市民大学受講登録番号（登録
済みの人のみ）を書いて、９月１４日（必着）までにさがまちコンソーシ
アム事務局内市民大学担当へ

※同コンソーシアムのホームページからも申し込めます。

※１　総合学習センターコースの１０月３０日、１１月６日は市立博物館で行います。
※２　座間市生涯学習推進課コースの９月２９日（雨天時は１０月６日に延期）は座間市立座間市公民館（座間市入谷１－３０９７）、１０月２７日は座間市立図書館（座

間市入谷３－５８７３）で行います。

市立博物館の催し
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
９月の休館日　月曜日、２１日（火）、２４日（金）
※２０日（祝）は開館します。

考古学講座〈全５回〉

相模川沿いの遺跡を歩く
　勝坂遺跡や川尻遺跡などを訪ね、郷土の歴史を学び
ます。

市史講演会

敗戦後の相模原再建への道

－座間分離から市制施行へー
　政令指定都市移行と重なる市制移行の過程を、市の
将来像を考える１つの指針として紹介します。
日　時　９月２５日（土）午後２時～４時
講　師　沖川伸夫さん（中央大学法学部兼任講師）
定　員　２００人（先着順）※希望者は直接会場へ

植物学講座〈全５回〉

身近な植物の調べ方
　植物のスケッチや標本づくりなどを通して植物の見
分け方や調べ方、記録の仕方などを学びます。
日にち　９月２５日～１０月３０日の毎週土曜日（１０月９日

を除く）
時　間　午後２時～４時
　　　（１０月２日・３０日は午前１０時～午後３時）
対　象　小学校４年生以上の人＝３０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、電話番号、「植物学講座」と書いて、９
月１０日（必着）までに同館へ

星空観望会（１０月）
　プラネタリウムで星空解説後、４０㎝大型望遠鏡で観
望します。
日にち　１０月１日～２２日の毎週金曜日
時　間　午後７時～８時３０分
定　員　各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枚５人まで）

に、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、９月１５日（必着）ま
でに同館（Ｅメール star＠city.sagamihara 
.kanagawa.jp）へ

（ご意見・ご要望　総合学習センター　1０４２－７５６－３４４３）

さがまちコンソーシアム事務局内市民大学担当
1０４２－７０３－８５５０　〒２５２－０３８３　南区文京２－１－１

申し込み・
お問い合わせ
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シニアのための地域デビュー講座

地域参加をはじめてみよう！
　団塊の世代や、これから退職する人など向けに、地域活動に参加するためのノウ
ハウをお話します。
日　時　１０月２日（土）午後１時３０分～３時３０分　　会　場　ソレイユさがみ
対　象　市内在住のおおむね５０歳以上の人＝３６人（申込順）
申し込み　電話で９月３０日までに高齢者福祉課（1０４２－７６９－９２３１）へ

秋のハイキング 富士山ろく 双子山
日にち　１０月１７日（日）
集　合　午前７時までに相模原駅
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人
定　員　４５人（抽選）　費　用　３，０００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・電話番号を書いて９月
１５日（必着）までに市体育協会へ

みんなで歩こう！
〈小雨決行〉

八景島と野島公園〈１５㎞〉
日にち　９月５日（日）
集　合　午前８時５０分までに新杉

田公園（ＪＲ根岸線新杉田
駅徒歩７分）

藤野園芸ランドと
芸術の道〈１３㎞〉
日にち　９月１４日（火）
集　合　午前９時３０分までに藤野

駅前
◇　　　◇

※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

市民ペタンク選手権大会
　ねんりんピック選考会を兼ねています。
日　時　１０月９日（土）午前９時
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
種　目　ダブルス、トリプルス
申し込み　電話で９月２２日までに市体育協会へ

グラウンド・ゴルフ交流大会
日　時　１０月９日（土）午前８時３０分～正午
会　場　相模総合補給 廠 （入場時に身分証明書が必要）

しょう

費　用　１，０００円
申し込み　はがきに住所、氏名、電話番号、車の人は

車のナンバーを書いて９月２０日（必着）までに
市体育協会へ

会長杯シニア競技会兼
市町村シニア年代別選考会（ボウリング）
日　時　９月１９日（日）午前９時
会　場　相模原パークレーンズ
対　象　市内在住か在勤・在学の５０歳以上の人
種　別　５０歳代、６０歳代、７０歳以上（男女別）
費　用　２，５００円
申し込み　市内ボウリング場にある申込書を９月５日

までに同場へ

旧石器ハテナ館の催し
河原石で石器作り
　河原石を加工して石やりや石 斧 を作ります。

おの

日にち　９月１９日（日）

河原石であそぼう！
　河原石に絵の具やポスターカラー等で色を塗り、動物などを描きます。
日にち　９月２６日（日）

◇　　　◇
時　間　午後２時～４時　　対　象　小学生以上の人＝各３０人（申込順）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

①秋のＮＰＯの“キソ”講座

定　員日にち講座名

２０人９月１０日（金）ＮＰＯの税務

８組９月１６日（木）ＮＰＯの会計個別相談

各２０人
９月２８日（火）ＮＰＯ法人の設立

１０月５日（火）ＮＰＯの運営

②ＮＰＯ無料相談会
　ＮＰＯ法人の設立・運営、
決算書の作り方、ＰＲ方法など
日にち　９月９日（木）
　　　　　・２８日（火）
時　間　午前１１時、午後１時・

２時３０分（１回６０分以
内）

定　員　各１組（申込順）
時　間　午後６時～８時
費　用　各５００円（資料代）

さがみはら市民活動サポートセンターの催し

申し込み　直接か電話、ファクス、Ｅメールに氏名、ＮＰＯ団体名（所属し
ている場合）、電話番号、ファクス番号、Ｅメールアドレス、①講座
名②希望日・時間を書いて、希望日の３日前までに同センター（16 

０４２－７５５－５７９０　Ｅメール sagami.saposen@iris.ocn.ne.jp）へ

ソレイユさがみの催し
①さがみはらウィメンズ・カレッジ～市民力パワーアップ講座～

時　間　午後２時～４時（９月２５日は午後１時４５分から）
定　員　各３０人（申込順）※男性の参加も可
②介護を楽にするおしゃべりサロン
日　時　９月３０日（木）午後１時３０分～３時３０分
定　員　１２人（申込順）

③ 癒 しのレシピ　秋の楽々クッキング
いや

日　時　１０月９日（土）午前１０時～午後１時
定　員　３０人（申込順）
費　用　５５０円（材料費・保険料）
※女性を対象にキャリアカウンセリングや健康相談を実施してい
ます。日時など詳しくはお問い合わせください。

内　容日にち
講義＆ペアワーク
　気持ちが伝わるコミュニケーショントレーニング９月２５日（土）

講演会　体験談　イクメン・家事ダン生活１０月２日（土）
パネルディスカッション
　応援します！　社会も会社もワーク・ライフ・
バランス

１０月１６日（土）

講義
　メディアリテラシー　さまざまな情報にどう向
き合うか

１１月６日（土）

講義＆グループワーク
　頼りにしてます！　じぃじ＆ばぁばのご近所力１１月１３日（土）

講義＆グループワーク
　政令指定都市さがみはらの魅力づくり
　～女も男も住みやすいまち～

１１月２０日（土）

申し込み　直接か電話、ファクスに氏名、電話番号、催し
名（①は希望日も）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）

エコミュージアムツアー
「水と緑の“潤い”のまち・しろやま」
　城山地区の自然、歴史・文化遺産などガイドとともに歩きます。
日にち　１０月３日（日）〈小雨決行〉
　　　　※荒天時は１０月１０日（日）
時　間　午前９時３０分～午後４時
集合場所　城山総合事務所
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）
費　用　３００円
申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、「エ

コミュージアムツアー」と書いて、９月２８日までに生涯学習
課城山教育班　1０４２－７８３－８１８４　6０４２－７８２－１２９０）へ

甲州夢街道ウオーク２０１０
旧街道　相模湖～八王子を歩こう

　甲州街道の歴史にふれながら、秋のウオーキングを楽しんでみませんか。
日にち　１０月２３日（土）〈小雨決行〉
時　間　午前８時３０分～午後４時３０分
定　員　３００人（申込順）　　費　用　３００円（当日申し込みは５００円）
申し込み　郵便振替の通信欄に、全員（１回５人まで）の住所・氏名・年齢・性別、

代表者の電話番号、「甲州夢街道ウオーク２０１０」と書いて１０月１５日までに、
口座名＝東京都ウオーキング協会、口座番号＝００１６０－７－１８９０３９へ振り込ん
でください

※当日受付時に、振替払込受領証（控）を提示してください。

お問い合わせ　甲州夢街道事務局（八王子商工会議所内）　1０４２－６２３－６３１１

　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/

さがみ風っ子文化祭

中学校英語弁論大会
日　時　９月１４日（火）午前９時３０分～午後４時
会　場　 杜 のホールはしもと　※観覧希望者は直接会場へ

もり

お問い合わせ　学校教育課　1０４２－７６９－８２８４

石
や
り
と
石
斧
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みんなの スポ・レク情報 

ビーチボール講習会
日　時　９月１６日（木）午後７時３０分～９時
会　場　中野小学校体育館　　対　象　市内在住の人＝４０人（先着順）
※希望者は上履きを持って、直接会場へ

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

さがみはら北の丘センターの教室〈全８回〉
日にち　９月１３日～１１月１５日の毎週月曜日（９月２０日、１０月１１日を除く）

費　用定員
（抽選）対　象時　間教室名

各
６，４００円

２０人プールに初めて入る５歳～
小学校３年生

午後４時２０分
～５時２０分プール大好き２

１５人クロールで２５ｍ以上泳げる
小学生

午後５時２０分
～６時２０分バタフライに挑戦

３，６００円２０人中学生以上の人午後６時３０分
～７時３０分健康体操（中級）

日にち　９月２２日～１１月２４日の毎週水曜日（１１月３日・１０日を除く）

費　用定員対　象時　間教室名

各
５，６００円

各２０人
（抽選）

中学生以上の人

午前１１時２０分
～午後０時２０分スイム＆ウオーク

午後１時２０分
～２時２０分らくらくクロール

各
６，４００円

プールに初めて入る３歳～
小学校２年生

午後４時２０分
～５時２０分プール大好き１

１２．５ｍ以上泳げる小学生午後５時２０分
～６時２０分

めざせ２５ｍ！
クロール２

日にち　９月２４日～１１月１２日の毎週金曜日

費　用定員対　象時　間教室名

各
６，４００円各２０人

（抽選）

プールに初めて入る５歳～
小学校３年生

午後４時２０分
～５時２０分プール大好き３

１２．５ｍ以上泳げる小学生午後５時２０分
～６時２０分

めざせ２５ｍ！
クロール１

３，６００円中学生以上の人午後１時～２時健康体操（初級）

日にち　９月２５日～１１月１３日の毎週土曜日

費　用定員対　象時　間教室名

６，４００円１０人
（抽選）

２５ｍ以上泳げる中学生以上
の人

午後６時２０分
～７時２０分ひと味違う平泳ぎ

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、９月７日（必着）までに同センター（〒２５２－０１３４　緑区下九沢
２０７１－１　1０４２－７７３－５５７０）へ

総合体育館の教室
費用定員

（抽選）日　時教室名

６００円３０人９月２９日（水）午後２時～４時絵てがみ

１回３００円
（６５歳以
上の人１５０
円）

６０人１０月７日～１１月２５日の毎週木曜日
午後１時３０分～４時初級卓球〈全８回〉

４０人１０月８日～１１月２６日の毎週金曜日
午前１０時～１１時３０分

骨盤シェイプアップ
〈全８回〉

対　象　１５歳以上の人（中学生を除く）
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、教

室名を書いて、９月１５日（必着）までに同体育館（〒２５２－０３２８ 
南区麻溝台２２８４－１　1０４２－７４８－１７８１）へ

北総合体育館の教室
対　象日　時教室名

１５歳以上の人
（中学生を除く）

１０月７日～１１月２５日の毎週木曜日
午前９時３０分～１１時

中国体操
〈全８回〉

４０歳以上の人１０月８日～１１月２６日の毎週金曜日
午前１０時～１１時３０分

健康体操
〈全８回〉

２０歳以上の人
１０月１８日～１２月６日（１１月８日を
除く）の毎週月曜日
午後１時３０分～３時

いきいきストレッチ
〈全７回〉

定　員　各４０人（抽選）　　費　用　１回２００円（６５歳以上の人１００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、教

室名を書いて、９月１５日（必着）までに同体育館（〒２５２－０１３４
　　　緑区下九沢２３６８－１　1０４２－７６３－７７１１）へ

相模原麻溝公園競技場の教室
1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１
Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp

①サッカー
　日テレ・ベレーザの選手が指導します。
日　時　９月１２日（日）午前１１時～午後０時３０分
対　象　小学生以上の女性
定　員　５０人（申込順）
※同日午後２時から、なでしこリーグ「日
テレ・ベレーザ対ＡＳエルフェン狭山
ＦＣ」が行われます（入場無料。希望
者は直接会場へ）。相模原市出身の
　岩清水 梓 選手も出場する予定です。

②よさこい踊り体験〈全７回〉
日　時　９月１６日～１０月１４日の毎週木曜日（９月２３日

を除く）と１０月２２日～１１月５日の毎週金曜日午
後３時～４時

定　員　２０人（申込順）　　費　用　２，１００円

　申し込み　①はＥメール②は電話かファクス、Ｅ
メールに住所、氏名、年齢、電話番号、教室
名を書いて、同競技場へ

銀河アリーナの催し
①スポーツ知識講習会
　足首のテーピングや応急手当て
の知識・技術などを学びます。
日にち　９月１９日（日）
時　間　午後２時～４時
対　象　１５歳以上の人
定　員　３０人（申込順）
費　用　１，６００円

②トレーニング器具の
　使い方教室
　トレーニングの基本的な流れや
器具の取り扱いなどを学びます。
日にち　９月２１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
定　員　２０人（申込順）
費　用　５００円

③蜜蝋キャンドル作り教室
　働きバチの巣から採れた 蜜  蝋 を

みつ ろう

使って、ろうそくを作ります。
日にち　１０月２日（土）
時　間　午後２時～４時
対　象　小学生以上の人
定　員　１０人（申込順）
費　用　１，０００円

申し込み　直接か電話で①②
９月１０日③１５日までに同
アリーナ（1０４２－７７６－
５３１１）へ

津久井湖駅伝競走大会
日　時　１０月３１日（日）午前８時
※種別など詳しくはお問い合わせください。
費　用　７００円（中学生３００円）
申し込み　生涯学習課城山教育班・津久井教育班にあ

る申込用紙（市ホームページの イベント・講座
募集 からもダウンロード可）を、１０月１３日（必
着）までに同課城山教育班（1０４２－７８３－８１８４）
か津久井教育班（1０４２－７８０－１４１０）へ

※１０月２０日（水）午後７時３０分からの代表者会議に、
監督か代表者が必ず出席してください。

さがみはらグリーンプールの教室
水中運動〈全４回〉
日　時　９月７日～２８日の毎週火曜日午後２時～３時
対　象　１８歳以上の人＝３０人（申込順）
費　用　２，０００円

親子で水泳〈全４回〉
日にち　９月１１日～１０月２日の毎週土曜日
時　間　午前１０時３０分～１１時３０分
対　象　５歳～小学生とその保護者＝３０組（申込順）
費　用　１組 ２，５００円

飛び込み〈全７回〉
日にち　１０月４日（月）・５日（火）・１２日（火）・１８日（月）・

１９日（火）・２６日（火）、１１月１日（月）
時　間　午前１０時～１１時３０分
対　象　１８歳以上の人＝２０人（申込順）
費　用　７，０００円

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

マレットゴルフ体験教室
　ルールやマナーを学び、体験してみませんか。
日　時　１０月３日（日）午前１０時～正午
会　場　ふじのマレットゴルフ場
対　象　市内在住か在勤・在学の小

学生以上の人＝２０人（申込順）
費　用　５００円
申し込み　直接か電話で相模湖林間

公園（1０４２－６８５－１３３０）へ

岩清水 梓 選手
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

都市計画案の縦覧・意見書の提出

　津久井都市計画道路（３・３・１
号城山津久井線）の変更について
日９月１日（水）～１５日（水）
※土・日曜日を除く
会 問都市計画課
※意見書の提出方法など詳しくは
お問い合わせください。

選挙人名簿・在外選挙人名簿の

登録確認（縦覧）

対選挙人名簿＝平成２年９月２日
までに生まれた人で、２２年６月１
日までに市の住民基本台帳に記録
され、９月１日まで引き続き記録
されている人。在外選挙人名簿＝
海外に転出し引き続き３か月以上
滞在していて、在外選挙人名簿へ
の登録を申請した人のうち、９月
２日までに在外選挙人名簿に登録
された人
※すでに登録されている人は除く
日９月３日（金）～７日（火）
会各区選挙管理委員会事務局（中央
区は４日・５日が市役所本館守衛室）
※縦覧希望者は直接会場へ（電話
での登録確認は不可）
問各区選挙管理委員会事務局

子ども手当の申請はお済みですか

　支給対象の子どもは中学校修了
前までで、所得制限はありません。
平成２２年４月の制度創設により、
新たに支給対象となる人は、経過
措置により９月３０日までに申請す
ると、最大で４月分までさかのぼっ
て支給します。まだ申請していない
人は至急、手続きをしてください。
※申請方法など詳しくは、市ホー
ムページの  暮らしの情報 → 子
育て → 子どもに関する手当・助
成 をご覧になるか、お問い合わせ
ください。
問こども青少年課

「高齢者・障害者の人権あんしん

　　　　　　電話相談」強化週間

　虐待や心配ごとなどの相談
電話　横浜地方法務局・県人権擁
護委員連合会（1０４５－６４１－７９２６）
日９月６日（月）～１２日（日）
時午前８時３０分～午後７時
※土・日曜日は午前１０時～午後５時

 
木造住宅の耐震巡回相談

日時９月８日（水）午後１時～４時
会大野南公民館
※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

重度障害者医療証（�医療証）の更新

　現在、重度障害者医療費助成の
対象になっている人が、１０月から
使用する同証を９月下旬に送付し
ます。なお、精神障害者保健福祉
手帳（１級・２級）を持っている
人は、手帳の有効期限が過ぎると
医療費助成の対象外になりますの
で、忘れずに手帳の更新手続きを
してください。
問地域医療課

マンション管理士による

無料相談会

日時９月１２日（日）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

優良運転者の

①５年表彰②１０年表彰

対平成１９年７月３１日以前から交通
安全協会の会員で、過去５年間無
事故無違反で①５年以上の運転経
験がある人②１０年以上の運転経験
があり過去に５年表彰を受けた人
費６３０円（証明書代）
申本人が免許証と印鑑を持って、
９月３０日までに所管の同協会へ

ちゅうおう区版・みなみ区版

訂正とおわび

　本紙８月１５日号の同区版に誤り
がありましたので、おわびして次
のとおり訂正します。
ちゅうおう区版　中央区避難所マ
ップへの追加
○区内の避難所　上溝小学校
○中央区民も対象になる区外の避
難所　作の口小学校・九沢小学校
（緑区）、夢の丘小学校（南区）
※詳しくは、本紙９月１５日号ちゅ
うおう区版か、中央区ホームペー
ジをご覧ください。
問中央区役所総務課
みなみ区版　さがみはら・ふれあ
いハートポイント事業登録説明会
の時間の訂正

時午後２時３０分～３時３０分
対市内在住の６５歳以上の人
※希望者は直接会場へ
問介護予防推進課

○障 

宿泊利用①相模川清流の里 

②たてしな自然の村

９月～１１月の空き状況　平日に空
きあり
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
申随時受け付け
１２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９月１０日までに各施設へ。抽
選後の空き室の申し込みは９月２１
日から電話で①7０１２０－９８８－
５４７②1０２６７－５５－６７７６へ
①１２月の休館日　２０日（月）・２１日
（火）
①１２月１３日（月）・１４日（火）は専用
使用のため宿泊はできません。

リサイクルスクエア　９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、９月２０日までに、各会場へ
※抽選発表は９月２１日（火）午後１時
おもちゃの病院
日時９月５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

弁護士、税理士、司法書士、

社会保険労務士、行政書士 

による無料合同相談会

　法律、税務、年金、登記、相続、
成年後見などの相談
日９月１５日（水）
時午後１時３０分～４時
会ソレイユさがみ（緑区橋本）
※希望者は直接会場へ
問相模原士業連絡協議会（1０４２－
７５９－００４６）

弁護士、税理士などによる

不動産無料相談会

日９月１２日（日）
時午前１０時３０分～午後３時３０分
会不動産会館
　（中央区中央３－１０－２０）
※希望者は直接会場へ
問宅地建物取引業協会相模北支部
（1０４２－７５５－２３９８）

検定試験

珠算能力検定
日１０月２４日（日）
費１級＝２，０４０円、２級＝１，５３０円
　３級＝１，３３０円
申直接９月１３日～１７日に相模原商
工会議所へ
販売士検定２級
日１０月６日（水）　　費５，５００円
申直接（９月７日～１３日）かイン
ターネット（９月１０日まで）で、相
模原商工会議所（HPhttp://www. 
ssp２１．or.jp/kentei/shiken）へ

◇　　　◇
会産業会館
問同所（1０４２－７５３－８１３４）

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９月１７日（金）
時午前１１時～午後５時
（年金相談は午後２時～５時）
会京王線橋本駅自由通路
※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）

新磯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９月３０
日の月～金曜日で、午前９時１５分
～午後３時３０分か正午～午後３時
の交代勤務（勤務のない月あり）
賃金　時給８２０円
対市内在住の人＝１人
申履歴書（写真 貼 

ちょう

 付 ）を持って９
ふ

月１５日（水）午前９時～１１時に同
センター（1０４６－２５１－００１４）へ　
※受付時に簡単な面接あり

非常勤保健師

　特定健診の特定保健指導など
勤務　月～金曜日の週２・３日で、
午前８時３０分～午後５時のうち５
時間３０分
賃金　時給１，７６０円
対保健師の資格がある人＝１人
申電話で９月３０日までに健康企画
課（1０４２－７６９－８３２２）へ

尾崎 咢  堂 記念館の非常勤職員
がく どう

　施設管理、来館者への説明など
勤務　原則、火～日曜日のうち週
２日程度で午前８時３０分～午後４
時４５分
賃金　時給８００円　　定１人
申履歴書（写真貼付）を直接か郵送
で、９月１０日までに市立博物館津久
井町史担当（〒２５２－０１５７　緑区中
野１６８１－１　1０４２－７８４－０４３３）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）

「就職のための企業説明会」 

に参加する事業者

　平成２３年３月に高校を卒業する
就職希望者に、会社概要や仕事内
容を説明
日時１０月２６日（火）午後１時～４時
会オークラフロンティアホテル海
老名（海老名市中央）
申電話で１０月５日までにハローワ
ーク相模原（1０４２－７７６－８６０９）へ

施設のお休み

市民健康文化センター
日９月１３日（月）
問同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日９月１４日（火）・１５日（水）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）
銀河アリーナ
日９月２１日（火）・１０月１８日（月）
※水泳プールは９月１６日（木）
まで
問同所（1０４２－７７６－５３１１）

お知らせ 

電話番号所　管
０４２－７５２－９２７３相 模 原
０４２－７４６－９２５５相模原南
０４２－７００－４８０１相模原北
０４２－７８４－５１５３津 久 井

募　　集 

対　象種　目

高校卒業（見込み
含む）～２０歳の人

防衛大学校学生

防衛医科大学校
学生

看護師等の免許が
ある３６歳未満の人

陸上自衛官
（看護）

高校卒業（見込み
含む）～２３歳の人看護学生

電話番号
０４２－７７５－８８２０緑区
０４２－７６９－９２５９

０４２－７５４－１１１１（４日・５日）中央区

０４２－７４９－２１１７南区

会　場日にち
東林公民館９月２日（木）
大野中公民館　　３日（金）
相模台公民館　　８日（水）
麻溝公民館　　９日（木）
相武台公民館　　１４日（火）
新磯公民館　　１７日（金）
南保健福祉センター　　２１日（火）
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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　

銀河連邦サク共和国の特産品販売

販売農産物　リンゴ２㎏入り５００
円、プルーン５００ｇ入り５００円
日９月１５日（水）、１０月７日（木）
時正午～午後１時
※売り切れ次第終了
会市役所本館正面玄関前
問農政課

フェスティバル ’１０

日本一矢部ェ !? 

わいわいハロウィン♪

　ダンス・吹奏楽等の発表、お化
け屋敷コーナー、模擬店など
日９月５日（日）
時午前１０時～午後４時
会青少年学習センター（中央区矢
部新町）
※希望者は直接会場へ
問同センター（1０４２－７５１－００９１）

相模原芸術家協会展

日９月３日（金）～１４日（火）
時午前１０時～午後６時（１４日は午
後３時まで）水曜日は休館
会相模原市民ギャラリー（中央区
相模原）
問同協会事務局（ギャルリー・ヴ
ェルジェ　1０４２－７７６－６３７５）

土曜コンサート「ポップス」

日時９月１８日（土）午後５時３０分
会サン・エールさがみはら（緑区
西橋本）
定２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同所（1０４２－７７５－５６６５）

桂川・相模川流域シンポジウム

　キャンプ、コンサート、カヌー
講習会など
日時９月２５日（土）午後６時
　　　２６日（日）午前１０時
会厚木三川合流地点河原（小田急
線本厚木駅から徒歩１０分）
費２００円（保険代、豚汁代）
※希望者は直接会場へ
※キャンプ希望者はテント、キャ
ンプ道具、食料などを持参
問県水源環境保全課（1０４５－２１０
－４３５８）

まちなか冒険あそび

　子どもたちが自由に遊べます
日９月５日（日）
時午前１０時３０分～午後３時３０分
会淵野辺公園芝生広場
※希望者は直接会場へ
問相模原に冒険あそび場をつくる
会（1０９０－４８２２－６６６４）

マンション管理セミナー

「コミュニティーがマンションの

住みよさを支える柱」

日９月２５日（土）
時午後１時３０分～４時３０分
会産業会館
講村井忠夫さん（マンション管理
問題評論家）
定１００人（申込順）
申電話で９月１３日までに建築指導
課（1０４２－７６９－８２５３）へ

マンション防災管理セミナー

日９月４日（土）
時午後１時３０分～４時
会市民会館
定５０人（申込順）
申電話で相模原マンション管理組
合ネットワーク（1０４２－８５５－
０５５５）へ

市民健康教育公開講座

「地域における子育て支援」

日９月１１日（土）
時午後１時３０分～３時４０分
会サン・エールさがみはら（緑区
西橋本）
※希望者は直接会場へ
問相模原協同病院（1０４２－７７２－
４２９１）

リンパの流れとヨガ体操〈全１０回〉

　リンパマッサージを取り入れた
ヨガ体操
日時１０月８日～１２月１０日の毎週金曜
日午前９時３０分～１１時３０分
会新磯ふれあいセンター
対市内在住の５０歳以上の人
定２０人（申込順）
費３，０００円
申直接か電話で同センター（1０４６ 
－２５５－１３１１）へ

求職者支援講座「自己分析から

はじめる就職活動」

日９月１６日（木）
時午後１時３０分～４時３０分
会ソレイユさがみ
対３４歳以下の求職者＝２０人（申込順）
申電話で９月１５日までに就職支援
センター（1０４２－７００－１６１７）へ

障害者ふれあい文化講座「料理」

日時９月２６日（日）午前１０時～正午
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５００円
申直接か電話、ファクスに住所、
氏名、電話番号を書いて９月２３日
までに同体育館（1０４２－７５３－
９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

津久井・森林体験教室２０１０

「青根地域の森林環境体験と

散策路づくり」

日１０月３日（日）
時午前８時～午後５時
会青根地区（青根小学校ほか）
定４０人（申込順）
費２，０００円（バス代、保険料、昼食代）
申申込書（さがみはら産業創造セ
ンターホームページからダウンロ
ード）を９月２４日までに同センタ
ー（1０４２－７７０－９８６７）へ

初心者民謡講座〈全１０回〉

日１０月５日～１２月１４日の毎週火曜
日（１１月２３日を除く）
時午後７時～９時
会市民会館　　定３０人（申込順）　
費２，０００円
申電話で１０月４日までに市民謡協
会の大塚さん（1０４２－７７１－２７５７）へ

書道研修会

「 蘭  亭  叙 （ 王  羲  之 ）論争」
らん てい じょ おう ぎ し

日時１０月１０日（日）午後２時～４時
会市民会館
講小林靖幸さん（墨人会）
定１５０人（申込順）　　費２００円
申はがきかファクスに住所、氏名、
電話番号を書いて、９月２６日まで
に市書道連盟の葉若小玄さん（〒 
２５２－０３４４　南区古淵３－２３－５ 
16０４２－７４３－１１７２）へ

講演・講座 

イベント 

仲 間

催 し
　　　　　　費用の記載がない場合
　　　　　　は無料です。
▼アンディムジーク室内合奏団定期
演奏会　曲目は「交響曲第７番（ベ
ートーベン作曲）」ほか　９月５日
（日）午後２時、 杜 のホールはしもと。

もり

費用７００円（６５歳以上の人無料）�問 同
事務局（1０９０－７５９６－８５４３）
▼初心者のための水墨画入門講座　
９月１１日（土）午後２時～４時、プ
ロミティふちのべ。費用１，０００円。定
員１０人（先着順）　�問 芹澤（1０４２－
７５６－９２１４）
▼講演会「今後の我が国における　
障害者福祉施策」「“障害のある人
が、その人らしく地域で暮らす”障
害者の権利、人権」　９月２５日（土）
午後１時３０分～３時４０分、市民会館
第２大会議室。定員８０人（先着順）　
�問 大石（1０４２－７６２－１１１８）
▼腎移植懇談会　講演「改正臓器移
植法の施行を受けて」、グループワ
ーキング「腎臓移植をしたらどうな
るの」　９月２６日（日）午前１０時～
午後０時３０分、小田急ホテルセンチ
ュリー相模大野　�申 ファクスに住所、
氏名、参加人数を書いて、９月１０日
までに北里大学病院の池田（1０４２－
７７８－９０９１　6０４２－７７８－９３７４）へ
　　　　　　会費などは個別にお問
　　　　　　い合わせください。
▼アクアビクス　月３回土曜日午後
７時３０分、さがみはらグリーンプー
ル　�問 江森（1０９０－６５２１－６２７９）
▼女性ソフトボール　毎週日曜日午
後２時４５分、横山小学校　�問 佐野（1 

０４２－７５０－４２９９）
　　　　　　▼演劇「一本刀土俵入　
　　　　　　り」の出演者　平成２３
年２月１３日（日）に上演　練習日１２
月５日～１９日、２３年１月１６日～３０日
の毎週日曜日午後１時～５時、相原
公民館。対象は３０歳以上の人。初心
者歓迎　�申 電話で９月３０日までに久
我（1０４２－７７９－７１８８）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。

site
タイプライターテキスト
ｙ
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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。

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
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）　
入館料　大人３００円、小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円

甲州街道小原宿本陣祭

大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名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列列列列列列列列列列列列列列列列列列列列列列列列列列列列列列参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者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
　江戸時代の参勤交代を再現し、当時を模した衣装で甲州街道を１㎞程
度歩きます。
日　時　１１月３日（祝）午後０時４５分～２時１５分
対　象　１６歳以上の人＝２５人（選考）
配　役　姫＝１人（２５歳以下の人）、

茶坊主＝１人、供侍＝４人、
近習＝４人、ご典医＝１人、
かごかき＝６人、 
腰元＝８人（３５歳以下の人）

※衣装は用意します。
申し込み　直接か郵送で、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話

番号、配役名、「大名行列」と書いて、自分が写っている写真を
添付し、９月１７日（必着）までに小原宿本陣祭実行委員会（〒２５２－
５１６２　緑区与瀬８９６　相模湖経済観光課内　1０４２－６８４－３２４０）へ

若あゆ

かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかししししししししししししししししししししししししししししししフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェスススススススススススススススススススススススススススススステテテテテテテテ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ィィィィィィィィババババババババババババババババババババババババババババババ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ルルルル
　子どもたちが作ったかかし約８０体が並び
ます。
期　間　９月１８日（土）～１０月１１日（祝）
会　場　相模川自然の村公園入り口の手前
　展示期間中、「かかし」へのコメントを
お寄せください。
※コメントの一部を
相模川ビレッジ若
あゆホームページ
に掲載します。

お問い合わせ
相模川ビレッジ若あゆ

1０４２－７６０－５４４５

　１,３００人を超える踊り手が、
鳴る子を持って、エネルギッ
シュでダイナミックな踊りを
繰り広げます。
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歩行者天国 

午前10時30分 
　～午後4時30分 

お問い合わせ
相模原よさこいRANBU！

実行委員会
1０４２－７４８－３９２１

９月１９日（日）
午前１１時～午後４時

相模原よさこい

ＲＡＮＢＵ!
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参加チーム募集

日　時　１０月３日（日） 午前８時３０分
会　場　県立相模湖 漕 艇   場

そう てい

種　目　競漕５００ｍ（一般の部＝男子・女子、シニアの部＝男子）
対　象　市内在住か在勤・在学の中学生以上の人〈シニアの部は５０歳以

上の人（ 舵  手 を除く）〉　
だ しゅ

※すべての種目で舵手の性別は問いません。
定　員　４０チーム（抽選）
チーム編成　漕手４人・舵手１人・補漕２人
※１０月２日（土）に講習会あり〈初参加のチ
ームは必須〉
費　用　１チーム３，０００円（中学生のみのチームは無料）
申し込み　スポーツ課、生涯学習課城山・津久井・相模湖・藤野教育班、

各公民館、同漕艇場にある申込用紙（市ホームページの イベン
ト・講座募集 からもダウンロード可）を９月１０日（必着）まで
に同漕艇場（1０４２－６８４－２３３９）か生涯学習課相模湖教育班へ

相模川ふれあい科学館の催し
９月のマンスリー水槽  ９月３0日（木）まで

　「チョコレートコスモス」をイメージし、体が茶色の魚を展示します。
展示生物　ナンヨウツバメウオなど　

秋の大型特別展「ザ・シャーク」
  ９月１１日（土）～１１月３日（祝） 
　相模川の終着点「相模湾」などに生息す
るサメの仲間を展示します。深海にすむサ
メの標本に触れるコーナーも登場します。 ドチザメ

相模原麻溝公園

菊花競技会 作品募集
　政令指定都市移行記念「市民の部特設コー
ナー」に展示する菊花作品を募集します。参
加賞があるほか、優秀作品は表彰します。
募集作品　鉢植え（プランター可）の小菊や

中菊、大菊など
会　場　相模原麻溝公園みどりの広場
出展期間　受付日～１１月１２日（金）
申し込み　直接、作品を持って、１０月２９日（金）

～３１日（日）の午前９時～正午に同会
場へ

お問い合わせ
市観光協会

（商業観光課内）
1０４２－７６９－８２３６

９月からスタート

テレビ広報（５分）番組

「 潤  水  都  市 　さがみはら」
じゅん すい と し

J：COM（アナログ２ch・デジタル１１ch）

　市の祭りやイベント、スポーツなどを紹介し
ます。ぜひご覧ください。
　今回は、７月に行われたＪＡＸＡ相模原キャ
ンパス特別公開の様子を紹介します。
放送日時　毎週金曜日　　　午後０時５５分から
　　　　　毎週土・日曜日　午後８時５５分から
※９月６日（月）から、
市ホームページの 
広報 → テレビ か
らもご覧になれます。

お問い合わせ
広聴広報課

1０４２－７６９－８２００
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