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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

　政令指定都市移行記念・市民力結集事業「７０万
パワーで見晴らしがいい世界を」で、市民の皆さ
んから約２万８，０００枚（約１２０万円相当）の書き損じ
はがきが寄付されました。寄付されたはがきは、９
月２２日、市政令指定都市推進市民協議会の解散総会
の席上、河本会長と加山市長から、世界寺子屋運動
を推進する日本ユネスコ協会連盟へ寄贈しました。 

お問い合わせ　広域行政課　1０４２－７６９－８２４８ 

書き損じはがき２万８，０００枚を寄贈 
 ～世界寺子屋運動を支援～ 

１０月は「相模原よさこいＲＡＮＢＵ！」を紹介！ 
 テレビ広報番組「潤水都市 さがみはら」 

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

　　 4 インフルエンザワクチンの接種を開始 

　　 12 さがみはらの秋を満喫しよう 

放送局　Ｊ：ＣＯＭ（アナログ２ｃｈ、デジタル１１ｃｈ） 
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 
※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 

フォトシティさがみはら １０周年 フォトシティさがみはら １０周年 フォトシティさがみはら １０周年 
6 7

調査票の提出期限は 
１０月７日です 

　記入した調査票は、封筒に入れて封をし、調査
員に提出するか、市に郵送してください。皆さん
のご理解とご協力をお願いします。 

お問い合わせ　情報政策課　1０４２－７６９－８３３０ 

（５分番組） 

9月1日現在（　）は前月との増減 

人 口  714,179　（304増） 
男  360,642/女  353,537

世 帯  301,282　（288増） 

市の人口・世帯 
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お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

　市では、多くの人や企業が集まることにより、本市の魅力が一層向上し、市民がいきいき
と豊かに生活できる都市になることをめざして、シティセールスの取り組みを積極的に推進
しています。
　そこで、本市のシティセールスのシンボルになる、シティセールスコピー「潤水都市　さ
がみはら」のロゴデザインを募集し、皆さんから寄せられた２６１作品の中から決定しました。
　決定したロゴデザインはさまざまな機会で末永く活用し、相模原の魅力を市内外に発信し
ていきます。

ロゴデザイン入賞者
　表彰式は１１月２０日（土）・２１日（日）に開催する「潤水都市 
さがみはらフェスタ」で行います。
※「潤水都市  さがみはらフェスタ」について、詳しくは、
本紙１１月１５日号でお知らせする予定です。

ロゴデザインについて 
「相模原」のイニシャル“S”を右肩上がりの勢いある葉っぱに見立て、自然の

優しさと都市の活気を緑色で表現しました。 

その隣には「潤水都市 さがみはら」にふさわしい水色の塊を配置することで、「緑

が水を守り、水が緑を守る」という意味を込め、水と豊かな自然に恵まれ、市民

の心が潤いに満ちた活気あふれるまち「潤水都市 さがみはら」を表現しました。 

シティセールス
コピー

ロゴデザイン ロゴデザイン 
潤水都市　さがみはら 潤水都市　さがみはら 
じゅん すい と し じゅん すい と し 

決定！

最優秀賞（１作品）

サレジオ工業高等専門学校（４年）
高野直輝さん　（東京都世田谷区代田 在住）

優 秀 賞（２作品）

東京造形大学（３年）
新井加菜子さん（町田市相原町 在住）　　　

多摩美術大学（２年）
石川由香さん　（緑区橋本 在住）　　　　　

s新たに決定した
　ロゴデザイン

「シティセールス」
とは

　本市の魅力の創造・再発見
を行い、それらを効果的に伝
えることにより、人・もの・
情報・技術・文化の集積と交
流を生み出します。また、都
市の活性化が図られることを
めざして、相模原が持つ観光
資源や文化、都市基盤などさ
まざまな魅力を市内外に、戦
略的・効果的に発信するため
の方策です。
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パブリックコメント ご意見をお寄せください

市下水道ビジョン（案）
　局地的な大雨や下水道施設の老朽化などに対応するための基本的な考え方を示
す同ビジョンについて、ご意見をお寄せください。
同ビジョン（案）の配布　下水道整備課、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）・図書館
※市ホームページの 市へのご意見・ご提案 → パブリックコメント でもご覧にな
れます。
意見の提出　直接か郵送、ファクス、Eメールに住所、氏名、電話番号を書いて、

１１月１日（必着）までに下水道整備課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１
－１５　1０４２－７６９－８２７１　6０４２－７５４－１０６８　Eメール gesui-seibi@city. 
sagamihara.kanagawa.jp）へ

気軽にご相談ください
お問い合わせ会　場時　間日にち内　容相談名

県行政書士会
相模原支部

1０４２－７３０－３２４２

伊勢丹相模原店午前１０時
　～午後４時

１０月３日（日）
相続や遺言、成年後見、行
政への手続きなど

行政書士街頭
相談会

京王線橋本駅　　１０日（日）
中野中学校
体育館

午前１０時
　～午後３時　　３１日（日）

県司法書士会
相模原支部

1０４２－７５７－８４６１

 杜 のホール
もり

はしもと
午後１時３０分
　～４時３０分

１０月６日（水）

登記や供託、少額訴訟、多重
債務、成年後見など司法書士相談会

中央区役所市民相談室
1０４２－７６９－８２３０

中央区役所
市民相談室

午後１時
　　　～４時

遺言、相続等の公正証書作
成など公証人相談会

県社会保険労務士会
相模原支部

1０４２－７４６ー５８７８

市役所本館
１階ロビー

午前１０時
　～午後４時１０月１３日（水）厚生年金や国民年金、健康

保険、雇用保険など
社会保険労務士
会相談会　

横浜家庭裁判所
相模原支部

1０４２－７５５－８６６１

ソレイユさがみ
（緑区橋本）

午前１０時
　～午後３時１０月１７日（日）

近隣関係・金銭・騒音・交
通事故・離婚・相続などの
問題

調停委員による
調停相談会

ＮＰＯ無料相談会
　ＮＰＯ法人の設立・運営や、広報の仕方な
ど、専門家が相談に応じます。
日にち　毎月第２木曜日・第４火曜日
　　　　（１２月２８日を除く）
時　間　午前１１時、午後１時・２時３０分
　　　（１組１時間程度）
対　象　市内で活動している人・団体
定　員　各１人・組（申込順）
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住

所、氏名、電話番号、希望日を書いて、希
望日の３日前までにさがみはら市民活
動サポートセンター（16０４２－７５５－
５７９０　Ｅメール sagami.saposen@ 
iris.ocn.ne.jp）へ

相談は無料、秘密は守ります。　※希望者は直接会場へ

受験資格職務内容採用予定人数試験区分
昭和５５年４月２日～平成元年４月１日に
生まれ、大学等を平成２０年３月以降に卒
業か２３年３月までに卒業見込みの人

一般行政
事務に従事２０人程度行政

※採用は、平成２３年４月１日です。
※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と職務経歴・実績書（各様式は市ホームペ

ージの 相模原市、職員募集。 からダウンロード可）を郵送で１２月２８日（消
印有効）までに職員課へ

※応募状況に応じ随時選考を実施し、採用予定者が決定した場合は、申し込みを
締め切ります。

お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３

受験資格職務内容募集人数選考区分

平成２３年４月１日現在、６５歳未満（定年６５歳）
で、医師の免許があり、地域保健法施行令第
４条第１項各号のいずれかに該当する人

保健所長とし
て、公衆衛生
業務に従事

１人医師
（保健所長）

市職員（保健所長）を募集

市職員を募集

※採用は、原則、平成２３年４月以降です。
※詳しくは、人事委員会事務局、各区役所総務課・まちづくりセンターなどにあ
る受験案内をご覧ください。
申し込み　受験案内に付いている申込書等（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１０月１２日（消印有効）までに人事
委員会事務局へ

お問い合わせ　人事委員会事務局　1０４２－７６９－８３２０

市税（国民健康保険税を除く）の

休日・夜間納税相談窓口のご利用を
　平日や日中に、納税相談や納税ができない人のために、休日・夜間納税相談窓
口を開設します。電話相談もできます。

相談・お問い合わせ会　場夜　間休　日

1０４２－７６９－８３００納税課※
（市役所第２別館２階）

１０月１４日（木）
　　２６日（火）
１１月４日（木）
　　１６日（火）
午後５時３０分
　～７時

１０月２４日（日）
午前９時
　～午後４時

日　

時

1０４２－７４９－２１６３南市税事務所
（市南区合同庁舎３階）

1０４２－７７５－８８０８

緑市税事務所
（シティ・プラザはしもと内５階）
緑市税事務所津久井税務班
（津久井総合事務所１階）

※午後６時以降に来庁する場合は、市役所本館裏玄関の守衛室に申し出てください。

あなたの夢のお店が実現

チャレンジショップ募集
　商店街の空き店舗で出店をめざす人から事業計画を募集します。審
査のうえ、入選者には専門家による個別指導や奨励金などの支援をし
ます。
対　象　市内の商店街の空き店舗で小売業、サービス業、飲食業を経

営しようとする個人か従業員５人以下の企業
奨励金　賃借料の５０％以内（最大２年間、上限１０万円／月）
申し込み　商業観光課にある申込書（市ホームページの 産業・ビジ

ネス → 創業したい人向け情報 → チャレンジショップ支援事業
（創業支援） からダウンロード可）を１１月３０日（必着）まで
に同課（1０４２－７６９－９２５５）へ

※対象など詳しくはお問い合わせください。

 第１次試験日　１１月２３日（祝）　麻布大学 

さがみはら市民活動サポート
センターを管理運営する団体

対　象　市内に事務所がある特定非営利活動法人かその法人を含む共
同事業体

申し込み　必要書類を１０月１５日～１１月８日（必着）に市民協働推進課へ
※必要書類など詳しくは、同課か同センターにある募集要項（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
からダウンロード可）をご覧ください。

説明会・施設見学会
日　時　１０月１６日（土）午前１１時～正午
会　場　けやき会館
申し込み　電話で１０月１１日までに同課へ

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－９２２５

募集

安全・安心まちづくり市民大会
　安全・安心まちづくり功労表彰式や、講演会を行います。
日　時　１０月２３日（土）午後２時～４時
会　場　あじさい会館
定　員　３５０人（申込順）
講演会
テーマ　「交通事故被害者遺族としての戦い～２年半の孤独な歩み」
　　　　（あったかサポートキャラバン in さがみはら）
講　師　伊藤　真さん（交通事故遺族）
申し込み　電話で生活安全課（1０４２－７６９－８２２９）へ

働く人の健康づくり地域・職域連携推進シンポジウム

話・和・輪
わ わ わ

　「仕事と家庭両立支援推進企業」の表彰式や、市内３事業所の事例
発表などのシンポジウムを開催します。
日にち　１１月５日（金）
時　間　午後５時３０分～８時３０分
会　場　サン・エールさがみはら
定　員　１００人（申込順）
コーディネーター　岩室紳也さん（医師）
申し込み　電話か、ファクスに住所、氏名、電話番号を書いて、地域

保健課（1０４２－７６９－９２４１　6０４２－７５０－３０６６）へ

～あなたの元気は職場がつくり、

　職場の元気はあなたがつくる～
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あなたの就職活動をバックアップ！

内　容日にち

労働者派遣法と今後の動向１１月１０日（水）

労働契約と労働者・使用者　　１５日（月）

改正育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法　　１８日（木）

業務命令と労働条件の変更　　２５日（木）

労働講座
　労働契約や労働者派遣法、改正育児・介護休業法などを
学びます。

時　間　午後６時３０分～８時３０分
会　場　橋本公民館
定　員　各４０人（申込順）
申し込み　電話でかながわ労働センター県央支所（1０４６－

２９６－７３１１）へ

電話番号住　所幼稚園名
０４２－７５２－８０４０矢部３－１１－１３相模栄光

中
央
区

０４２－７５２－２３２８矢部４－１－２０相模白ゆり
０４２－７５３－２１９６淵野辺２－２２－７相模つばさ
０４２－７５４－５２９０清新３－１４－１６清心
０４２－７５６－５９７８東淵野辺４－２３－２０たけのうち
０４２－７６１－１６０６水郷田名１－１６－３田名
０４２－７５５－０３９１光が丘２－２４－１中央
０４２－７５５－３２６３陽光台６－３－２虹ケ丘
０４２－７６１－４３０６上溝３－１６－１５鳩川
０４２－７５５－０３９４淵野辺４－３１－７渕野辺ひばり
０４２－７５２－４８４２星が丘３－５－１０星が丘
０４２－７６２－２２８９上溝７－３１－４みずほ
０４２－７５５－４５７５富士見３－１２－１９弥生
０４２－７５５－５６０３横山台２－１０－８よこやま
０４２－７４３－３５９７鵜野森２－１１－１うのもり

南
区 ０４２－７５６－１２１８大野台５－１－１１大野文化

０４２－７４２－１４４５文京２－１－１相模女子大学幼稚部

ニートなどの若者の社会復帰を支援

「学びなおし塾いっぽ」後期 入塾者募集〈全５０回〉
日　時　１１月１日～平成２３年３月１６日の原則月・水・金曜日 午前９時～正午
会　場　青少年学習センターほか
対　象　市内在住の１５～３５歳の人＝１５人（選考）
内　容　○義務教育の学習力が不足している人の学習支援
　　　　○人付き合いが苦手な人のコミュニケーション能力向上支援

費　用　６万５，０００円（教材費含む）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏

名、年齢、性別、電話番号を書い
て、きょういく応援団（1０８０－
６７１４－１９９０　Ｅメール ippo@e-o 
uendan.org）へ

求職者支援講座 はじめてのお仕事！
　初めての仕事探しや、面接の心構えなどを学びます。
日　時　１０月２１日（木）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　電話で就職支援センター（1０４２－７００－１６１７）へ

市民協働提案制度事業 コンピュータ実務教育講座〈全１５回〉
　ワードやエクセル、パワーポイントなどオフィスソフトの実務レベルの知識を学びます。
日　時　１１月４日～２６日の月～金曜日（１１月２２日・２３日を除く）午前９時～正午
会　場　デジタルコンテンツ研究会（南区南台３－１２－１２）　　　費　用　１，６４４円
対　象　市内在住でパソコンの入力操作ができる求職者＝１５人（選考）
申し込み　直接か電話で１０月２０日までに同研究会（1０４２－７４８－０４７１）へ

②スポーツ吹き矢
〈全２回〉

日　時　１０月３０日、１１月２０日の
　　　土曜日午前１０時～正午
会　場　さがみ湖リフレッシュ
　　　センター
対　象　市内在住か在勤・在学の

身体障害児・者＝２０人、ボ
ランティア１０人（申込順）

パソコン体験講習会
〈全２回〉

　音声ソフトによるパソコン操作
の基礎を学びます。
日にち　１０月１６日（土）・１７日（日）
時　間　午前１０時～午後４時
会　場　津久井生涯学習センター
対　象　市内在住の視覚障害者
定　員　５人（申込順）
申し込み　電話で１０月１５日までに

総合学習センター（1０４２
－７５６－３４４３）へ

①お菓子作り
（和菓子）

日にち　１０月２８日（木）
時　間　午後２時～４時
会　場　けやき体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の

身体障害児・者＝１８人、ボ
ランティア５人（申込順）

費　用　５００円

③バスレクリエーション
「リンゴ狩り」

－銀河連邦障害者交流事業－

日　時　１１月１４日（日）午前８時～午後６時
行き先　サク共和国（長野県佐久市）
集合場所　けやき体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の障害児・者

とその付き添い＝４０組８０人（抽選）
費　用　１組２，５２０円（昼食代）

入塾説明会
会　場内　容日にち

青少年学習
センター

午後１時～５時
１０月８日（金）

　　１５日（金）

午前９時～正午　　２３日（土）

障害のある人へ いろいろな体験をしよう

申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号を書いて、①②１０月２５日③１０月１５日までにけやき体育館
（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

交流の場 子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててててててててててて広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場がががががががががががががががががががががが新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しくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーププププププププププププププププププププププンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
　鹿島台こどもセンターに子育て広場がオープンしました。
日　時　毎週水・金曜日午前１０時～正午

子育て広場とは
こどもセンターが開設する、親子が気軽に集い交流できる場です。
子育て経験がある地域の人などがスタッフになり、おおむね３歳以下
の子どもとその親を対象に、子育ての相談や講習会を行っています。

　次のこどもセンターでも、子育て広場を行っています。
開設曜日こどもセンター開設曜日こどもセンター

月・木・金清新・大野台月・水・金鶴園中和田
月・水・木大野南火・水・木富士見
火・金橋本水・金向陽
金大沼・大野北火・木並木・横山
木相武台火上鶴間

お問い合わせ　こども施設課　1０４２－７６９－９２２７

ハンドル形電動車いす 購入費を助成
対　象　市内在住で次に該当し、世帯全員の市民税が非課税の人

　身体障害者手帳１級～４級の下肢か体幹に障害がある人で、補装具
支給制度による支給と介護保険制度による貸与が受けられない人

身体
障害者

　特定高齢者（生活機能評価により、要支援・要介護状態になるおそ
れがあると判定された人）のうち、介護予防ケアマネジメントを受け
ている人

高齢者

助成額　購入費用の２分の１（上限１５万円）
申し込み・相談窓口
　直接１２月２８日までに、身体障害者は緑・中央・南障害福祉相談課、各保健
福祉課へ、高齢者は介護予防推進課 緑・中央・南班、各保健福祉課へ

お問い合わせ
身体障害者　 障 害 福 祉 課　1０４２－７６９－８３５５
高　齢　者　介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９

まずは相談を

私立幼稚園 平成２３年度新入園児を募集

電話番号住　所幼稚園名
０４２－６８５－０００５寸沢嵐９８０－４内郷

緑
区

０４２－７６２－４３８９上九沢２６７大沢
０４２－７６１－３４６４大島１３０４－２大沢第二
０４２－７６２－３６３３大島２０２－１大島
０４２－７７２－２９１５二本松３－９－１２相模野
０４２－７７２－４６１０東橋本２－３２－２２相模原みどり
０４２－７８２－８１８５若葉台６－５－１４城山わかば
０４２－７７２－０９２６相原１－２０－５新町
０４２－７８２－６３３２原宿南３－６－１０太陽の子
０４２－７８４－５１３３長竹８３８－１津久井ヶ丘
０４２－７６２－３５９４下九沢４４１－１てるて
０４２－７７１－１４４８橋本６－１４－１橋本
０４２－７８４－０１８１中野１３６６ばらの花
０４２－７７３－０７３０下九沢９６４あかね

中
央
区

０４２－７６１－６８５６田名５２６６－１上田名
０４２－７７３－８２４１宮下本町３－４－１２小山白ゆり
０４２－７７８－３７０４上溝３８２－３けやきの子

電話番号住　所幼稚園名
０４２－７４４－０５０３古淵３－２６－１９相模すぎのこ

南
区

０４２－７７８－２８４６当麻８７０－６
相模原高等学校
付属光明

０４２－７４２－３４７９麻溝台５－１１－６さがみひかり
０４２－７４４－０２２０東大沼２－７－６相模ひまわり
０４２－７４２－１５９３相南２－２５－６５相模翠ヶ丘
０４２－７４２－８２２７上鶴間４－２－１相模林間
０４６－２５４－５１９２磯部１６４８誠心相陽
０４２－７４８－８７３５西大沼５－１３－１７誠心第一
０４２－７４３－０４０３相模台６－３０－１２誠心第二
０４６－２５１－２０３０相武台団地２－３－６相武台中央
０４６－２５４－３６１４新磯野３－２２－１６つくしの
０４２－７４２－８５３０上鶴間本町８－５４－１０中和田
０４２－７４４－１５３９相模台２－９－４豊泉
０４２－７４２－８８２２上鶴間１－３－１南大野
０４２－７４２－９６６１上鶴間本町４－３３－４９谷口
０４２－７４２－３３９４東林間６－５－２林間のぞみ

募集要項の配布　１０月１５日から　 願書の受け付け　１１月１日から
 ＝認定こども園を併設する幼稚園

※詳しくは、各幼稚園にお問い合わせください。
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土器作り by 縄文人
　縄文人になりきって土器づくりに挑
戦します。
日　時　１０月１７日（日）午後２時～４時
対　象　小学生以上の人
費　用　２５０円

　季節性インフルエンザのＡ香港型とＢ型、昨年の秋から今年の冬に世界
的に流行した新型インフルエンザの３種類の混合ワクチンです。
　新型インフルエンザの再流行の可能性があるため、優先接種対象者など
の区分は設けず、すべての人を対象に、ワクチン接種を実施します。
　季節性インフルエンザの流行は、１２月から始まることが多いため、でき
るだけ早目にワクチンの接種を受けましょう。

季節性・新型 イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワククククククククククククククククククククククチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンのののののののののののののののののののののの接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種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始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始
※例年実施している高齢者インフルエンザ予防接種は、今回の予防接種と一緒になりました。

●接種費用の免除
　協力医療機関にある申請書を医療機関の窓口に提出し、次の費用免除対
象者であることが確認できる書類のいずれかを提示してください。

●効果とリスク
　予防接種は、重症化を防ぐ効果がありますが、 腫 れる、発熱するなどの

は

症状や、まれに重大な副反応を引き起こす可能性もあります。なお、万が
一予防接種で健康被害が発生した場合は、国による救済措置があります。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

初心者歓迎 塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗塗りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩彩画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座〈全３回〉
　秋や冬、クリスマスをイメージした絵に色を塗ります。
日にち　１０月１９日・２６日、１１月９日の火曜日
時　間　午前１０時～正午　　　会　場　津久井生涯学習センター
定　員　１５人（申込順）　　　費　用　１,０００円（材料費）
申し込み　直接か電話で同センター（1０４２－７８４－２４００）へ

布ぞうり教室
日　時　１０月２４日（日）午後１時３０分～３時３０分
会　場　サン・エールさがみはら
定　員　２５人（抽選）　　　　費　用　２，０００円
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏名、電話番号、「布ぞうり

教室」と書いて、１０月１５日（必着）までに同所（〒２５２－０１３１　緑区
西橋本５－４－２０　1０４２－７７５－５６６５）へ

版画教室〈全４回〉
　年賀はがきなどを作ります。
日にち　１１月２日～３０日の毎週火曜日（１１月２３日を除く）
時　間　午後１時３０分～４時
会　場　相模の 大凧 センター

おおだこ

対　象　市内在住の６０歳以上の人＝１５人 (申込順 )
費　用　３,０００円
申し込み　直接か電話で新磯ふれあいセンター（1０４６－２５５－１３１１）へ

国会等施設見学会
日にち　１１月１２日（金）
集　合　市役所＝午前７時１５分、市南区合同庁舎＝

午前７時４５分　※解散は午後５時ごろ
コース　国会議事堂、憲政記念館など
対　象　市内在住の２０歳以上の人＝５８人（抽選）
申し込み　はがきかＥメール（１通で２人まで）に全員の住所・氏名・年齢・

職業・電話番号、希望集合場所を書いて、１０月１５日（必着）までに市選
挙管理委員会事務局（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－
７６９－８２９０　Eメール senkan@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

旧石器ハテナ館の催し
秋の自然を感じよう！
ネイチャー・クラフト作り
　落ち葉のしおりや、木でメモ
ホルダーを作ります。
日にち　１０月２３日（土）
時　間　午前１０時～１１時３０分

確認書類対　象

生活保護受給票生活保護を受給
している世帯の人

本人確認証
中国残留邦人等
支援給付を
受けている人

国民健康保険限度額認定証
※適用区分がＣ、Ⅰ、Ⅱの人国民健康保険に

加入している人

市民税非課税
世帯の人

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
介護保険料納入通知書
※３枚目の保険料賦課の段階区分・根拠の
項目の「段階」の欄が「第１段階」「第
２段階」「第３段階」の人

６５歳以上の人

介護保険限度額認定証
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証７５歳以上の人
新型インフルエンザ予防接種費用免除に係
る平成２２年度市民税非課税世帯証明書
※市民税課、緑市税事務所（津久井税務班
を含む）、南市税事務所、各まちづくり
センター・連絡所で無料交付

相模原
市

平成２２年
１月１日
現在に住
民登録が
あった自
治体

市民税課税証明書
※住民登録があった市町村が発行する有料
の市民税課税（非課税のもの）証明書が必要

相模原
市以外

お問い合わせ　疾病対策課　1０４２－７６９－８３４６

※接種費用の免除対象者が市外の医療機関で接種し、費用を支払った場合
は、市が定めた額を上限に還付を受けられる場合があります。医療機関
が発行した領収書、接種済証、上の表の確認書類を持って疾病対策課へ

すべての人
を対象に

定　員　各３０人（申込順）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

会　場時　間日にち内　容
女子美アート
ミュージアム
（南区麻溝台）

午前１０時
～午後４時３０分

１０月３０日（土）
～１１月１日（月）

造形
「さがみ風っ子展」

淵野辺公園午前９時～午後４
時（１１月１日は午
後３時３０分まで） 銀河アリーナ

（中央区弥栄）
学校給食展
パネル展示など

市民会館ホール午前９時４５分
～午後３時

１０月１３日（水）
～１５日（金）小学校連合音楽会

グリーンホール
相模大野

午前９時３０分
～午後４時１０月２９日（金）中学校音楽発表会

南市民ホール
（南区相模大野）

午前９時２０分
～午後４時３０分

１１月５日（金）
　～７日（日）中学校演劇発表会

グリーンホール
相模大野

午前９時３０分
～午後４時３０分

１１月６日（土）
　　７日（日）器楽合奏大会

グリーンホール
相模大野午前９時３０分

～午後３時
１１月２０日（土）合同学芸会 市民会館ホール

津久井
中央公民館

午前９時３０分
～午後０時３０分

同時開催（市立小中学校ＰＴＡ連絡協議会）
会　場時　間日にち内　容

淵野辺公園午前９時～午後３時１０月３０日（土）
　　３１日（日）

ふれあいコーナー
※親子工作など

さがみ風っ子文化祭
～青空に広げよう　創造と友情の輪を～

診察の結果、接種でき
ない場合（予診料）      

１回目と異なる医療
機関での２回目　　２回目１回目区　分

無料
３，６００円２，５５０円

１，０００円６５歳以上等※

１，７９０円３，６００円上記以外

※６５歳以上の人のほか、６０～６４歳で、心臓・じん臓・呼吸器の機能、ＨＩＶ
による免疫の機能に高度の障害がある人
※市外等で接種した場合は、接種した医療機関が決めた費用が必要です。

●接種方法
　協力医療機関に予約し、接種してください（ワクチンの入荷状況により、
予約できない場合があります）。１６歳未満の人は、保護者の同伴が必要です。

●協力医療機関名簿の配布
　疾病対策課、各まちづくりセンター・出張所・連絡所など
※そのほか市ホームページの 暮らしの情報 → 健康・衛生・医療 → 感染 
 症予防 → 予防接種 でご覧になるか、コールセンター（1０４２－７７０－
７７７７）へお問い合わせください。

●接種回数
　接種回数は１回です。ただし、次のいずれかに該当する人は２回接種です。
２回接種の対象者
○１３歳未満の人
○基礎疾患がある人など、医師が２回接種の必要があると判断した人
※接種間隔は、免疫効果を考慮すると４週間空けることが望ましいとされ
ています。

●接種費用（市内協力医療機関で接種した場合）
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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。

費　用定員（抽選）対　象会　場時　間日にち講　座　名

各５００円
６０人

どなたでも
麻布大学午後２時～４時１１月６日（土）猫のコミュニケーション方法を知ろう

～飼い猫とより良い関係を築くために～

４０人 杜 のホールはしもと
もり

セミナールーム２
午前１０時～１１時３０分１１月１３日（土）農医連携の科学Ⅲ

２，０００円６０人大学生以上の人東京女学館大学
（町田市鶴間１１０５）

午後２時４０分
　　　　～４時１０分

１１月９日～１２月７日の火
曜日（１１月２３日を除く）日本人の生活と伝承〈全４回〉

各５００円

３０人大学生か就職
活動中の人

桜美林大学プラネット
淵野辺キャンパス午後３時～５時１２月９日（木）楽しみながら身につける

ビジネスマナーの基礎知識

各２０人どなたでも
町田市土木サービスセンター臨時駐
車場（町田市下小山田町３２６７－４）午前１０時～１１時３０分

１２月１２日（日）犬との 素  敵 な暮らし方
す てき

愛犬と一緒にゲームにチャレンジ！！
横山公園午後２時～３時３０分

２０組小学生と
その保護者青山学院大学相模原キャンパス午後０時３０分～４時１２月１８日（土）親子でピクトグラム 凧 を作って、あげよう

たこ

到来 学びの 学びの 到来 学びの 秋 秋 到来 
申し込み　各まちづくりセンター・出張所・公民館などにあ

る申込用紙（相模原・町田大学地域コンソーシアムホ
ームページからダウンロード可）を１０月２６日（必着）
までに同事務局へ

お問い合わせ　さがまちコンソーシアム大学事務局
1０４２－７４７－９０３８　Ｅメール info@sagamachi.jp

学ぶことは、面白い

さがまちコンソーシアム大学  後期講座

講演「身近な野鳥と生物多様性について」
日　時　１０月２４日（日）午前９時３０分～正午
会　場　ソレイユさがみ　
講　師　安西英明さん（日本野鳥の会理事）
定　員　１２０人（申込順）
※県内、市内の野鳥も紹介します。

はじめての野鳥観察会

「北国から渡ってきた鳥たちを見てみよう！」
日にち　１１月２１日（日）
時　間　午前９時３０分～午後０時３０分
集合場所　相模川清流の里　　
定　員　３０人（申込順）※小学生以下は保護者同伴

講義「生物多様性の保全～人と生きものが

共生するために～」
日　時　１１月３日（祝）午後１時３０分～４時
会　場　環境情報センター
定　員　８０人（申込順）
※生物多様性に向けた取り組みの事例も発表します。

野鳥から学べる持続可能な未来 生物多様性とCOP１０の成果

この秋じっくり環境について学ぼう 環境セミナー

各講座の内容など、詳しくは
お問い合わせください。

さがまちシンポジウム 環境について考える
日　時　１０月１６日（土）午後１時～３時４５分　会　場　相模女子大学マーガレットホール
内　容　基調講演「里地里山と生物多様性」
　　　　　講　師　山本勝利さん（農業環境技術研究所上席研究員）
　　　　パネルディスカッション「学生が独自に取り組んでいる環境活動の紹介」

参加大学　麻布大学、桜美林大学、北里大学、相模女子大学、女子美術大学、
玉川大学

定　員　１００人（申込順）　　
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、同事務局へ

申し込み　電話か、Ｅメールに氏名、電話番号、講座名を書
いて、環境情報センター（1０４２－７６９－９２４８　Ｅメー
ル kankyo@eic-sagamihara.jp）へ

さがまちコンソーシアム大学とは
　本市と町田市などにある大学と地域の連携によるまちづくり
を推進している「相模原・町田大学地域コンソーシアム」が開
校する大学です。学びの楽しさとともに、暮らしに役立つ講座
など、身近な話題をテーマにさまざまな講座を開講しています。

費　用対象・定員（抽選）時　間日にち講　　座

　４，０００円
どなたでも＝各２０人

午後２時～４時１１月１７日、１２月１日、平成２３年１月１２日、
２月２日、３月２日の水曜日中世文学『徒然草』を読むⅡ〈全５回〉

　３，０００円午前１０時～正午１０月２３日・３０日、１１月１３日の土曜日
※予備日　１２月４日（土）

ノルディックウオーキング de 津久井散策〈全３回〉
ストックを使って歩き、運動効果を高めます。

　４，０００円小学校４年生以上の人
＝２０人

午前９時～午後３時
（１０月２３日は午後１時から）

１０月２３日・３０日の土曜日、１１月３日（祝）
※予備日　１２月１１日（土）

マウンテンバイク de 快走〈全３回〉
津久井の大自然をマウンテンバイクで疾走します。

各５，０００円小学生＝各１５人
午後５時３０分～６時２０分１１月２日～２３年１月２５日の火曜日

（１１月２３日、１２月２８日、１月４日を除く）
小学校１～３年生ネイティブスピーカーと楽しく

英会話〈全１０回〉 午後６時２５分～７時１５分小学校４～６年生

会　場　津久井生涯学習センターほか　　申し込み　電話か、はがきに住所、氏名、電話番号、希望の講座名を書いて、１０月１５日（必着）までに同センターへ

大自然の中で体験・学習しよう

グリーンカレッジつくい 後期講座
お問い合わせ　津久井生涯学習センター　

1０４２－７８４－２４００　〒２５２－０１５９　緑区三ヶ木４１４　

申込期限費　用対象・定員（申込順）時　間日にち講　　座

１０月６日２，０００円子育て中の母親＝２０人

午前１０時～正午

１０月２０日・２７日、１１月１７日、
１２月１日の水曜日

 癒 しのときを過ごしませんか？　〈全４回〉※
いや

思春期の子どもとのコミュニケーションを学びながら、
ハーブなどで心も体もリフレッシュします。

１０月２１日  ８００円どなたでも＝２０人１０月２８日～１１月１１日の
毎週木曜日

楽しいマジック〈全３回〉
マジックの歴史や演じ方などを学びます。

１１月１８日１，５００円どなたでも＝１６人１１月２５日～１２月９日の
毎週木曜日

ハーブ“植物の恵み”をもらって〈全３回〉
ハーブを生活に取り入れる楽しみ方を学びます。

１１月１３日　５００円どなたでも＝２０人午後２時～４時
（１１月２７日は４時３０分まで）

１１月２７日～１２月１１日の
毎週土曜日

おもしろ日本語塾〈全３回〉※
日本語のおもしろさや不思議さを学びます。

１１月２０日１人１，０００円
５歳以上の子どもと
その保護者＝２０人
※大人のみの参加も可

午前１０時～正午親子マジック教室〈全３回〉
マジックを通して親子で楽しい時間を過ごします。

１２月１日  ５００円どなたでも＝１６人午前１０時～１１時３０分１２月８日・１５日の水曜日ヨガで楽々リラックス〈全２回〉
だれでもどこでも気軽にできるヨガを体験します。

※未就学児（２歳以上）の保育あり〈定員各６人（申込順）、各申込期限までに要予約〉

講座の企画・運営の研修を受けた市民が行う講座

総合学習センター　市民講座「学びのらいぶ塾」
申し込み　直接か電話で各申込期限までに同センター（1０４２

－７５６－３４４３）へ
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2009 
「エンペラー・　　　　　　 
　　　　オブ・ジャパン」 

伊奈英次さん 

2008
「MY LOST AMERICA」 
 中野正貴さん 

2007
「私は毎日、　　　　　　　 
　　天使を見ている。」 

渡邉博史さん 

2006
「水俣の肖像」 
桑原史成さん 

2005
「絶望のなかの 

　　　　　ほほえみ」 
　後藤　勝さん 

2004 
「alive」 

古屋誠一さん 

2001 
「チェルノブイリ　　　 
　　　消えた458の村」 
 広河隆一さん 

2002 
「しあわせ　　　　　　　　 
　インド大地の子どもたち」 

 鬼海弘雄さん 

2003 
「へスースとフランシスコ」 

 長倉洋海さん 

プロの部 

さがみはら 

写真賞 

アマチュアの部 

市民奨励賞 

2007 2008 
「ヨッ！」 
若杉義男さん 

2009 
「落ち鮎」 
新井信行さん 

「ダイヤモンドの 
　　　　　　輝き」 
　 金井勝利さん 

　市では、新たな「さがみはら文化」を全国、世界に発信するため、写真展を中心と

したさまざまなイベントを組み込んだ総合写真祭「フォトシティさがみはら」を２００１

年から開催し、今年で１０周年を迎えました。「フォトシティさがみはら」は、新たな

時代を担うプロ写真家の顕彰や、写真に親しむアマチュアの人に作品発表の場を提供

するほか、市民の皆さんがさまざまなイベントを通して優れた芸術文化に触れ、写真

の魅力を楽しめるイベントです。

　ぜひ「フォトシティさがみはら」で、写真の魅力を楽しんでください。

お問い合わせ　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

フォトシティさがみはら 
「さがみはらの写真文化」を全国に発信！ 

10周年 
記録！ 記録！ 表現！ 表現！ 記憶！ 記憶！ 

2010

江成常夫さん（写真家・九州産業大学名誉教授）
フォトシティさがみはら　実行委員会特別委員

　写真は家族のアルバムはもとより、新聞に代表されるメディアとし
て、さらに喜びや悲しみといった心の 綾 までも、表現してくれます。

あや

そしてまた幕末の志士、坂本龍馬のポートレートが示すように、写真
は１００年前のときを今に伝え、今の社会を１００年後に語り継いでくれま

す。写真で文化を育成する「フォトシティさがみはら」。 奇 しくも相模原市が政令指
く

定都市となった今年、１０回目を迎えました。継続は力です。この写真祭が次の節目の
２０回、そして１００回を重ねたとき、“心の泉”として、どんな大輪の花を咲かせてくれ
るでしょうか。夢が膨らみます。

フォト・シンポジウム ～都市と文化～
　写真をテーマにしたシンポジウムを開催します。パネルディスカッションなどを通し、
社会や未来を考えます。
日　時　１０月９日（土）午後２時～６時
会　場　 杜 のホールはしもと

もり

第１部　講演　講師　石川　好さん（作家・酒田市美術館長）
第２部　パネルディスカッション

○コーディネーター　江成常夫さん
○パネリスト　石川直樹さん（２０１０年さがみはら写真賞受賞者）　

伊藤俊洋さん（北里環境科学センター理事長）
遠藤彰子さん（画家・武蔵野美術大学教授）　　
山口和夫副市長

※希望者は直接会場へ

フォトシティさがみはらの歩み

　２００１年にスタートした相模原市総合写真祭「フォトシティさがみはら」。
第２回目からは海外にも目を向け、特に日本とさまざまな分野で密接な関係
のあるアジア地域を対象とし、プロの部に「アジア賞」を創設しました。ま
た、市民の皆さんがさらに写真を身近に感じられるよう、２００７年にアマチュ
アの部にも「市民奨励賞」を創設しました。
　２００６年には、それまでの活動が評価され、社団法人日本写真協会から「地
域または業域における写真文化の振興に顕著な貢献をした個人または団体」として、「日本
写真協会賞・文化振興賞」を受賞しました。
　「フォトシティさがみはら」は、今後もさらに愛され、皆さんに親しまれる写真祭になる
ことをめざし活動を続けます。

都道府県等氏　名作　品　名賞

ア
マ
チ
ュ
ア
の
部

新潟県外石富男蓮刈りの父娘金賞
長野県青木美幸青鬼の春

銀賞
横浜市平井正友ひと休み
東京都冨永浩司帰り道

銅賞 愛媛県乘松賢二野焼き
北海道宮本典佳ひとり占めの虹景

相模原市緑区内藤健一一瞬の輝き市民奨励賞

国・都道府県氏　名作　品　名賞

プ
ロ
の
部

東京都石川直樹ARCHIPELAGOさがみはら写真賞

バングラデシュMunem WasifSALT WATER
TEARSさがみはら写真アジア賞

東京都蔵　真墨kura
さがみはら写真新人奨励賞

埼玉県染谷　學ニライ

プロの部・アマチュアの部歴代受賞写真展
　２００１年～２００９年の入賞作品１４７点を展示します。歴代の受賞作品をぜひご覧ください。
日　時　１０月２８日（木）～１１月１５日（月）午前１０時～午後７時　※水曜日休館
会　場　相模原市民ギャラリー（中央区相模原）
※希望者は直接会場へ

期　間　１０月８日（金）～２５日（月）　※水曜日休館
時　間　午前１０時～午後７時
会　場　相模原市民ギャラリー
※希望者は直接会場へ

写真講評会　時　間　午後１時～３時
　アマチュアの部入賞作品の受賞ポイントを、審査員が
解説します。
ギャラリートーク　時　間　午後３時～５時
　プロの部受賞作品を、審査員と受賞者が解説します。
※希望者は直接会場へ

プロの部・アマチュアの部受賞作写真展

主な受賞者（敬称略）

映 像 制 作 ・ 発 表 会  
　学生団体５チームが制作した、市収蔵の郷土
記録映像を素材に、過去と現在を対比させた映
像作品を発表します。そのほか、なつかしの神
奈川ニュース映画を多数上映します。

日　時　１１月７日（日）
時　間　午後１時～４時
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
※希望者は直接会場へ

　参加者が持参した写真に、専門家が
アドバイスします。
日にち　１０月２９日（金）
時　間　午後０時３０分～３時３０分
会　場　相模原市民ギャラリー
対　象　写真家をめざす３５歳以下の人
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
ニコンサロン事務局　1０３－３７６９－７９５３

ニコンポートフォリオ 
レビュー in 相模原 

プロの部 さがみはら写真賞 
「ARCHIPELAGO」 石川直樹さん（東京都） 

アマチュアの部 金賞 
「蓮刈りの父娘」  
外石富男さん（新潟県） 

アマチュアの部 
市民奨励賞 

「一瞬の輝き」 
内藤健一さん（相模原市緑区） 

文化振興賞の
トロフィー

フォトシティさがみはら2010

私のこの１枚写真展 
　あなたのとっておきの写真を展示してみませんか。

会　場期　間
伊勢丹相模原店平成２３年１月５日（水）～１１日（火）
ミウィ橋本

インナーガーデン１月１３日（木）～１９日（水）

参加費　５００円
申し込み　展示ボードに写真（１人１作品）を 貼 って

は

１２月２０日までに直接、受付場所へ
※展示ボードの配布・受付場所など詳しくは、各公民
館などにある募集案内をご覧ください。 親子写真教室作品展示

　同教室に参加した人の作品を展示します。
期　間　１０月８日（金）～１１月１５日（月）

◇　　　◇
時　間　午前９時～午後８時 

（土・日曜日、祝日は午後５時まで）
会　場　相模原市民ギャラリー
※希望者は直接会場へ

500人の子ども
写真教室作品展示

　同教室に参加した各小学校５年生の作品
を展示します。

展示作品の対象校期　間
麻溝小学校
桜台小学校

１０月８日（金）
　～２０日（水）

双葉小学校
若草小学校

 １０月２１日（木）　　
　 ～１１月２日（火）

もえぎ台小学校
夢の丘小学校

１１月３日（祝）
　～１５日（月）

１０周年記念

日にち
１０月１０日（日）

関連
イベント
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みんなの 
10月２日～17日は県民スポーツ週間 

プロが教える 親子で撮ろう！ 写真教室
日　時　１０月３０日（土）午後１時３０分～４時３０分
会　場　総合体育館
対　象　市内在住の小学生以下の子どもとその保護者（兄弟の参加可）
定　員　１５組（申込順）　　費　用　１組３，０００円
申し込み　直接、費用を持って１０月１５日までに同体育館（1０４２－７４８－

１７８１）へ

プチ・くるくるブックフェア
　図書館で役割を終えた本を無料で提供します。
日　時　１０月１６日（土）午前９時３０分～午後４時
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

読み聞かせボランティア養成講座〈全４回〉
　橋本図書館の「おはなし会」で読み聞かせを行うボランティアを養成します。
日　時　１１月４日・１８日・２５日、１２月２日の木曜日午後２時～４時
会　場　ミウィ橋本５階コミュニティルーム
対　象　市内在住の人＝２０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、電話番号、「ボランティア養成講座」

と書いて、１０月１５日（必着）までに橋本図書館（〒２５２－０１４３　緑
区橋本３－２８－１　1０４２－７７０－６６００）へ

●祝  政令指定都市・相模原誕生

さがみはら観光写真コンテスト
テーマ　市内の行事や祭り、自然景観、都市景観、文化財など
※作品のサイズなど詳しくは、募集要項をご覧ください。
申し込み　市観光協会、各公民館・地域センターなどにある応募票を、作

品の裏側に 貼  付 し、１２月１５日（必着）までに市観光協会（商業観光課
ちょう ふ

内　1０４２－７６９－８２３６）かフォトイメージング相模原組合加盟店へ

作品
募集

市立博物館の催し
プラネタリウム新番組「秋の夜長のほうき星」
　ハートレイ第２すい星や流星群などについて紹介します。
期　間　１１月３０日（火）まで
時　間　午後３時３０分（土・日曜日、祝日は午後１時３０分もあり）
定　員　各２１０人（先着順）
費　用　各５００円（４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円）

星空観望会（１１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　時　１１月５日～２６日の毎週金曜日午後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、１０月１５日（必着）までに同館（〒２５２
－０２２１　中央区高根３－１－１５　Ｅメール star＠city.sagamihara. 
kanagawa.jp）へ

藤野歌舞伎定期公演
か ぶ き

　演目は「 一谷  嫩  軍  記 」「 熊  谷  陣  屋 の 場 」、地元の子どもたちが演じる
いちのたに ふたば ぐん き くま がい じん や ば

「 白 
しら

 浪  五  人  男 」です。
なみ ご にん おとこ

日　時　１０月１７日（日）午後１時３０分～４時
会　場　牧郷体育館（緑区牧野）

お問い合わせ　藤野まちづくりセンター　1０４２－６８７－２１１７

相模原麻溝公園競技場の教室
サッカー
日　時　１１月１日～１２月２７日の毎週月曜日午後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

元気なシニア健康体操〈全８回〉
日　時　１１月１日～１２月２０日の毎週月曜日午前１０時３０分～１１時４５分
対　象　６０歳以上の人＝２０人（申込順）　　費　用　２，４００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、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

さがみはらグリーンプールの催し
午後の水泳〈全８回〉
　ゆっくり水中運動を行います。
日　時　１０月５日～２９日の毎週火・金曜日午後２時～３時
対　象　６０歳以上の人＝２０人（申込順）　　費　用　５，０００円

親子であそぼう〈全２回〉
　親子でスキンシップを図りながら、反応力やリズム感を養います。

英語であそぼう in ハロウィン
　英語のゲームや、クラフトを行います。
日　時　１０月２４日（日）午後３時～４時
対　象　小学校１～３年生＝２０人（申込順）　　費　用　１，０００円

はじめてのビーズアクセサリー
　ビーズで指輪を作ります。
日　時　１０月３０日（土）午前１０時～正午
対　象　小学生以上の人　※小学校１～３年生は保護者同伴
定　員　２０人（申込順）　　費　用　１，０００円

時　間日にち
午前１０時～１１時１０月１８日（月）

１１月１日（月）午前１１時３０分～午後０時３０分

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

対　象　２～６歳の子どもとその
保護者＝各１０組（申込順）

費　用　各４００円（子ども２００円）

北総合体育館の教室
申込期限日　時コース〈全７回〉

１０月１０日１０月１８日～１２月６日（１１月８日を除く）の月曜日
午前１０時～１１時３０分シェイプアップ体操

１０月２０日１１月５日～１２月１７日の毎週金曜日
午後２時～３時３０分インナーストレッチ

対　象　１５歳以上（中学生を除く）の人＝各３０人（抽選）　費　用　各３，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、教室名を書いて、

各申込期限（必着）までに同体育館（〒２５２－０１３４　緑区下九沢２３６８－
１　1０４２－７６３－７７１１）へ

市立博物館　1０４２－７５０－８０３０　開館時間　午前９時３０分～午後５時
１０月の休館日　４日（月）、１２日（火）、１８日（月）、２５日（月）

救いのほとけ－観音と地蔵の美術－
　「救い」をテーマに観音と地蔵の姿を現した版画、
仏像、仏画など約１２０点を展示します。
期　間　１０月９日（土）～１１月２３日（祝）
※１１月から一部展示替えをします。
時　間　火～金曜日＝午前１０時～午後５時
　　　　土・日曜日、祝日＝午前１０時～午後５時３０分
※入館は閉館３０分前まで
会　場　町田市立国際版画美術館 

（町田市原町田４－２８－１）
費　用　１，０００円（高校生・大学生７００円、６５歳以上の人５００円）

お問い合わせ　町田市立国際版画美術館　1０４２－７２６－２７７１
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

町田市 

視聴覚ライブラリーの催し
１６ミリ映写機操作認定講習会
日　時　１１月７日（日）午前９時４５分～午後５時
対　象　市内在住か在勤・在学で１５歳以上（中学生を除く）の人
定　員　１８人（申込順）　　費　用　５００円（テキスト代）
申し込み　直接か電話で同ライブラリーへ

シネマサロン
上映作品　「 黄 昏   」（１９５１年／アメリカ）

たそ がれ

日　時　１０月１７日（日）・１９日（火）午後２時～４時
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）

「
千
手
観
音
立
像
」

滋
賀
・
福
寿
寺
蔵
（
重
要
文
化
財
）
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スポ・レク情報 

電話番号時　間施設名

①０４２－７４８－１７８１
午前９時～午後１０時①総合体育館②北総合体育館

（体育室・トレーニング室） ②０４２－７６３－７７１１

　０４２－７５８－３１５１午前９時　
～午後９時３０分

さがみはらグリーンプール
（プール・トレーニング室）

　０４２－７７６－５３１１銀河アリーナ（トレーニング室）

　０４２－７５８－０８８６午前８時３０分
～午後９時３０分

横山公園陸上競技場

　０４２－７５３－６９３０相模原球場体育室

　０４２－６８７－５７００午前９時～午後５時ふじのマレットゴルフ場

青山学院大学庭球部 硬式テニス教室
日　時　１０月２３日（土）午前１０時～午後４時〈雨天中止〉
会　場　同大学緑が丘グラウンド
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人＝５０人（抽選）　　費　用　５００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、「テニス教室」と

書いて、１０月９日（必着）までに同グラウンド（〒２５２－０２２５　中央区
緑が丘２－４０－１　1０９０－１８４８－１３３２）へ法政大学公開講座 バドミントン教室

日　時　１１月６日（土）午後１時～４時
会　場　同大学多摩キャンパス体育館アリーナ（町田市相原町４３４２）
対　象　市内在住か在勤・在学の小学校４年生以上の人＝５０人（申込順）
費　用　１，０００円（小学生５００円）
申し込み　Ｅメールに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、Ｅメールア

ドレスを書いて、１１月５日までに法政クラブ（1０４２－７８３－２７２０
Ｅメール info@hosei-club.org）へ

※法政クラブホームページからも申し込めます。

公園めぐりクイズ ウオークラリー（チーム対抗戦）
日　時　１１月３日（祝）午前９時～午後１時３０分
コース　淵野辺公園 → 鹿沼公園 → 淵野辺公園
対　象　市内在住か在勤・在学の小学生以上の人（１チーム４ ･５人）
定　員　１００人（抽選）　費　用　１人３００円　※小・中学生は保護者同伴
申し込み　往復はがきに、全員の住所・氏名（ふりがな、代表者に○）・年齢・

電話番号、「ウオークラリー」と書いて、１０月１５日（必着）までに淵野辺
公園（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６　1０４２－７５３－６９３０）へ

わかたけ元気倶楽部〈全５回〉
　中国体操（練功十八法）やストレッチなどの健康体操を行います。
日　時　１０月１８日、１１月１日・８日・１５日・２９日の月曜日午前９時３０分～１１時
会　場　老人福祉センター若竹園　対　象　６０歳以上の人＝２０人（申込順）
申し込み　直接か電話で、１０月１５日までに同所（1０４２－７４６－４６２２）へ

スポーツ大会出場奨励金
対　象　アマチュアスポーツ大会の全国大会等に出場する市内在住の個人、

団体（年度内１人１回）
※大会開催の１４日前までに申請が必要。申請方法や金額など詳しくはお問
い合せください。

お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

１０月１１日（祝）は体育施設を無料開放！

※個人の利用に限ります。
※利用できる内容など詳しくは、各施設にお問い合わせください。

１０月２０日 銀河アリーナ アイススケート場オープン！
期　間　平成２３年５月６日（金）まで
時　間　午前９時～午後８時１５分
　　　　（火・木曜日は午後６時まで）
※手袋と、帽子かヘルメットを着用して
ください。

お問い合わせ
　銀河アリーナ　1０４２－７７６－５３１１

料　金
貸靴代入場料区　分
２００円４００円４歳～中学生

４００円
６００円１８歳以下の人
８００円１９～６４歳の人
４００円６５歳以上の人

※障害者と介護者は入場無料

市体育協会からのお知らせ
市長杯争奪ターゲット・バードゴルフ競技大会
日　時　１０月２４日（日）午前９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・在学の１８歳以上の人　　費　用　８００円
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、「ターゲット・バー

ドゴルフ競技大会」と書いて、１０月１６日（必着）までに市体育協会へ

ペタンク協会　初心者講習会
日　時　１０月２３日（土）午前９時～１１時３０分　　会　場　相模原球場会議室
対　象　小学校４年生以上の人＝１８人（先着順）　　費　用　３００円
※希望者は直接会場へ

ペタンク競技親善大会（トリプルス）
日　時　１１月３日（祝）午前８時　　会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
対　象　市内在住の人で編成するチーム＝６４組（申込順）
費　用　１，０００円（高校生以下の人５００円）
申し込み　はがきに代表者の住所・氏名・電話番号、全員の氏名、チーム名、

「ペタンク大会」と書いて、１０月１４日（必着）までに市体育協会へ

みんな元気さがみはらウオーク２０１０＆健康・体験イベント
日　時　１１月３日（祝）午前９時１５分　　集合場所　相模原麻溝公園センター広場
コース　楽らくウオーク相模原公園（４㎞）、古代のロマンと豊かな清流（１２㎞）
費　用　各５００円（未就学児は無料）
申し込み　はがきかファクス、Ｅメールに全員の住所・氏名（代表者に○）・年齢・

性別・電話番号・コースを書いて、１０月２３日（必着）までに市体育協会へ

ソフトバレーボール大会　ねんりんピック選考会を兼ねています
日にち　１１月２０日（土）　　会　場　北総合体育館
種　目　フリー（小学生以上の男女各２人）、レディース（小学生以上の女

子４人）、シルバー（市内在住で昭和２７年４月１日以前に生まれた人）
費　用　２，０００円
申し込み　市体育協会にある申込書と費用を１０月１８日（必着）までに市バレ

ーボール協会へ

硬式シニアテニス教室
日　時　１１月４日（木）午前８時３０分～午後４時２０分〈予備日１１月１８日（木）〉
会　場　淵野辺公園テニスコート
対　象　男子５５歳以上・女子５０歳以上の、初心者と中級者＝各７０人（抽選）
費　用　各２，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、テニス経験年

数、予備日参加の可否、「テニス教室」と書いて、１０月１３日（必着）ま
でに市体育協会へ

※市テニス協会のホームページからも申し込めます。

おやこ元気アップ事業！　ダンスエクササイズなど
日　時　１１月６日（土）午前９時～正午　　会　場　総合体育館
対　象　小学生以下の子どもとその保護者
申し込み　はがきに住所、氏名、電話番号、「おやこ元気アップ」と書いて、

１０月２０日（必着）までに市体育協会へ

スポーツネットワーク中学生セミナー
日　時　１１月２０日（土）午前９時３０分～正午
会　場　青山学院大学相模原キャンパス
対　象　市内在住か在学の中学生
種　目　バスケットボール（男子）３５人、バレーボール（女子）３５人、硬式野球３０人
申し込み　往復はがき（１枚４人まで）に全員の住所・氏名（代表者に○）・

学校名・学年・電話番号・希望種目を書いて、１０月２６日（必着）まで
に市体育協会へ

市民マスターズ水泳大会・ダイビングフェスティバル
日　時　１１月２１日（日）午前９時　　会　場　さがみはらグリーンプール
※申込方法など詳しくはお問い合わせいただくか、市水泳協会ホームページ
をご覧ください。

小原宿お楽しみウオーク
　小原宿周辺の散策や、野菜などの収穫を体験します。
日　時　１１月１４日（日）午前１０時～午後４時　　費　用　１，０００円
対　象　小学生以上の人＝３０人（抽選）　※小学生は保護者同伴
申し込み　はがきかファクスに、代表者の住所・氏名・電話番号、全員の

氏名・年齢・性別、コース名を書いて、１０月２０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

○弁天島渓谷散策コース
○里の景観散策コース

市体育協会　1０４２－７５１－５５５２　6０４２－７５１－５５４５
〒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/
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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

　生産緑地地区の変更案の縦覧と
意見書の提出
日１０月１日（金）～１５日（金）
※土・日曜日、祝日を除く
時午前８時３０分～午後５時
会  問都市計画課
※意見書の提出方法について詳し
くは、お問い合わせください。

都市計画審議会

　町田市との行政境界の変更に伴
う都市計画の変更について
日時１０月８日（金）午後２時
会市役所第２別館第３委員会室
定１０人（抽選）
※傍聴希望者は午後１時４５分まで
に直接会場へ
問都市計画課

市発達障害者

支援体制整備検討委員会

日時１０月７日（木）午後１時３０分
会市役所第２別館第３委員会室
定１０人（抽選）
※傍聴希望者は直接会場へ
問障害福祉課

教育委員会の点検・評価結果

　教育行政事務の管理執行状況を
点検・評価した結果報告書を公表
しています。同報告書は、各行政資
料コーナー・公民館などで閲覧で
きるほか、市ホームページの 教
育委員会 → 教育施策の情報 か
らもご覧になれます。
問教育総務室

戦没者合同慰霊祭

　市慰霊塔に 合  祀 されている戦没
ごう し

者等の慰霊祭
日時１０月７日（木）午後２時
会市民会館ホール
対市内在住で旧軍人・軍属などの
遺族と市内在住の人
※参列希望者は直接会場へ
問地域福祉課

協働事業提案制度

公開中間ヒアリング

　１７事業の取り組み状況など
日１０月３１日（日）
時午後１時３０分～４時３０分
会総合学習センター（中央区中央）
※傍聴希望者は直接会場へ
問市民協働推進課

違反建築防止週間１０月１１日～１７日

　期間中、工事中の住宅を中心に
一斉パトロールを実施します。
問建築審査課

道路交通センサス

　道路の渋滞や交通事故、環境の
問題解決の基礎資料にするため、
道路交通の状況を全国規模で調査
します。無作為に抽出した対象者
に、１０月以降、調査票を郵送しま
すので、ご協力をお願いします。
問道路交通センサスサポートセン
ター（7０１２０－６０５５６８）

建物の耐震巡回相談

日１０月１３日（水）
時午後１時～４時
会大野北公民館
※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

浄化槽の維持管理を忘れずに

　浄化槽を設置している人は、検
査・保守点検・清掃が法律で義務
付けられています。
検査申込　電話で日本環境衛生セ
ンター（1０４４－２８８－５２２５）へ
保守点検　市登録業者に委託でき
ます。登録業者は市ホームページ
の 暮らしの情報 → 環境 → 保全
活動・教育・環境問題 → 浄化槽
の管理 からご覧になるか、お問い
合わせください。また、浄化槽を
廃止したときは３０日以内に届け出
てください。
問下水道管理課
清掃申込　電話で○橋本・大沢地
区、中央区、南区＝相模台収集事
務所（1０４２－７４２－００４２）○城山
・津久井・相模湖・藤野地区＝津
久井クリーンセンター（1０４２－
７８４－２７１１）へ

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

１０月～１２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、特産品をプレゼント。１１月１５
日までは天然温泉フェアを実施。
申随時受け付け
平成２３年１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１０月１０日までに各施
設へ。抽選後の空き室の申し込み
は１０月２１日から電話で①7０１２０－
９８８－５４７②1０２６７－５５－６７７６へ
①１月の休館日　１１日（火）・１２日
（水）

赤い羽根共同募金運動

期間　１２月３１日（金）まで
問共同募金会相模原市支会（1０４２
－７３０－３８８８）

日商簿記検定試験

日１１月２１日（日）
会１・２・３級＝麻布大学
２・３級＝県立相原高校、桜美林
大学プラネット淵野辺キャンパス
費１級７，５００円、２級４，５００円、３級
２，５００円
申直接（１０月１８日～２２日）かイン
ターネット（１０月２１日まで）で、相
模原商工会議所（1０４２－７５３－８１３４　
HPhttp://www.ssp２１.or.jp/）へ

マンション管理士による

無料相談会

日時１０月１０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

防犯意識をたかめよう

安全・安心まちづくり旬間

１０月１１日～２０日

　自転車の盗難、ひったくり、振り
込め詐欺などに注意しましょう。
１０月は違法駐車追放強化月間です
　違法駐車は交通渋滞や交通事故
の原因になります。駐車マナーを
守り、違法駐車を追放しましょう。
問生活安全課

陽光園の非常勤保健師

　医療的ケアや救護など
勤務　１１月１日から、月～金曜日
（祝日を除く）の午前９時～午後
４時のうち５時間３０分
賃金　時給１，７６０円
対保健師と看護師の資格がある人
定２人
申履歴書（写真 貼  付 ）を直接か郵

ちょう ふ

送で１０月１５日までに同園（〒２５２－
０２２６　中央区陽光台３－１９－２　
1０４２－７５６－８４１０）へ

市民学芸員（博物館ボランティア）

　展示・関連事業等への参加と自
主企画の運営など
対市内在住か在勤・在学で、市民
学芸員基礎講座すべてに参加でき
る１５歳以上の人（中学生を除く）
定２０人（抽選）
市民学芸員基礎講座〈全３回〉
日①１０月２０日（水）②２７日（水）
　③１１月３日（祝）
時①午後２時～４時
　②③午前１０時～正午
申往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、勤務先か学校名、「市
民学芸員」と書いて、１０月９日ま
でに市立博物館（〒２５２－０２２１　中
央区高根３－１－１５　1０４２－７５０
－８０３０）へ

レストラン（喫茶室）の運営事業者

　さがみはらグリーンプール・総
合体育館のレストランを運営する
事業者
募集要項の配布　１０月４日～１１月
５日にスポーツ課（市ホームペー
ジからダウンロード可）
申募集要項に付いている申請書な
どを１１月５日までに同課（1０４２－
７６９－８２８８）へ
※申請資格など詳しくは、募集要
項をご覧になるかお問い合わせく
ださい。

知的障害児施設の設置希望者

対社会福祉法人等（新規法人設立
予定者を含む）
申企画提案書を直接１０月２２日まで
に障害福祉課（1０４２－７６９－８３５５）へ

市社会福祉協議会の一般事務職員

対大学卒業程度（昭和５５年４月２
日以降に生まれ、社会福祉主事の
任用資格と普通自動車運転免許が
あるか、平成２３年３月までに取得
見込みの人）＝若干名
申同協議会各事務所にある応募用
紙を１０月２２日（消印有効）までに
同協議会（1０４２－７３０－３８８８）へ

相模原麻溝公園ふれあい動物広場

秋季ポニー教室〈全５回〉

　乗馬やエサやりなど
日Ａコース＝１１月３日～２３日の毎
週日曜日と祝日、Ｂコース＝１２月
５日～２６日の毎週日曜日と祝日
時午前９時４０分～正午
対市内在住の小・中学生で、保護
者が付き添いできる人
定各２０人（抽選）
※参加経験者は応募不可
申往復はがきに住所、氏名（ふり
がな）、学年、性別、保護者名、
電話番号、希望のコース、「秋季
ポニー教室」と書いて、１０月２５日
までに同広場（〒２５２－０３２８　南区
麻溝台２３１７－１　1０４２－７７８－
３９００）へ

里地里山体験・交流活動の参加者

　「小松・城北」里山をまもる会
が行う谷戸の保全活動を体験
日１０月２３日（土）
〈雨天時は２４日（日）〉
時午前８時３０分～午後２時
会小松・城北地区（緑区川尻）
対市内在住の２０歳以上の人
定２０人（抽選）
費１，０００円（昼食代）
申はがきかファクス、Ｅメールに
住所、氏名、年齢、電話番号を書
いて、１０月８日までに水みどり環
境課（〒２５２－５２７７　中央区中央
２－１１－１５　1０４２－７６９－８２４２　
6０４２－７５９－４３９５　Ｅmidori@ 
city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

宇宙大豆プロジェクト

津久井在来大豆出発式

日１０月９日（土）
時午後２時～４時３０分
会県立相原高校体育館
講山下雅道さん（ＪＡＸＡ教授）
定３００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問渉外課

リサイクルスクエア　１０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、１０月２０日までに、各会場へ
※抽選発表は１０月２１日（木）午後１時
おもちゃの病院
日時１０月３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

お知らせ 

イベント 

募　　集 

施設のお休み

市民健康文化センター
　老朽化による改修工事のため
１年間休館します。
日平成２３年９月３０日（金）まで
問同所（1０４２－７４７－３７７６）
さがみはら北の丘センター
日１０月１２日（火）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）
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日時＝日時　　日＝日にち　　時＝時間　　会＝会場　　講＝講師　　　対＝対象　　費＝費用（記載のない場合は無料）　　定＝定員（指定のないものは選考）
申＝申し込み（期限で指定のないものは、必着）　　問＝お問い合わせ　　1＝電話　　5＝ファクス　　Ｅ＝Ｅメール　　HP＝ホームページ凡　例　

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

（敬称略）読者のひろばみんなの消費生活展

　悪質商法や食の安全・安心など、
生活に役立つ情報を紹介
日１０月１５日（金）・１６日（土）
時午前１０時～午後４時
会ミウィ橋本インナーガーデン
問生活安全課

ぐるっとお散歩篠原展

　在住作家のオープンハウス・音
楽家の青空コンサートなど
日１０月１０日（日）・１１日（祝）
時午前１０時～午後４時
会篠原の里（緑区牧野）
問篠原の里センター（1０４２－６８９
－２０５１）

土曜コンサート「コーラス」

日時１０月１６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）

発見しよう！

まちの中の小さな自然

日１０月２０日（水）〈荒天中止〉
時午前９時３０分～１１時３０分
会環境情報センター（中央区富士
見）周辺
※参加希望者は、飲み物とルーペ
など観察に必要な道具（貸し出し
あり）を持って直接会場へ
問同センター（1０４２－７６９－９２４８）

県立相模原公園の催し

七宝焼き体験教室
　カトレアのブローチ作り
日時１０月１９日（火）午後１時～４時
定３５人（申込順）
費５００円
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
秋のラン展
日１０月５日（火）～１１日（祝）
※ランの人気投票に参加した人に
は抽選でラン１鉢をプレゼント
「三色すみれ」押し花展
日１０月１３日（水）～２４日（日）

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

緑区葉山島「秋の収穫祭」

　秋野菜や新米の販売、落花生の
収穫体験（有料）など
日１０月１０日（日）
〈荒天時は１１日（祝）〉
時午前１０時～午後３時
会緑区葉山島・中平バス停付近
問湘南みらい実行委員会（1０９０－
６３４８－０００７）

ソレイユさがみ（緑区橋本）の催し

女性のための個別キャリアカウン
セリング
日１０月２２日（金）
時①午前９時②１０時３０分
　③午後１時④２時３０分
定各１人（申込順）
※①②の保育は定員２人です。
女性のための心とからだの健康相談
日１０月２３日（土）
時午後１時３０分・２時３０分
定各１人（申込順）
市民企画講座「いきいき生きるコ
ツ～コミュニケーション上手で明
るい明日～」
日１０月２３日（土）
時午後１時３０分～４時
定３５人（申込順）
介護を楽にするおしゃべりサロン
日１０月２８日（木）
時午後１時３０分～３時３０分
定１２人（申込順）
カナダ発　ココロを軽くする子育
て講座〈全６回〉
日１１月４日～１２月９日の毎週木曜日
時午前１０時～正午
対初めて１～３歳児の子育てをし
ている母親＝１０人（申込順）
費５００円

◇　　　◇
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）

シニアのための

地域活動実践講座〈全８回〉

　地域活動のきっかけとなるコミ
ュニケーションの取り方など

日１０月１３日～１２月８日の毎週水曜
日（１１月３日を除く）
時午後１時３０分～３時３０分
会あじさい会館
対市内在住のおおむね５０歳以上の
人＝２４人（申込順）
申電話で、１０月８日までに高齢者
福祉課（1０４２－７６９－９２３１）へ

環境社会検定試験（�ＣＯ検定）

受験対策セミナー

　１２月に実施される�ＣＯ検定の
傾向と対策
日１０月３１日（日）
時午前９時～午後５時
会環境情報センター
定５０人（申込順）　
費２，０００円
申電話か、Ｅメールに住所、氏名、
電話番号、「�ＣＯ検定受験対策
セミナー」と書いて、１０月２５日ま
でに同センター（1０４２－７６９－
９２４８　Ｅ kankyo@eic-sagami 
hara.jp）へ

近未来都市環境セミナー

「持続可能な環境共生都市に　

　おけるエネルギーを考える」

日１０月２２日（金）
時午後３時～５時
会産業会館
講柏木孝夫さん（東京工業大学総
合研究院教授）ほか
定２００人（申込順）
申電話か、ファクスに住所、氏名、
電話番号、「近未来都市環境セミ
ナー」と書いて、１０月１５日までに
相模原商工会議所（1０４２－７５３－
８１３６　6０４２－７５３－７６３７）へ

セミナー＆交流会

「営業力を劇的にアップする！　

　究極のコミュニケーション術」

　小規模事業者が売上げを伸ばす
ために必要なＰＲ方法
日１０月２３日（土）
時午後１時３０分～５時
会産業会館
対小規模事業者と起業をめざす人
定４０人（申込順）　
費５００円
申電話か、Ｅメールに氏名、電話
番号を書いて、１０月１８日までに市
産業振興財団（1０４２－７５９－５６００
Ｅ soho@ssz.or.jp）へ

講演・講座 

催 し

募 集

　　　　　▼フォトクラブ相模湖　
　　　　　　写真展　１０月６日（水）
まで（４日は休館）午前１０時～午後
５時、県立相模湖交流センター
�問 守屋（1０４２－６８４－２３１６）
▼やさしい山登り教室　机上講習＝
１０月１６日（土）午前１０時～午後５時　
まちだ中央公民館（町田市原町田）、
登山＝１０月２３日（土）〈雨天時は２４
日（日）〉、扇山（山梨県大月市）、　
費用１，０００円　�申 電話か、ファクスに
住所、氏名、電話番号を書いて、千
葉（16０４２－７４７－０８３７）へ
▼服巻智子さん講演会「ホーム・テ
ィーチング」　家庭で行う自閉症児・
者の療育プログラムについて　１１月
５日（金）午後２時３０分～４時３０分、
おださがプラザ、定員１５０人（申込
順）、費用３，０００円　�申 ファクスに住
所、氏名、電話番号を書いて、ワー
クチーム津久井（1０４２－７８４－３４４５　
6０４２－７０５－７２２０）へ
　　　　　　会費などは個別にお問
　　　　　　い合わせください。
▼マンドリン　毎月第１・第３金曜
日か土曜日午後１時、東林公民館ほ
か　�問 黒川（1０４２－７４７－４４２０）
▼中高年男性のための料理　毎月第
３日曜日午前９時３０分、大野南公民
館。初心者歓迎　�問 松本（1０４２－７４４
－４２４４）
▼俳句　毎月第３土曜日午前９時３０
分か午後１時、ソレイユさがみ
�問 佐藤（1０４２－７８２－２６４９）
▼太極拳　毎週木曜日午後１時３０分、
総合体育館　�問 水口（1０４２－７５４－
１７８７）
▼フラメンコ　毎週月曜日午前１０時
３０分、大野北公民館。対象は初心者　
�問 柏（1０４２－７５０－９５５６）
　　　　　  ▼塩田ホームフリーマ　
　　　　　　ーケット出店者　１１月
７日（日）午前１０時～午後１時３０分、
塩田自治会館、出店料 １区画１，０００
円　�申 電話で１０月１５日までに同実行
委員会（1０４２－７７８－４０９０）へ

仲 間

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。
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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。

市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

ちょっとおしえてコール相模原
午前８時～午後９時　年中無休
※おかけ間違いにご注意ください。

　地元で作ったねぶたや鼓
笛、太鼓、よさこい踊りな
ど、光と音の大パレード
日にち　１０月１０日（日）
時　間　午後４時～８時３０
分〈荒天時は翌日〉
会　場　リバティ大通りなど

さがみはらの秋を満喫しよう さがみはらの秋を満喫しよう 
相模ねぶたカーニバル 甲州街道小原宿本陣祭

会　場時　間日にち
相模原麻溝公園午前１０時

～午後３時
１０月１０日（日）

相模原北公園　　１７日（日）

国道１６号 

屋台村会場（青少年相談センター正面駐車場） 屋台村会場（青少年相談センター正面駐車場） 

消防署 市役所 消防署 市役所 
警察署 警察署 

至相模原駅 

ウェルネス 
さがみはら 
ウェルネス 
さがみはら 市民会館 市民会館 

リバティ大通り（パレード会場） リバティ大通り（パレード会場） 

立体 
駐車場 

交通規制区域 通行止め区間 
１０日午後４時～８時３０分 

特産品 
コーナー 
特産品 
コーナー 

屋
台
村
会
場 

（
正
午
か
ら 

交
通
規
制
） 

小原宿
本陣

中央自動車道 相模湖東出口 

相模湖駅 中央本線 
八王子方面 

大垂水峠 

千木良 

小原 

甲州街道 
（国道２０号線） 

与瀬 

相模湖大橋 

桂橋 

相模湖 

P1 P2

小原の郷 

交通規制
午後０時４５分～２時１５分

臨時駐車場
＝北相中学校 
＝小原ふれあい広場 

P1
P2

● 相模川ふれあい科学館 ●

 ペンギンのお散歩タイム 　
日にち　１０月９日（土）～１１日（祝）
時　間　午前１１時、午後１時・３時（各１５分）

 マンスリー水槽 　
　「キンモクセイ」をテーマにオレンジ色の魚たちが登場！
展示生物　コリドラス・ベネズエラオレンジ
期　間　１０月３１日（日）まで

１０月の休館日　４日（月）、１２日（火）、１８日（月）、２５日（月）
お問い合わせ　相模川ふれあい科学館　1０４２－７６２－２１１０

リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリササササササササササササササササササササササイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイククククククククククククククククククククククルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル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アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア 2222222222222222222222000000000000000000000011111111111111111111110000000000000000000000
時　間　午前１０時～午後３時　　会　場　相模原麻溝公園
○フリーマーケット　○分別戦隊シゲンジャー銀河ショー　など

お楽しみ抽選会　景　品　生ごみ処理容器３台、リサイクル家具１０点
※午前１１時３０分から抽選券を各３００枚（先着順）配布します。
抽選時間　午後１時３０分

お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８２４５

１０月１７日（日）

最終処分場南清掃工場施設見学会
午前１１時１５分、午後１時３０分午前１１時、午後１時時　間

各１８人各５０人定員（先着順）

●祝  政令指定都市・
相模原誕生

　相模湖ふれあい広場
　ステージ演奏や舞踊、模擬店、特産品の
販売など
日にち　１０月１７日（日）
時　間　午前１０時～午後４時
会　場　相模湖林間公園

　●祝  政令指定都市・相模原誕生
オータムフェア ’１０

※イベント内容など、詳しくはお問い合わせく
ださい。

お問い合わせ
みどりの協会　1０４２－７７７－２８６０

　藤野ふる里まつり
　野外ステージで、演奏やダンス、舞踊、模擬
店、特産品の販売など
日にち　１０月３１日（日）
時　間　午前１０時～午後３時
会　場　名倉グラウンド

お問い合わせ
藤野商工会　1０４２－６８７－２１３８

　津久井やまびこ祭り
　ステージイベントや模擬店、フリーマーケッ
トなど
日にち　１０月３１日（日）
時　間　午前１０時～午後３時
会　場　中野中学校、
　　　　津久井総合事務所周辺

お問い合わせ
津久井商工会　1０４２－７８４－１７４４

　城山もみじまつり
　小・中学生による楽器演奏やバトン演技、
展示販売など

日にち　１０月１７日（日）
時　間　午前９時３０分～午後３時
会　場　原宿公園

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

　さがみはら菓子まつり
　市内で製造・販売されているお菓子の展示、
販売など
日　時　１０月２３日（土）午前１０時～午後７時３０分
　　　　　　２４日（日）午前９時～午後５時
会　場　ジャスコ相模原店（南区古淵）

参勤交代の大名行列など江戸時
代の甲州街道のにぎわいを再現
日 時 １１月３日（祝）
午前１０時３０分～午後３時３０分
会 場 小原宿本陣、小原の郷

ぼくたちに

会いに来てね

　参勤交代の大名行列など江戸時
代の甲州街道のにぎわいを再現
日　時　１１月３日（祝）
午前１０時３０分～午後３時３０分
会　場　小原宿本陣、小原の郷


