
ギャラリーウオーキング
スタンプラリー

期　間　１２月１１日（土）まで
　市内のギャラリーや美術館を
巡り、スタンプを６個集めると、
フォトスタンドをプレゼント

フォトシティさがみはら
　  プロの部・アマチュアの部
　  歴代受賞作写真展

期　間　１１月１５日（月）まで
　　　　※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
　２００１年～２００９年の入賞作品１４７点を展示
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広報 広報 

 今号の主な内容 L I N E U P

■ トピックス ■ T O P I C S

　県知事、横浜・川崎・相模原市の市長が広域的
な課題などについて話し合う「四首長懇談会」が 
１０月１３日、横浜市で開催されました。懇談会では、
地方分権改革などについて国への提言を協議した
ほか、水源環境の保全・再生と地域振興や保育施
設の設置促進などについて意見交換を行いました。 

お問い合わせ　広域行政課　1０４２－７６９－８２４８ 

四首長懇談会に加山市長初参加 

１１月は「相模ねぶたカーニバル」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） 

　　 2 相模原市・無錫市友好都市締結２５周年 

　　 3 保育所の入所申し込みが始まります 

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 

（５分番組） 

　　 5 市営住宅入居者募集 

　　 6 サガミーマンの健康を応援します！ 

　　 7 たてしな自然の村で 白銀の世界を満喫しよう！ 
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「潤水都市 さがみはら」は、政令指定都市・ 
相模原の、未来へ向かう合言葉です。 

じゅん すい と し 

現在、国勢調査結果集計中のため、9月1日現在になっています。 

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　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

　市では、文化振興の目標や方針、基本的な施策を示す「さがみはら文化振興プラン」

を今年４月に策定し、「夢輝き　未来をはぐくむ　市民文化都市　さがみはら」を基

本理念に掲げ、地域固有の伝統文化や特色ある文化事業など、さまざまな魅力を生か

した文化振興を進めています。

　文化・芸術の秋、市民の皆さんによる音楽や演劇、美術、伝統芸能の発表など、さ

まざまなイベントが開催されます。相模原ならではの文化・芸術をお楽しみください。

甲州街道小原宿
本陣祭

日にち　１１月３日（祝）
時　間　午前１０時３０分
　　　～午後３時３０分
会　場　小原宿本陣
　　　　小原の郷　ほか
　神奈川県下に２６軒あった本
陣のうち現存する唯一の建造
物である同本陣周辺で、大名行
列など江戸時代の文化を再現

※観覧希望者は直接会場へ

政令指定都市移行記念

 芸術の祭典

市民文化祭発表会

会　場時　間日にち分　野

あじさい会館

午後２時～３時３０分１１月３日（祝）表彰式
午後１時～５時１１月７日（日）太鼓まつり
午後１時～４時１１月１４日（日）邦楽演奏会
午前１０時～
　　　午後２時３０分１１月２１日（日）

コンクール吟剣
詩舞

午後２時３０分～５時大　会
午前１０時３０分
　　　　～午後７時１１月２８日（日）民謡大会

 杜 のホール
もり

はしもと
午後１時３０分～４時１１月７日（日）マジック

フェスティバル
相模原市民
ギャラリー

午前１０時～午後５時
（２７日は午後４時まで）

１１月２６日（金）
　　２７日（土）華道展

　さがみはら文化振興プランは各行政資料コーナーで閲覧できるほか、市ホームページの 観光・文 

化 からもご覧になれます。

さがみはら
秋の文化芸術イベント情報

盛りだくさん！

配布場所　各公民館・図書館、
市立博物館、グリーンホール相
模大野、相模原市民ギャラリー
　　　　　　　　　　　など
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　相模原市ゆかりの音楽家が、すて
きなひとときをお届けします。
時　間　午後０時２０分～０時４５分

１１月１８日（木）
　出　演　メルティ・ストリングス・カルテット

バイオリン、ビオラ、チェロによる弦楽四重奏
１２月１６日（木）
　出　演　相模原音楽家連盟

金管楽器によるアンサンブル

今
後
の
予
定

市役所ロビーコンサート♪

２
０
０
１
プ
ロ
の
部
さ
が
み
は
ら
写
真
賞

「
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
消
え
た
４
５
８
の
村
」

　
　
　
　
　
　
　
　
 
広
河
隆
一
さ
ん



���22 (2010) .11.1 No.1204

お問い合わせ
渉外課　1０４２－７６９－８２０７

　相模原市と中国 江  蘇 省 無 
こう そ む

 錫 市は、昭和６０年１０月６日に友好都市としての
しゃく

交流を始め今年で２５年になります。この間、４，０００人以上の人が相互に訪問
し、文化・教育・スポーツ・経済などの幅広い分野で交流を深めました。
　友好都市締結２５周年を記念し、１０月１６日に無錫市で記念イベントが行わ
れ、相模原市からは、加山市長を団長とする訪中団と日中交流協会等の市
民団５５人が参加しました。記念イベントでは、市長によるシティセールス
や、日本文化の紹介のほか、中国楽器の演奏が披露され、両市の友好を深
めました。

　１１月１２日には 杜 のホールはしもとなどで記念イベントを行います。この
もり

機会に、友好都市・無錫市の文化に触れてみませんか。

無錫市って？
　中国２０１０上海万博が開催されている上海から
約１３０㎞に位置します。面積は４，７８８�で神奈川
県の約２倍、人口は４６４万人で相模原市の約６．５
倍です。
　中国で３番目に大きな湖の「太湖」が有名です。

記念式典
日　時　１１月１２日（金）午後３時～５時
会　場　杜のホールはしもと
内　容　○無錫市の観光紹介など

○中国楽器（ 二 
に

 胡 ・ 古  筝 ・
こ こ そう

 楊 
よう

 琴 ）と日本伝統楽器（尺
きん

八・日本琴）の演奏、市少
年少女合唱団の合唱など

関連イベント
①パネル展
　これまでの無錫市との交流の様子や観光
地などを紹介
②友好作品展
　女子美術大学の学生が制作した、両市の
友好をイメージした作品を展示
③友好都市フェア
　中国やカナダなどの物産品を展示販売

◇　　　◇
日にち　１１月１１日（木）～１４日（日）
会　場　ミウィ橋本①②５階インナーガー

デン、③２階

特別高度救助隊 愛称募集
　大規模・特殊災害などに対応するために発足させる「特
別高度救助隊」の愛称を募集します。
※愛称募集について詳しくは、市ホームページの 作品・ス
タッフ募集 をご覧ください。
申し込み　直接か郵送、ファクス、Ｅメールに愛称、住所、

氏名、電話番号を書いて、１２月２８日（必着）までに警防・救急課（〒２５２－
０２３９　中央区中央２－２－１５　1０４２－７５１－９１４０　6０４２－７８６－２４７２　Ｅ
メール keibou-kyukyu@city.sagamihara.kanagawa.jp）か各消防署・
消防分署・消防出張所へ

年末調整等説明会
　年末調整が必要な企業や個人事業者を対象に行います。税務署から関係書類が
送られている場合は、会場に持参してください。

時　間　午後２時～４時　　※用紙配布は午後１時３０分から
※年末調整関係用紙は国税庁ホームページ、給与支払報告書は市ホームページの
暮らしの情報 → 税金 → 申請書ダウンロード からダウンロードできます。

お問い合わせ　源泉所得税・法定調査　相模原税務署　1０４２－７５６－８２１１
　　　　　　　　　　　　　　　住民税　市民税課　　　1０４２－７６９－８２２１

対象区・地区会　場日にち
城山・津久井・相模湖・藤野津久井中央公民館１１月１６日（火）
橋本・大沢、中央区市民会館　　１７日（水）
南区南市民ホール　　１８日（木）

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書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を郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送
　日本年金機構から１１月上旬に郵送されます。年末調整や確定申告時に添付して
ください。控除証明書が届かない場合や再交付を希望する場合はお問い合わせく
ださい。
対　象　平成２２年１月～９月に国民年金保険料を納めた人
※２２年１０月～１２月に、その年初めて国民年金保険料を納めた人には、２３年２月上
旬に郵送されます。

お問い合わせ　同控除証明書専用ダイヤル　1０５７０－０７０－１１７
　　　　　　　ＩＰ電話などからは　　　　1０３－６７００－１１３０

 来年４月からの 

市立児童クラブの入会申し込みが
11月15日から始まります

市立児童クラブ
対　　象　就労等により昼間保護者が家庭にいない小学校１～３年生

（障害等により特別な支援が必要な場合は６年生まで）
設置場所　小学校やこどもセンターなど（小学校の学区ごとに設置）
基本開設時間　月～金曜日＝授業終了時～午後６時

土曜日、学校の休業日＝午前８時～午後６時 
延長開設時間＝午後６時～７時

休 会 日　日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日　
保護者負担　育成料＝１か月５，３００円、延長育成料＝１回２００円

おやつ代＝１か月２，０００円
利用案内（入会申請書）の配布場所　各市立児童クラブ・こどもセン

ター、市南区合同庁舎１階ロビー、緑区役所総務課、津久井・ 
相模湖・藤野まちづくりセンター、こども施設課

※市ホームページの 暮らしの情報 → 子育て からもダウンロードで
きます。

申込受付　期　間　１１月１５日～１２月１８日
時　間　月～金曜日＝午後１時３０分～６時

土曜日＝午前９時～午後５時
申し込み　入会申請書と添付書類を、直接、受付期間内に各市立児童

クラブへ

お問い合わせ　こども施設課　1０４２－７６９－９２２７

民間児童クラブ
※入会方法など詳しくは各クラブへお問い合わせください。

電話番号所在地クラブ名
０９０－３４３５－８９６６緑区名倉８３７－１放課後クラブ　かわせみ
０４２－７１４－４１５０緑区東橋本３－１６－８－１０２カナン学童保育室
０４２－７５７－６４７７中央区相模原３－８－８えぽかる学童くらぶ
０４２－７７６－０９６６中央区相模原４－７－１０－４０１豆の木児童クラブ
０４２－７５２－７７７２中央区富士見３－８－７学童クラブぐるんぱ
０４２－７５４－０６８３中央区並木１－８－１６学童センターみらい
０４２－７５２－２１２３中央区淵野辺１－１６－５学童保育センターひまわり
０４２－７５５－０３９４中央区淵野辺４－３１－７ひばりっ子クラブ
０４２－７６１－８７１６中央区上溝７－１２－２８学童ひまわりクラブ
０４２－７７６－８５８３南区大野台３－２２－１３学童保育わんぱくクラブ
０４２－７４７－８６９１南区若松２－１２－４　１－Ｄわかばクラブ
０４２－７４６－５２５５南区上鶴間７－２０－１０学童クラブどらむかん
０４２－７４２－６４７２南区上鶴間本町４－５１－４８どんぐりクラブ
０４６－２５７－９０８２南区相武台２－２－４３学童保育ハートフル
０４２－７７７－０７１６南区当麻８６２－１３なないろキッズルーム

相模原市・無錫市友好都市締結２５周年相模原市・無錫市友好都市締結２５周年

ＡＰＥＣ首脳会議に伴う諸対策にご協力を
　１１月７日（日）～１４日（日）に横浜みなとみらい地区で、ＡＰＥＣ首脳会議が
開催されます。このため県警察では、県内でパトロールや検問を強化しています。
会議期間中は、会場周辺や首都高速道路などで大規模な交通規制を行います。
※交通規制の時間・範囲については県警察のホームページをご覧ください。

お問い合わせ　県警察ＡＰＥＣ対策課　1０４５－２１１－１２１２
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記念コンサート
日　時　１１月１３日（土）午後６時３０分～７時
会　場　ミウィ橋本５階インナーガーデン 
出　演　メルティ・ストリングス・カルテット

出
演
す
る
横
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中
華
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※希望者は直接会場へ

友
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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。

対　象　次の理由などで、家庭で子どもを保育できない人
○働いている　　○働く予定がある
○傷病、障害がある　　○家族の介護をしている
○出産予定月の前後２か月（合計５か月）以内である
○災害にあった　　など

入所申し込みのご案内（入所申込書付き）の配布場所
　各保育所・こども家庭相談課・まちづくりセ
ンター・保健福祉課など
※市ホームページの 暮らしの情報 → 子育て
からもダウンロードできます。

　　　　　　　　保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育ウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーククククククククククククククククククククククククククククク保育ウィーク
　人形劇や手づくりあそびコーナー、保育体験や子育て相談など
日にち　１１月８日（月）～１３日（土）
会　場　市内各保育園（７０園）、陽光園
※日程、内容など詳しくは、各保育園・公民館・こどもセンター、陽光園など
にあるチラシか市ホームページの イベント・講座募集 をご覧ください。

お問い合わせ　保育課　1０４２－７６９－８３４１

電話番号受付場所保育所名受付面接日管
轄区

０４２－７７３－３２３５東橋本３－１６－９高見保育園１１月１５日（月）

緑

緑　

区

０４２－７７３－２５１５二本松２－３０－４１二本松保育園１１月１６日（火）
０４２－７６２－６６８０下九沢４５４むくどり保育園１１月１７日（水）
０４２－７７３－２０１６東橋本４－１４－３６東橋本ひまわり保育園１１月１８日（木）
０４２－７６１－０３８０上九沢３８３－３大沢保育園１１月２２日（月）

０４２－７００－２００７星の子保育園
相原２－１４－７

星の子保育園
１１月２６日（金）

星の子第２保育園
０４２－７７３－２３４１相原４－２１－６相原保育園１１月２９日（月）
０４２－７６０－１１２２下九沢１５５８－１４むくどり風の丘保育園１１月３０日（火）

０４２－７００－８００８南橋本みたけ保育園
中央区南橋本３－４－２１

西橋本みたけ保育園　
①１２月６日（月）

０４２－７６２－８３２８むくどり第２保育園
大島１１－１４７

むくどり第２保育園
１２月８日（水）

分園②

０４２－７７０－１５０９橋本りんご保育園
橋本１－１２－２５

橋本りんご保育園１２月１４日（火）
　　１５日（水） 分園

（福） 檸  檬 会
れ もん

０７３６－７９－７３１３
シティプラザはしもと
６階会議室１

レイモンド橋本保育園
③１２月２０日（月）

０４２－７８２－５１３５久保沢１－５－４７城山中央保育園１２月６日（月）
城

０４２－７８２－８０１１谷ヶ原１－１８－１城山西部保育園１２月７日（火）
０４２－７８４－０２８９三ケ木９３２津久井中央保育園１２月６日（月）

津
０４２－７８４－２９０７根小屋１５７９－１串川東部保育園１２月７日（火）
０４２－７８４－１３７８青山９７５串川保育園１２月８日（水）
０４２－７８４－４４００太井１５２－１中野保育園１２月９日（木）
０４２－７８７－０１３１青野原１９７５－２青野原保育園１２月１０日（金）
０４２－６８５－０００２寸沢嵐８３３内郷保育園１２月２日（木）

湖 ０４２－６８４－２７５９与瀬７９５与瀬保育園１２月８日（水）
０４２－６８４－３３５５千木良９８３－１千木良保育園１２月９日（木）
０４２－６８７－４７３９日連１０６３－１日連保育園１２月７日（火）藤

０４２－７５２－３０４４こばと児童館
すすきの町４１－１０すすきの保育園⑦１１月１５日（月）

中
中
央
区

０４２－７７８－２２１１上溝３５０ふじ第二保育園１１月１６日（火）
０４２－７５４－７３７４光が丘３－２－１上溝保育園１１月１７日（水）

０４２－７５６－２１０２仮園舎
横山台１－４８９２横山台保育園⑧

１１月１８日（木）
０４２－７６２－０３４９水郷田名２－１４－６８友愛保育園
０４２－７７３－９１１３小山２－５－９たけの子保育園１１月１９日（金）
０４２－７５８－７７１１千代田４－５－１２千代田保育園１１月２２日（月）
０４２－７５２－２０４５矢部２－７－２６相模保育園１１月２４日（水）
０４２－７６１－０９０５田名６２２９－２田名保育園１１月２５日（木）
０４２－７３０－６３３６東淵野辺４－２５－３たけのうち保育園１１月２６日（金）
０４２－７５３－２２８８相模原８－７－５相模原保育園１１月２９日（月）

０４２－７５７－３４１３星ヶ丘二葉園
星が丘１－１６－１５

星ヶ丘二葉園
１１月３０日（火）

分園
０４２－７６２－１０１５上溝７－５－３ひよこ保育園１２月１日（水）

０４２－７５２－２１２３渕野辺保育園
淵野辺１－１６－５

渕野辺保育園
１２月２日（木） 分園・まほろば

夜間保育所ドリーム
０４２－７５２－８１８４横山４－１２－１４すこやか保育園１２月６日（月）
０４２－７５０－０６８０上溝１８８７－１ひよこ第２保育園

１２月７日（火）
０４２－７５５－３２９７矢部新町３－１上矢部保育園
０４２－７５６－３０４４青葉２－５－３０和泉保育園１２月８日（水）
０４２－７５２－５５４８星が丘１－４－８ふじ乳児保育園

１２月９日（木）
０４２－７６２－１８７１田名２１６６－２清水保育園
０４２－７７９－３３３０小山２－７－２４たけの子第２保育園

１２月１０日（金）
０４２－７７６－０９０６相模原４－７－１４エンゼル保育園
０４２－７００－８００８南橋本３－４－２１南橋本みたけ保育園１２月１３日（月）
０４２－７５６－５３００陽光台３－１９－１陽光台保育園１２月１４日（火）
０４２－７５６－３１４０上溝１９６１－１南上溝保育園１２月１５日（水）
０４２－７８６－０６７０鹿沼台２－１２－１５ひかり保育園１２月１６日（木）

来年４月
からの

申し込み　入所申込書と必要書類を持って、子ど
もと一緒に（面接します）、直接、第１希望
の保育所（受付面接日は表１のとおり）へ

※表１の受付面接日に都合が悪い場合は、表２の
予備日の会場へ。大変混雑が見込まれますの
で、できるだけ各保育所で申し込んでくださ
い。

※平成２２年度に入所を申し込み、入所が決まって
いない人で、来年４月の入所を希望する場合は、
改めて申し込みが必要です。

市外の保育所の申し込み
　受付面接日は表３のとおりです。希望する保育所
を管轄する市区町村の申込締切日が、１２月３日より前
の場合は、その締切日前に、住んでいる区の管轄の課へ

保育所を管轄している課
緑＝緑こども家庭相談課
中＝中央こども家庭相談課　南＝南こども家庭相談課
城＝城山保健福祉課　　津＝津久井保健福祉課
湖＝相模湖保健福祉課　藤＝藤野保健福祉課

表１　受付面接日　〈受付時間〉午前１０時～午後０時１５分、午後１時～６時（湖の各保育園は午前１０時～午後０時１５分）　※（福）＝社会福祉法人

電話番号受付場所保育所名受付面接日管
轄区

（福）さとり
０４６－２７８－２６６２南保健福祉センターナーサリースクールＴ＆Ｙ

④１１月１０日（水）

南
南　

区

（福）幸会
０４２－７６６－１７００

特別養護老人ホーム幸園
相模大野９－１２－２２幸会保育園⑤１１月１１日（木）

（福）山久会
０４２－７６７－２２１０

特別養護老人ホーム
東林間シニアクラブ
上鶴間６－６－１

保育園東林間ジュニア
クラブ⑥１１月１２日（金）

０４２－７０７－１４２５古淵３－１－８古淵保育園１１月１５日（月）
０４２－７４２－６９１５上鶴間本町４－４７－１０谷口保育園１１月１６日（火）
０４２－７４２－６６５３麻溝台６－２５－３５麻溝台保育園１１月１７日（水）
０４２－７５０－００６５古淵１－８－１保育園ピノ１１月１８日（木）
０４２－７４２－２７６３相南１－１３－１７東林保育園１１月１９日（金）
０４２－７６７－８４７０鵜野森１－２１－４保育園モモ１１月２２日（月）
０４２－７０５－３３５５文京１－６－５ののはな文京保育園１１月２４日（水）
０４２－７４５－２１４０東大沼３－１８－２０大沼保育園１１月２５日（木）
０４２－７７８－３７５２当麻１３５７－１麻溝保育園１１月２６日（金）

０４２－７４４－１３１３立正保育園
南台５－１０－２６

立正保育園
１１月２９日（月）

分園ポピー
０４２－７６７－３２１５豊町１０－５南大野太陽保育園１１月３０日（火）
０４６－２５１－１３４６新戸２０７８－２せんだん保育園１２月１日（水）
０４６－２５５－１１４９新磯野２－３９－１１相武台保育園１２月２日（木）
０４２－７５５－００３０大野台４－３－２０大野台保育園１２月６日（月）
０４２－７４５－１６０１相模台２－２６－４マシュマロ保育園１２月７日（火）
０４２－７６７－５５６５豊町１－２９ひよこ第３保育園１２月８日（水）
０４６－２５１－３２１５相武台団地１－４－３相武台新日本保育園１２月９日（木）
０４６－２５５－６１２４磯部１１７６－１３新磯保育園１２月１０日（金）

０４２－７４５－１１５２くぬぎ台保育園
上鶴間３－２３－１８

くぬぎ台保育園
１２月１３日（月）

分園

０４６－２５３－０７９５新磯野保育園
新磯野３－２２－１５

新磯野保育園
１２月１４日（火）

分園
０４２－７４７－７１００松が枝町１０－１４松が枝保育園１２月１５日（水）

※次の保育園は平成２３年４月１日に新設開所します（名称は仮称）。
①西橋本みたけ保育園（緑区西橋本２－２０）　②むくどり第２保育園分園（緑区上九沢４）
③レイモンド橋本保育園（緑区橋本３－１３）
④ナーサリースクールＴ＆Ｙ（南区南台１－４）
⑤幸会保育園（南区相模大野９－１５）
⑥保育園東林間ジュニアクラブ（南区上鶴間６－６）
※次の保育園は建て替え中ですが、２３年４月１日に以前と同じ場所で開所します。
⑦すすきの保育園（中央区すすきの町２－６）　⑧横山台保育園（中央区横山台２－２４－１６）

会　場管轄受付面接日時
シティ・プラザはし
もと６階会議室１

緑

１２月１７日（金）
午前９時～
午後０時１５分
午後１～７時

城山保健福祉課城

津久井保健福祉課津

相模湖保健福祉課湖

藤野保健福祉課藤

あじさい会館中

南こども家庭相談課南

シティ・プラザはし
もと６階会議室１

緑１２月１９日（日）
午前９時３０分～
午後０時１５分
午後１～５時

あじさい会館中

南こども家庭相談課南

会　場管轄受付面接日時
緑こども家庭相談課緑

１２月３日（金）
午前９時～
午後０時１５分
午後１～６時

城山保健福祉課城

津久井保健福祉課津

相模湖保健福祉課湖

藤野保健福祉課藤

中央こども家庭相談課中

南こども家庭相談課南

表２　予備日 表３　市外の保育所

お問い合わせ
コールセンター

1０４２－７７０－７７７７保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所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入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申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しししし込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみがががががががががががががががががががががががががががががががががが始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始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りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり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

来て！見て！遊ぼう
！



���22 (2010) .11.1 No.1204

さがみはら・ふれあいハート
ポイント事業登録説明会

　同事業では、介護予防を目的とした、所定の
ボランティア活動をポイントとして蓄積し、そ
の実績に応じて、報償金を還元します。同説明
会へ参加し、登録してください。

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

お問い合わせ
介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９

 渡部陽一さん講演会 　 世界からのメッセージ　～平和と命の大切さ～
　戦場カメラマンとして、世界中の戦場などで体験した惨劇や人間の残酷
さ、深い人間愛など、現地から得たメッセージを伝えます。
日　時　１１月２６日（金）午後６時３０分～８時
会　場　南市民ホール　　定　員　３８０人（抽選）
※保育あり〈定員１０人（抽選）〉
申し込み　往復はがき（１組１枚限り２人まで）に全員の

氏名、代表者の住所・年齢・電話番号、「市民平和の
つどい」と書いて、１１月８日（消印有効）までに、
渉外課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）へ

※市ホームページの 電子申請 からも申し込めます。

 平和ポスター展～サダコと折り鶴～ 
日　時　１１月１８日（木）～２４日（水）午前８時３０分～午後１０時
会　場　シティ・プラザはしもと　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　渉外課　1０４２－７６９－８２０７

市民公開講座　成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度
　成年後見制度の理解を深めます。講座終了後に弁護士、司法書士、行政
書士、社会福祉士、税理士等の専門家団体による無料相談会もあります。
日　時　１１月１３日（土）午後１時３０分～３時
会　場　南保健福祉センター　　定　員　１００人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９

１１月１１日は介護の日

ささささささささささささささささささささささささささささささががががががががががががががががががががががががががががががみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみははははははははははははははははははははははははははははははらららららららららららららららららららららららららららららら介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護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会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
テーマ　みんなで支えよう明日のさがみはらの

介護
会　場　あじさい会館

講演会と活動団体の報告会など

日にち　１１月２７日（土）
時　間　午後１時３０分～４時３０分
講　師　沖藤典子さん（ノンフィクション作家）
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　３５０人（申込順）
申し込み　電話で介護保険課へ

写真展

期　間　１１月１５日（月）～２７日（土）
時　間　午前８時３０分～午後１０時（１５日は午後

４時から、２７日は午後４時３０分まで）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　介護保険課　1０４２－７６９－８３２１

市民による市民のための　情報ネットを体験しよう
　市民のためのホームページや掲示板などの機能を持つ市コミュニティサイ
ト（デモンストレーション版）を体験します。

　

定　員　各３０人（申込順）
申し込み　ファクスかＥメールに住所、氏名（ふりがな）、電話番号、ファ

クス番号、Ｅメールアドレス、参加希望日、「情報ネットを体験しよ
う」と書いて、１１月２４日までに市コミュニティサイト運営プロジェクト
（6０４２－７０３－０３０２　Eメール workshop@sagami-portal.com）へ
お問い合わせ　同プロジェクトの水澤さん　1０９０－７４１１－３９４１

子育て支援者フォーラム・交流会
　子育て支援団体等による活動事例発表やパネル展示などを行います。
日にち　１１月２６日（金）
時　間　午前１０時～午後０時４０分
会　場　ソレイユさがみ　　
定　員　１００人（申込順）
※未就学児（２歳以上）の保育あり（要予約）
申し込み　ファクスかＥメールに住所、氏名、電話番

号、「子育て支援者フォーラム」と書いて、１１月
１２日までにみらい子育てネットさがみはら連絡
協議会（1０９０－３８１６－１９４６　6０４２－７４５－８６５４
Ｅメール info@miraikko-sagami.org）へ

市子育て応援
イメージキャラクター
「はなたん」

あじさい会館　身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体障障障障障障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者者者者者者作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展
　市内在住の身体障害者が制作した絵画・写真・手芸等を展示します。

時　間日にち

午後１時～４時１１月５日（金）

午前９時～午後４時　　６日（土）

午前９時～正午　　７日（日）
お問い合わせ

障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５

家族介護慰労金の支給
支給額　市民税非課税世帯＝１０万円／年
　　　　その他の世帯＝６万円／年

　
対　象　市内在住の要介護４・５に認定された６５

歳以上の人を１年以上介護保険サービス
（年間７日間までのショートステイを除
く）を利用しないで自宅で介護してきた人

※支給決定された基準日から１年間は申請不可
※条件について詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ
1０４２－７７５－８８１２緑班

介護予防推進課 1０４２－７６９－８３４９中央班
1０４２－７０１－７７０４南班
1０４２－７８３－８１２０

保健福祉課

城山
1０４２－７８０－１４０８津久井
1０４２－６８４－３２１５相模湖
1０４２－６８７－２１５９藤野

お近くの地域包括支援センター

支給月申請受付期間基準日
３月１１月３０日まで１１月１日

渡部陽一さん

手をつなぐ 想いをつなぐ 市民力

※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　さがみはら市民活動サポートセンター　1０４２－７５５－５７９０

内　容会　場日　時

市民活動団体の発表、ハープの演奏、
積み木ワークショップ、セミナーなど

けやき会館
１１月１３日（土）

午前１０時～午後４時

創作和太鼓やチアリーディングなどの
イベント、手づくり品のバザー、フリ
ーマーケット、パネル展示など

銀河アリーナ前
〈雨天中止〉

１１月１４日（日）
午前１０時～午後３時

税務署からのお知らせ
　相続、贈与等により取得した生命保険契約や、損害保険契約等にかかる
年金の所得税の取り扱いが変更になりました。
　これにより、所得税の還付を受けることができる場合があります。詳し
くは、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署にお問い合わせくだ
さい。
お問い合わせ　相模原税務署　1０４２－７５６－８２１１（案内に従い「０」を選択）

保護者向け 不登校対応セミナー
　同じ悩みを持つ人たちと一緒に、これからのことなどを考えます。
日　時　１１月２５日（木）午後２時～４時
会　場　青少年相談センター
対　象　不登校や登校しぶりのある児童・生徒の保護者＝３０人（申込順）
申し込み　電話で同センター（1０４２－７６９－８２８５）へ

会　場時　間日にち
大野南公民館

午後７時～９時
１１月２５日（木）

総合学習センター　　２６日（金）

申
し
込
み
は
二

次
元
コ
ー
ド
か

ら
の
ア
ク
セ
ス

が
便
利
で
す

会　場日にち

南保健福祉センター１１月２５日（木）

ウェルネスさがみはら１２月３日（金）

橋本公民館１２月１４日（火）

核兵器廃絶
平和宣言都市さがみはら 市民平和のつどい

 市民みんないいひとの日　　市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会福福福福福福福福福福福福福福福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祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉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会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
第１部　社会福祉推進功労者等の表彰式　
第２部　みんなで楽しむ弦楽コンサート
　　　　出演　メルティ・ストリングス・カルテット
日　時　１１月６日（土）午後１時３０分～４時
会　場　あじさい会館
定　員　３５０人（先着順）　
※希望者は直接会場へ
※手話通訳、要約筆記あり

お問い合わせ　市社会福祉協議会　1０４２－７３０－３８８８

メルティ・ストリングス・カルテット
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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。

申込資格
次のすべてに該当する人
○成人である
○夫婦か親子を主体とした家族である
　（単身者向けを除く）
○申込者と同居の親族が暴力団員でない
○市内に住民登録をして１年以上住んでいる
○収入基準に当てはまる
○住宅などを所有していない
○市民税などの滞納がない

入居者募集

募集する住宅
 公営住宅 〈月額所得が１５万８，０００円（高齢者世帯等は２１万４，０００円）以下の世帯〉

【新築】
所在地募集戸数住戸タイプ対　象住宅名

中央区並木３－１

４４２ＤＫ一般世帯向け

並木団地

１０３ＤＫ
８１ＤＫ単身者向け
２４ＤＫ多人数世帯向け
２２ＤＫ身体障害者世帯向け
２１ＤＫ身体障害者単身者向け
５２ＤＫ高齢者世帯向け
１２１ＤＫ高齢者単身者向け

【空き家】
一般世帯向け住宅

所在地募集戸数住戸タイプ住宅名
緑区青根１１１０１２ＬＤＫ青根第２団地
緑区二本松４－１６１２ＤＫ二本松団地

緑区上九沢４２２ＬＤＫ上九沢団地
２３ＤＫ

緑区佐野川２４８０－３１２ＤＫ佐野川住宅
緑区向原１－６１３Ｋ中原団地
中央区富士見５－６２３ＤＫ富士見団地
中央区相生２－９１３ＤＫ東団地
中央区淵野辺２－３２－１１３ＤＫ淵野辺団地
中央区すすきの町１９－１１３ＤＫすすきの住宅
中央区横山６－５－１１２ＤＫ横山住宅
中央区清新５－３－１１２ＤＫ清新住宅
中央区上溝７－３６－１８１２ＤＫ田中第２住宅
中央区田名塩田３－３１３ＤＫ田名塩田団地
南区文京２－１６１２ＤＫ文京団地
南区古淵４－２４－１１３ＤＫ古淵住宅
南区大野台６－１９－１１３ＤＫ大野台住宅
南区南台４－１２１２ＤＫ南台団地

単身者向け住宅
所在地募集戸数住戸タイプ住宅名

緑区上九沢４

各１１ＤＫ

上九沢団地
中央区すすきの町１９－１すすきの住宅
中央区上溝７－３６－１８田中第２住宅
南区古淵４－２４－１古淵住宅

高齢者世帯向け住宅（申込者が６５歳以上）
所在地募集戸数住戸タイプ住宅名

中央区上溝６－２５－４３
各１２ＤＫ

あじさい住宅上溝
南区相武台２－１１－１０あじさい住宅相武台

高齢者単身者向け住宅（申込者が６５歳以上）
所在地募集戸数住戸タイプ住宅名

中央区田名塩田３－３

各１１ＤＫ

田名塩田団地
南区相模台５－８－５あじさい住宅相模台
南区古淵４－１１－１０あじさい住宅古淵

南区相南１－２４－５あじさい住宅
コンフォールさがみ南

 特定公共賃貸住宅 〈月額所得が１５万８，００１円～４８万７，０００円の世帯〉
所在地募集戸数住戸タイプ住宅名

緑区上九沢４３２ＬＤＫ上九沢団地

法律、年金、不動産など 日ごろの疑問を解決！

市営住宅
募集のしおり配布場所（１１月２５日まで）　住宅課、緑区役所総合案内、市南区合同庁舎１階ロビー、各ま

ちづくりセンター・出張所・連絡所、指定管理者〈ウイッツコミュニティ（中央区相模原４－７－
１０）、相模ダイワ（中央区矢部１－１４－１）、�橋石材店（緑区三ケ木４２７－３）〉

※土・日曜日、祝日は市役所本館守衛室、緑区役所休日窓口サービスコーナー、市南区合同庁舎１階ロビ
ー、各総合事務所守衛室、大野中まちづくりセンター、指定管理者（�橋石材店を除く）

受付日時・会場
会　　場時　　間日　に　ち

津久井総合事務所午前１０時～午後４時１１月１０日（水）
市南区合同庁舎

午前９時～午後４時
　　１１日（木）

市役所会議室棟　　１２日（金）・１５日（月）～１９日（金）・２１日（日）・
　　２２日（月）・２４日（水）・２５日（木）
※申込者数が募集戸数に満たない住宅があった場合は、１２月１日（水）～３日（金）に、住宅課で受け付けます。

老人世帯向け住宅（申込者が６０歳以上）
所在地募集戸数住戸タイプ住宅名

中央区相生４－１５－１１２ＤＫ東第２住宅

不動産鑑定士・税理士・司法書士

合同無料相談会
　不動産全般（価格、家賃、税金、相続、登記など）
の相談に応じます。
日　時　１１月１６日（火）午後２時３０分～６時
会　場　小田急ホテルセンチュリー相模大野
　　　　（南区相模大野３－８－１）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
県不動産鑑定士協会　1０４５－６６１－０２８０

　　　不動産相談 相談場所が増えました
　緑・南区役所市民相談室でも、宅地建物取引主任者による不動産の取り引き、借地・借家契約
などの無料相談が受けられます。

時　間　午後１時３０分～４時

お問い合わせ申し込み相談日会　場
1０４２－７７５－１７７３直接会場へ毎月第３月曜日緑　区市民相談室
1０４２－７６９－８２３０電話で当日午前８時３０分から毎月第２金曜日（祝日を除く）中央区市民相談室
1０４２－７４９－２１７１直接会場へ毎月第１月曜日（祝日を除く）南　区市民相談室

出張年金相談
　年金記録の確認や、年金受給に係る各種届出書の受理と相談に応じます。

※希望者は年金手帳と身分証明書を持って、直接会場へ（代
理人が相談する場合は、本人の年金手帳・年金証書・認め
印、代理人への委任状、代理人の顔写真付証明書が必要）

※５０歳以上で将来の年金見込額の算定を希望する人は、事前
に電話で相模原年金事務所へ

お問い合わせ　相模原年金事務所　1０４２－７４７－３１９５

※家賃など詳しくは、募集のしおりをご覧ください。

お問い合わせ
コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

国県市合同行政相談会
　国・県・市への要望や年金、国税、相続、成年後見、登記、マンション
管理などの相談に応じます。
日　時　１１月５日（金）午後１時～４時
会　場　市民会館第２大会議室　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　総務省神奈川行政評価事務所　1０５７０－０９０１１０

弁護士　特設無料法律相談会
　土地、家賃の不払い、多重債務、離婚、遺言書等相続、給料未払い、
成年後見などの相談に応じます。
日　時　１１月１７日（水）午後１時～４時
会　場　相模湖まちづくりセンター
申し込み　電話で同センター（1０４２－６８４－３２１４）へ

会　場日にち
津久井総合事務所１１月１７日（水）
田名公民館　　２４日（水）

時　間　午前１０時～午後３時

１１月から

知ってトクする  身近な法律入門
　弁護士が法律の基礎知識や活用方法等を紹介します。
日　時　１１月１７日（水）午後２時～４時
会　場　相模大野図書館
定　員　３０人（申込順）
申し込み　直接か電話で１１月２日から同館（1０４２－

７４９－２２４４）へ
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ササササササササササササササササササササササササササガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガミミミミ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ーーーーママママママママママママママママママママママママママンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンの
　市では、市保健医療計画（計画期間：平成１４年～２４年）
を策定し、保健医療の専門分野にかかわる諸施策を推進
していくための方策を定めています。
　平成１９年度に実施した同計画の中間評価では、働き盛
り世代にさまざまな健康課題があることがわかりまし
た。このため、地域保健と職域保健が連携し、その解決
に取り組むため、「働く人の健康づくり地域・職域連携
推進連絡会」を設置しました。
　今回は、今年３月に策定した同連絡会事業計画がめざ
す姿や取り組む内容などを紹介します。

サガミーマンとは、市内在住か在勤の働き盛り世代の人をイメージしています。

　本市では、成人男性を中心に、健診結果の数値が悪化している働き盛り世代の人が増
加しています。社会情勢の変化などにより、職場で強い不安やストレスを感じている人
も増加しています。働き盛り世代の人が自分らしい人生を健康的に生きるために、心身
の健康づくりに取り組む必要性が高まっています。

　平成２０年５月に設置。労働と生活の視点を併せた、生涯を通じた継続的
な保健サービスなどを展開し、健康な職場・地域づくりをめざしています。

構成機関　市、国（労働基準監督署など）、民間（相模原地域産業保健
センターなど）の１５機関

役　割　○連絡会内の情報交換と課題の明確化
　　　　○保健医療資源の相互活用　　○保健事業の協働実施　など

○年代の若い人や男性、独身者は、自分の健康づくりに取り組んでいる人が少ない
○従業員規模が小さい事業所、事業主や従業員が国民健康保険に加入してい
る事業所は、健康づくりに取り組んでいるところが少ない

○自分や家庭のための時間が少ない、職場内のチームワークがとれていない
と感じている人は、健康ではないと思っている

支
援

健診から始まるあなたの健康づくり

自分自身、上司、同僚ができること

自分の健康状態の把握
○健診を受ける
○自分の健康状態（血圧、体重、体脂肪率など）
をチェックする
自分にあった健康づくりへの取り組み
○健康づくり（食事、運動面、体重など）につ
いて１年の目標を決める
気軽に相談・声かけできる環境づくり
○お互いを認め合う（ほめる、気遣う）
○上司が部下に声をかける、話を聞く（残業へ
のねぎらい、部下の話を遮らないなど）
残業をしない、休暇をとりやすい環境づくり
○残業しない日の実践
○計画的な休暇の取得

事業所や会社ができること

健康づくりに取り組みやすい環境の整備
○健診の案内を個別通知するなどの工夫
○健康診断の未受診者に、上司や事業主が受
診を促す
健康づくりに関する情報の提供
○情報誌発行やイントラネットによる配信
○研修やイベントの開催
残業をしない仕組みづくり
○「ノー残業デー」など残業をしない日を設定する
休暇をとりやすい仕組みづくり
○年間、月間、週間での休日の計画を事業所
で設定し、計画通り行う

○ワークシェアリングやチームで仕事をする
仕組みづくり

同連絡会による事業所
や会社への取り組み

事業主・従業員への普及啓発
○従業員の健康管理の必要性につ
いての研修会やイベントの開催

健康づくり担当者へのサポート
○従業員の健康管理の必要性や、
研修会を通じた健康管理の手
法などをアドバイスする

後期高齢者医療
制度

全国健康保険協
会管掌健康保険
（協会けんぽ）

健康保険組合、共済
組合、組合管掌健康
保険（組合健保）等

国民健康保険加入
保険等

後期高齢者健康
診査を受けられ
ます。　※

○４０～７４歳の本人（被保険者）
と家族（被扶養者）は、職場
の担当者か、保険組合等に
お問い合わせください。
○３９歳以下の本人は、職場
の担当者にお問い合わせ
ください。

４０～７４歳の人は、特定健康
診査※・特定保健指導を受
けられます。　

健診の
種類等

地域医療課
1０４２－７６９－８２３１

国民健康保険課
1０４２－７６９－８２３５

※３９歳以下の働いている人
は、職場の担当者にお問
い合わせください。

お問い
合わせ

自分らしく生きる 

健康な職場・健康な地域づくり 

ワーク・ライフ・バランス 
が実現できる 

働きやすい 
職場である 

実態調査を実施　事業計画の策定に向けた同調査で次のことがわかりました。

　働く人の健康づくり地域・職域連携推

進連絡会事業計画、市保健医療計画は、

市ホームページの 暮らしの情報 → 健

康・衛生・医療 → 健康づくり → 働く

人の健康づくり からご覧になれます。

３０ 
 

２０ 
 

１０ 
 
０ 

３０ 
 

２０ 
 

１０ 
 
０ 

基本健康診査結果　糖尿病の割合（市保健医療計画中間評価から抜粋） 

男性 女性 

平成１４年度 平成１８年度 

４０～４９歳 ５０～５９歳 ４０～４９歳 ５０～５９歳 
 

７．５ 

１５．０ １４．９ 

３０．０ （％） （％） 

２．４ 

８．６ ７．５ 

２０．９ 

平成１４年・１８年度「地域保健・老人保健事業報告」 

働く人の健康づくり地域・職域連携推進連絡会

なぜ働き盛り世代の人の健康づくりが大切なの？

同連絡会 事業計画の概要

主な提言と取り組み

　あなたは職場で定期健康診断や健診を受けていますか？
　健診を受けて、健康づくりを始めましょう。

　従業員５０人以下の事業所の事業主・
従業員の健診や健康相談等を受け付け
ています。気軽に相談してください。

相模原地域産業保健センター
1０４２－７４９－２１０１

　３９歳以下で、健診等を受ける機会が
ない人は、健康相談が受けられます。

健康企画課　1０４２－７６９－８３２２

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

～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～

　健康づくりやワーク・ライフ・
バランスに取り組む事業所の事
例発表など
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※健康診査の申込方法は別冊ウェルネス通信２㌻をご覧ください。

お問い合わせ
地域保健課　1０４２－７６９－９２４１

　提言や取り組みを通じてめざす、
働き盛り世代の人が「こうなった
らいいな」という理想の姿です。

サガミーマンのめざす姿元気な相
模原を

　　　　
つくりた

い

ワーク・ライフ・バランスとは
　やりがいや充実感を感じながら仕事上の
責任を果たし、家庭や地域生活でも子育て
期など人生の各段階で多様な生き方が選択・
実現できること。〈内閣府　仕事と生活の調
和（ワーク・ライフ・バランス）憲章より〉

同
連
絡
会
構
成
機
関

の
連
携
に
よ
り
実
施

し
た
健
康
度
測
定
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白樺高原 
国際スキー場 

しらかば 
２ｉｎ１スキー場 

【車の場合　所要時間　約2時間４０分】 

一般道（５０分） 一般道（１０分） 中央道（1時間４０分） 

【電車の場合　所要時間　約3時間】 

横浜線（１５分） 諏訪バス 
（５０分） 

立科町営バス 
（１０分） 

徒歩（5分） 中央線・特急 
（1時間３４分） 

相模原 八王子 茅　野 東白樺湖 女神湖 

白樺湖 相模湖 IC 諏訪 IC

●アクセスマップ 

長野県の蓼科山のふもとにある「相模原市民たてしな自然の村」。市民の憩い
の場として開設され、山小屋風キャビン１４棟のほか、食堂、大浴場などを備えて
います。また、周辺には四季折々の雄大な自然が楽しめる観光スポットが多数あ
ります。
もうすぐスキーシーズンが到来します。スキーやスノーボードにお出かけの際
には、市民のための宿泊施設「たてしな自然の村」を、ぜひ利用してください。

たてしな自然の村・相模川清流の里　２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１１月

１０日（必着）までに各施設へ。抽選後の空き室の申し込みは１１月２１日から電話で各施設へ

 １１月～１月の空き状況 
　平日に空きあり　空き室の利用申し込みは随時受け付けています。

申し込み・お問い合わせ（受付時間　午前８時３０分～午後５時※土・日曜日、祝日も予約できます。）

　眼下に女神湖、白樺湖、そしてはるかに北アルプスを望める雄大なコース。
６人乗りゴンドラ、４人乗りクワットリフト等、設備も充実しています。
　スノーボード禁止なので、家族や初・中級者には最適のゲレンデです。

リフトが平日　２０％引き！（土・日曜日、祝日、年末年始は１０％割引）
たてしな自然の村宿泊者限定　特別割引が受けられます　

２月の休館日住　所電話番号施設名

年中無休長野県北佐久郡立科町
芦田八ヶ野赤沼平９９５０２６７－５５－６７７６たてしな自然の村

１４日（月）、１５日（火）緑区大島３４９７－１０１２０－９８８－５４７相模川清流の里

平日限定割引サービス 月～木曜日の宿泊（祝日を除く）

● 宿泊料金割引〈年末年始（１２月２５日～１月１０日）は除く〉
　５人用キャビン　通常 ７，５００円⇒ ７，０００円
　１５人用キャビン　通常１５，０００円⇒１４，０００円
● 特産品プレゼント　地場産米・リンゴなど
● 茅野駅か佐久平駅からの無料送迎サービス

ご利用 
ください 
ご利用 
ください 

たてしな自然の村に到着

チェックイン。フロントで布
団のシーツやまくらカバーを
受け取ります

夕食は「国産牛の鉄板焼きコース」
を 堪 能   。牛肉の鉄板焼きのほか、

たん のう

 岩  魚 の塩焼き、サラダ、季節の付け
いわ な

合わせなどが付きます

たてしな自然の村に行ってみよう

たてしな自然の村で
白銀の世界を満喫しよう！

たてしな自然の村で
白銀の世界を満喫しよう！

信州・白樺高原

冬のイベント
　餅つき大会　　

　 餅 つき体験をして、つきたてのお餅を食べられる♪
もち

日にち　２月５日（土）・１２日（土）
　天然温泉フェア　
　芹ヶ沢温泉の源泉から運んだ湯に 浸 

つ

かり、疲れを 癒 しま
いや

せんか。
期　間　１１月１５日（月）まで、２月１日（火）～３月１３日（日）

「宿泊ポイントラリー」を１１月１日から開始
　宿泊してポイントを集めると、特産品（リ
ンゴジュース）や無料食事券（１，３００円コー
スを５人分）をプレゼントします。
※平日〈月～木曜日（祝日・指定期間を除く）〉
　に利用すると、ポイントが２倍付きます。

いずれも毎月第３日曜日は、小学生以下の子どもリフト券が無料です。

白樺高原国際スキー場

白樺高原国際スキー場
たてしな自然の村から車で２分、
徒歩１５分

　ファミリーゲレンデから上級者コースまでバラエティに富ん
だスキー場で、いろいろなコースが楽しめます。山頂から見え
る八ヶ岳連峰は、すばらしい眺めです。

しらかば
　２ in １スキー場

たてしな自然の村から
車で１５分

お問い合わせ
たてしな自然の村　1０２６７－５５－６７７６
HP http://www.tateshina-shizen.jp/

１５人用キャビンの室内。
もちろん暖房設備も完備

１５人用キャビン

　観光スポット巡りなど、たてしな自然の村の
魅力を観光親善大使が案内する「たてしな自然
の村 満喫ツアー」を、市観光協会ホームページ
で紹介しています。ぜひご覧ください。

料　金メニュー
４５０円和食か洋食朝食

１，３００円国産牛の鉄板焼きコース
夕食 すき焼きか、よせ鍋コース

２，５００円信州牛など地場産オリジナルコース
※上記のほか、単品メニューもあります。

お食事
ホームページも

ご覧ください

キャビン１棟の１泊料金キャビン種類
７，５００円５人用（９棟）

１万５，０００円１５人用（５棟）

※利用対象は、市内在住か在勤・在学の人
と町田市在住の人です。

宿泊料金
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１１月９日～１５日は
秋の火災予防運動

「消したかな」
あなたを守る合言葉

　空気が乾燥し、火災が発生しやすい時期です。火の元には注意しましょう。

住宅用火災警報器は、あなたと家族を守ります
　住宅用火災警報器の設置が義務づけられ、既存住宅は平成２３年５月末ま
でに設置が必要です。大切な命を守るため、早めに設置しましょう。

お問い合わせ　予防課　1０４２－７５１－９１３３

親子で行こう　消防フェア
　ミニ消防車の乗車体験や消防車の展示などを行います。

“こうばこの会”の朗読会
　視覚障害者を中心に結成された劇団が朗読します。
演　目　澤田ふじ子「花暦」より「寒椿」
　　　　江國香織「つめたいよるに」より「デューク」ほか

日　時　１１月２７日（土）午後２時～３時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと　セミナールーム２

もり

定　員　３０人（申込順）
申し込み　直接か電話で１１月２日から橋本図書館（1０４２－７７０－６６００）へ

みつめよう 音と動きのハーモニー ドリル大会
　市内１２隊の小学生鼓笛隊などがドリル演奏を披露します。
日　時　１１月２１日（日）午前１１時～午後３時
会　場　総合体育館（南区麻溝台）※観覧希望者は直接会場へ

お問い合わせ　青少年学習センター　1０４２－７５１－００９１

子どもおもしろ実験教室
　いろいろな実験をしながら、 種 の不思議について学びます。

たね

日　時　１１月２１日（日）午後２時～３時
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　小学生＝２０人（申込順）※小学校４年生以下は保護者同伴
申し込み　電話で１１月２日から同館（1０４２－７５４－３６０４）へ

生誕１００年 「随筆家・白洲正子
－あざやかなる生の軌跡」展

　町田市名誉市民でもある随筆家・白洲正子の創作の
原点とその軌跡を、愛用の品々や自筆原稿など約１５０点
とともに紹介します。
期　間　１１月３日（祝）～１２月１９日（日）
時　間　午前１０時～午後５時
　　　　※１１月１９日、１２月１７日は午後８時まで
会　場　町田市民文学館ことばらんど
費　用　４００円（大学生・６５歳以上の人２００円、高校生以下の人無料）

※１１月３日、１２月１９日はどなたでも無料

お問い合わせ　町田市民文学館ことばらんど　1０４２－７３９－３４２０
町田市原町田４－１６－１７　休館日　月曜日、第２木曜日

町田市 

能
面
「
老
女
」
の
傍
ら
に
た
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ず
む
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洲
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子

１
９
６
０
年
代　

提
供　

旧
白
洲
邸
武
相
荘

みんなでやきいもを作ろう！ あそびの学校
　焼き芋作りやゲームなどを楽しみます。
日　時　１１月２８日（日）午後２時～４時
会　場　青少年学習センター
対　象　市内在住か在学の小学生＝３０人（申込順）
申し込み　直接か電話で１１月１４日までに同センター（1０４２－７５１－００９１）へ

緑区しろやま 少し昔の写真展
　城山地区での出来事や行事、風習、街並みなど昔の写真を展示します。
期　間　１１月１３日（土）～３０日（火）
時　間　午前９時３０分～午後５時

講演　「古い写真が語る歴史
～しろやま地区の昔と今～」

　写真にまつわるエピソードなどをお話します。
日　時　１１月２３日（祝）午後２時～４時
定　員　２００人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　生涯学習課城山教育班　1０４２－７８３－８１８４

昭和３０年代初め（原宿バス停）

会　場　市立博物館

１１月は公共建築月間 公共建築スタンプラリー
　１６か所の公共施設を巡り、スタンプを集めて応募すると、抽選で市の
名産品詰め合わせやＪＡＸＡグッズなどが当たります。
期　間　１１月３０日（火）まで

※対象施設や申込方法など、詳しくは市ホームページの イベント・講座
募集 をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ
公共建築課　1０４２－７６９－８２１９

お問い合わせ会　場日にち
北消防署査察指導課 1０４２－７７４－９９４９アリオ橋本イベント広場１１月６日（土）

南消防署査察指導課 1０４２－７４４－０１１９南消防署　　１３日（土）

相模原消防署査察指導課 1０４２－７５１－９１３４淵野辺公園　　１４日（日）

押し花教室
押し花でクリスマスカードを作ります。
日　時　１１月２１日（日）午後２時～４時
会　場　相模の 大  凧 センター

おお だこ

対　象　市内在住か在勤・在学の人＝２０人（申込順）
費　用　１，０００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

勝坂を学ぼう！ 勝坂の自然観察と樹名板作り
日　時　１１月２０日（土）午前１０時～正午
会　場　史跡勝坂遺跡公園
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で文化財保護課（1０４２－７６９－

８３７１）へ

障害者向け　みんなで体を動かそう
○１みんなで踊ろう、よさこいソーラン
　よさこいグループ「十六夜     」による演舞など

い ざ よ い

日　時　１１月２７日（土）午前１０時～１１時３０分　　
会　場　けやき体育館
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）
※小学生～高校生の兄弟姉妹の参加は、付き添い者がいれば可

○２障害者スポーツ講座「体操Ⅱ」〈全２回〉
日　時　１２月５日・１９日の日曜日午後２時～４時
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・在学の知的障害児・者＝２０人、ボランティア多数（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、○２ は１２月３日までにけやき体育館（1０４２－７５３－９０３０ 
6０４２－７６９－１２００）へ

ハイイロアザラシ

プラチナホワイト
エンゼルフィッシュ

相模川ふれあい科学館の催し

ハイイロアザラシの特別展示
　日本では３つの水族館にしかいないハイイロアザラ
シがやって来ます。

模擬店の出店
時　間　午前１０時～売り切れ次第終了

 マンスリー水槽 

　『サザンカ』にちなみ、白い魚が登場します。
期　間　１１月３０日（火）まで
展示生物　プラチナホワイトエンゼルフィッシュ

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
１１月の休館日　月曜日
入館料　大人３００円、小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円

時　間　午前１０時～午後３時　　※希望者は直接会場へ

ふれあい科学館の秋祭り～シーズンフェア秋～

１１月１３日（土）・１４日（日）は 入場無料！市民感謝
デー
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市体育協会からのお知らせ

文化財探訪
旧石器ハテナ館～相模川ふれあい科学館

　石切場跡、 万  平  穴 などを巡ります。市指定文化財「木造
まん ぺい あな

 弁  才  天  坐  像 」の特別公開もあります。
べん ざい てん ざ ぞう

日にち　１１月１３日（土）
集　合　午前１０時までに旧石器ハテナ館　※解散は正午ごろ
定　員　５０人（申込順）
申し込み　電話で旧石器ハテナ館（1０４２－７７７－６３７１）へ

戦国時代の伝承が残る下溝周辺
　天応院、下溝堀ノ内、下溝八幡宮などを巡ります。
日にち　１１月２０日（土）
集　合　午後１時３０分までに原当麻駅改札口　※解散は午後４時ごろ下溝駅
定　員　５０人（先着順）　※希望者は歩きやすい服装で、直接集合場所へ

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

市民秋季ボウリング競技大会（年代・性別）
日　時　１１月１４日（日）正午
会　場　相模原パークレーンズ
対　象　市内在住か在勤・在学の人
費　用　２，５００円
申し込み　市内ボウリング場にある申込用紙を 

１１月６日（必着）までに同会場へ

秋の親子ラグビー教室
　親子でボールを使ったゲームを楽しみます。
日　時　１１月２１日（日）午前９時～正午
会　場　内郷グラウンド
対　象　市内在住の３歳～中学生の子どもとその

保護者
費　用　１組５００円
申し込み　はがきに住所、氏名、電話番号、子ど

もの年齢、「親子ラグビー教室」と書いて、
１１月１５日（必着）までに市体育協会へ

スポーツセミナー
　スポーツメンタルトレーニングの基礎知識と 
実践法を学びます。
日　時　１２月１１日（土）午前９時３０分～午後０時３０分
会　場　市民会館　　費　用　５００円
講　師　高妻容一さん（東海大学体育学部教授）
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝１００人（抽選）
申し込み　往復はがきかＥメールに、住所（在勤

の場合は勤務先、在学の場合は学校名）、
氏名、年齢、電話番号、現在行っているス
ポーツ、受講対象区分（選手・保護者・指
導者）、「スポーツセミナー」と書いて、１１
月２０日（必着）までに市体育協会へ

民踊特別講習会
日　時　１１月１７日（水）午後１時３０分～４時３０分
会　場　市体育館（市役所前）
費　用　５００円　　※希望者は直接会場へ

スポーツの秋を楽しもう  

甲州古道ハイキング
　甲州道中や山々の生態系の説明など
を聞きながら、秋のハイキングを楽し
みます。
日にち　１１月２３日（祝）
時　間　午前１０時～午後３時
集　合　午前９時３０分に小原の郷
対　象　市内在住の中学生以上の人
定　員　３０人（申込順）
申し込み　はがきかファクスに住所、氏名、年齢、電話番号を書い

て、１１月１０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

ふじの里山くらぶ

ウオーキング＆軽ハイキング〈約１１㎞〉
　名倉地区で芸術鑑賞をしながら、名倉峠、 石  盾  尾 神社、石山などを巡ります。

いわ だて お

日　時　１１月２３日（祝）午前８時３０分～午後４時　　
集合場所　藤野小学校　※雨天時変更あり　
定　員　１００人（抽選）
費　用　１，０００円（小学生以下の人５００円）
申し込み　電話で１１月１７日までに同くらぶ事務局（1０４２－６８６－６７５０）へ

初心者スケートボード教室〈全３回〉
日　時　１１月１４日・２８日、１２月１２日の日曜日午前１０時～正午
会　場　小山公園ニュースポーツ広場
定　員　３０人（申込順）※小学生以下は保護者同伴　　費　用　１，０００円
申し込み　直接か電話で同公園（1０４２－７００－０８０１）へ

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/

相模原麻溝公園競技場の教室
チアリーディング体験
　相模女子大学キッズチアリーディングクラブの
コーチが指導します。
日　時　１１月２３日（祝）午前１１時～正午
対　象　３歳（未就園児を除く）～中学生
定　員　５０人（申込順）　　費　用　３００円

ランニングクリニック（初級者編）
　加納由理選手（２００９年世界陸上ベルリン大会女子マラソン代表）
が所属するクラブチームが指導します。
日　時　１１月２３日（祝）午前１０時～正午
対　象　最近ランニングを始めた人＝４０人（申込順）
費　用　５００円

申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号、教室名を書いて、同競技場（1 

０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asami 
zo-stadium@dream.jp）へ

銀河アリーナの教室
絵てがみ
　割りばしで季節の野菜や
果物を描きます。
日にち　１１月２８日（日）
時　間　午後２時～４時
対　象　小学生以上の人
定　員　３０人（申込順）
費　用　６００円

申し込み　直接か電話で１１月１０日までに同アリーナ（1０４２－７７６－５３１１）へ

トレーニング器具の使い方
　トレーニングの基本的な流れや、
器具の取扱方法などを学びます。
日にち　１１月１５日（月）
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＝２０人（申込順）
費　用　５００円

集　合日にちコース

午前８時５０分までに橋本駅北口広場へ１１月３日（祝）津久井湖畔
〈１５㎞〉

午前９時２０分までに橋本公園（緑区西
橋本）へ１１月１７日（水）境川と城山湖

〈１８㎞〉

みんなで歩こう！〈小雨決行〉

費　用　各５００円
※希望者は昼食・飲料水を持って直接集合場所へ

お問い合わせ　市ウオーキング協会　1０９０－４１３４－５８０８

木
造
弁
才
天
坐
像

市民サッカー選手権大会（一般女子）
日　時　１２月５日・１２日の日曜日午前９時
会　場　相模原麻溝公園競技場ほか
申し込み　市体育協会にある申込用紙を１１月１６日

（必着）までに同協会へ

市近郊高校生卓球大会（シングルス）
日　時　１２月２３日（祝）午前９時
会　場　総合体育館
費　用　３００円
※詳しくは市卓球協会ホームページをご覧になる
か、市体育協会へお問い合わせください。
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

都市計画審議会

　津久井都市計画道路（３･３ ･
１号城山津久井線）の変更、相模
原都市計画生産緑地地区の変更
日時１１月１６日（火）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

都市再生整備計画

事後評価原案の公表

　南橋本・田名・大野北・相模大
野駅周辺地区の同案の公表と意見
書の受け付け
日１１月８日（月）～２２日（月）
会 問都市建設総務室
※意見書の提出方法など、詳しく
はお問い合わせください。

福祉有償運送運営協議会

　ＮＰＯ法人などが登録申請する
際の輸送の必要性や条件等を協議
日時１１月１５日（月）午前１０時
会ウェルネスさがみはら
※傍聴希望者は直接会場へ
問障害福祉課

さがみはら 国  際  交  流 ラウンジ
こく さい こう りゅう

（ 中  央  区  鹿  沼  台 ）のお 知 らせ
ちゅう おう く か ぬま だい し

 外  国  人  市  民  無  料 なんでも 相  談 
がい こく じん し みん む りょう そう だん

　 弁  護 士   、
べん ご し

 行 
ぎょう

 政  書 士   、カウンセラ
せい しょ し

ーなどによる 相  談 
そう だん

日時１１月   ７ 日 （ 日 ） 午 後   １ 時 ～４ 時 
がつ か にち ご ご じ じ

対 市  内  在  住 か 在  勤 ・ 在  学 の 外  国  人 
し ない ざい じゅう ざい きん ざい がく がい こく じん

※ 希  望  者 は 直  接  会  場 へ
き ぼう しゃ ちょく せつ かい じょう

 外  国  人  市  民  会  議 
がい こく じん し みん かい ぎ

テーマ　「 私 はこの 社  会 で 何 をし
わたし しゃ かい なに

たいか。 何 ができるか。」
なに

日時１１月   ７日
がつ

   （日   ）午   後
か にち ご

   １時   ３０ 分 ～４ 時 
ご じ ぷん じ

※ 傍 
ぼう

 聴 
ちょう

 希  望  者 は 直  接  会  場 へ
き ぼう しゃ ちょく せつ かい じょう

 翻  訳 ボランティア 研  修  会 
ほん やく けん しゅう かい

日時１１月   ２０ 日 （ 土 ） 午 後   ２ 時 ～４ 時 
がつ か ど ご ご じ じ

定３０ 人 （
にん

 抽 
ちゅう

 選 ）
せん

申 電  話 か、ファクスに 氏  名 、 電  話 
でん わ し めい でん わ

 番  号 を 書 いて、１１月   １５ 日 までに 同 
ばん ごう か がつ にち どう

ラウンジへ
問 同 ラウンジ（16０４２－７５０－

どう

４１５０）

オストメイト社会適応訓練活動の

相談会・健康教室

　専門看護師によるストーマケア
の相談、補装具の展示など
日１１月１４日（日）
時午後１時３０分～４時３０分
会大野南公民館
対人工 肛  門 ・人工 膀  胱 保有者とそ

こう もん ぼう こう

の家族、支援に携わる人など
※希望者は直接会場へ
問日本オストミー協会神奈川支部
（1０４６６－４５－４２１６ ）

建物の耐震巡回相談

日１１月１０日（水）
時午後１時～４時
会東林公民館
※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

オウム真理教犯罪被害者等給付金

　オウム真理教による地下鉄サリ
ン事件等の被害者や遺族に対し、
国が給付金を支給
申１２月１７日まで
※申込方法など詳しくはお問い合
わせください。
問県警察本部被害者支援室（1０４５
－２１１－１２１２）、各警察署警務課

マンション管理士による

無料相談会

日時１１月２１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

青少年相談センターの相談員

（平成２３年度採用）

①青少年教育カウンセラー
　同センター、小・中学校などで
の相談業務等
勤務　週４日、午前８時３０分～午
後５時
賃金　月額２６万円
②相談指導教室相談員　
　児童・生徒の相談・指導 ･援助
勤務　週３日、原則午前９時３０分
～午後４時３０分
賃金　日額１万２，０６０円
③青少年相談センター相談員
　専用電話・電子メールによる相
談業務等
勤務　週３日、原則６時間（午前
８時３０分～午後９時の交代制）
賃金　月額１５万１，５００円
 　　　　　◇　　　◇
対次のいずれかに該当する人
○臨床心理士等の資格がある○大
学か大学院で心理学を専門に学ん
だ○相談業務に従事した経験があ
る（①③のみ）○教員免許がある
（②のみ）○「いのちの電話」相
談員に認定された（③のみ）
定各若干名
申直接か郵送で、履歴書（写真貼   

ちょう

 付 ）
ふ

と自己ＰＲ（８００字以内）を１１月３０
日までに同センター（〒２５２－０２３９　
中央区中央３－１３－１３　1０４２－
７６９－８２８５）へ
※詳しくは同センターのホームペ
ージをご覧ください。

日本語指導等協力者

　ベトナム語を母語とする児童生
徒の支援
対ベトナム語ができる人＝若干名
申直接か郵送で履歴書（写真貼付）
を１１月１５日までに学校教育課（〒
２５２－５２７７　中央区中央２－１１－
１５　1０４２－７６９－８２８４）へ

保育課の非常勤保健師

勤務　１２月～平成２３年３月で、週
４日、１日５時間３０分（勤務時間
は応相談）
賃金　時給１，７６０円
対保健師の資格と普通自動車運転
免許がある人＝１人
申電話で１１月１９日までに保育課
（1０４２－７６９－８３４１）へ
※後日面接あり

公立保育園の臨時的任用保育士

勤務　原則、週５日で午前８時３０
分～午後５時
賃金　日額８，１３７円
対保育士の資格がある人
申顔写真（３．５㎝×３．５㎝）と保育
士証の写しを持って、保育課（1 

０４２－７６９－８３４１）か各保育園へ
※必要に応じて各保育園で面接し
ます。

南こども家庭相談課の

非常勤社会福祉職

　療育相談・巡回訪問業務など
勤務　１２月１日～２８日の午前１０時
１５分～午後５時
賃金　時給１，１５０円
対社会福祉主事の任用資格と、障
害児支援の経験がある人＝１人
申電話で同課（1０４２－７０１－７７２７）へ

窓口サービス専門員

（非常勤特別職）

　まちづくりセンターでの住民票
などの発行、住民登録や戸籍届け
出に伴う端末入力など
勤務　平成２３年１月からの月～金
曜日（祝日を除く）で、午前８時
３０分～午後５時３０分のうち指定す
る６時間
賃金　月額１９万３００円
※勤務場所は採用時に指定
対パソコンで簡単な文書作成がで
きる人＝若干名
申区政支援課、各まちづくりセン
ターなどにある募集案内に付いて
いる必要書類を１１月８日～２６日に
区政支援課（1０４２－７６９－９８１４）
へ
※詳しくは募集案内をご覧くださ
い。

若葉まつりライブの準備委員

　平成２３年５月１４日・１５日に行わ
れる同ライブの企画など
対市内在住か在勤、市内で音楽活
動をしている１６歳以上の人
申直接か電話で、１１月２４日までに
総合学習センター（1０４２－７５６－
３４４３）へ

「サン・エールさがみはら

ジャズコンサート」の出演者

日１２月１０日（金）
対スタンダード曲を中心に１０曲以
上演奏できる勤労者団体
申直接か郵送で、代表者の住所・
氏名・電話番号、団体名、ジャン
ル、人数、演奏楽器、活動内容、
コンサートの実績を書いて、デモ
テープを同封し、１１月２２日までに
同所（〒２５２－０１３１　緑区西橋本
５－４－２０　1０４２－７７５－５６６５）へ

市民交流音楽会

「デキシーランドジャズ」

出演　有馬靖彦とデキシージャイブ
日時１１月２３日（祝）午後２時～４時
会県立相模湖交流センター
対小学生以上の人＝４００人（先着順）
費前売券１，０００円（小・中学生５００
円）
※当日券は各５００円増し
※相模湖観光協会などで販売
問まちづくり湖の星の鈴木さん
（1０９０－４９１０－１３１１）

土曜コンサート「オペラ」

日時１１月２０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２００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同所（1０４２－７７５－５６６５）

ソレイユさがみの催し

医師から学ぶ！生活習慣病になら
ないための食事と運動習慣
日１１月１９日（金）
時午後７時～８時３０分
定５０人（申込順）
介護を楽にするおしゃべりサロン
日１１月２５日（木）
時午後１時３０分～３時３０分
定６人（申込順）
女性のための個別キャリアカウン
セリング
日１１月２６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
みんなが楽しいパーティ料理
　カリフォルニアロールなど
日時１１月２７日（土）午前１０時～午後１時
定３０人（申込順）
費８５０円（材料費、保険料）
女性のための心とからだの健康相談
日１１月２７日（土）
時午後１時３０分・２時３０分
定各１人（申込順）
男性のくらしナビ　ものとココロ
の整理術「ものを 活 かす、使い切

い

る生活」
日１１月２７日（土）
時午後１時３０分～３時３０分
定２４人（申込順）
男性のくらしナビ「プロから学ぶ
手づくり 餃  子 ＆しゅうまい教室」

ぎょう ざ

日１２月４日（土）
時午前１１時～午後１時３０分
定３０人（夫婦の参加可、申込順）
費５００円（材料費）
市民企画講座「きれい・元気を応
援するリンパと栄養セミナー」
日時１２月６日（月）午前１０時～午後１時
対女性＝３０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）

お知らせ イベント 

募　　集 

施設のお休み

東林ふれあいセンター
日１１月８日（月）
問同所（1０４２－７４５－７６６０）
さがみはら北の丘センター
日１１月９日（火）・１０日（水）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）
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（敬称略）読者のひろば

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。

リサイクルスクエア　１１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、１１月２０日までに、各会場へ
※抽選発表は１１月２１日（日）午後１時
リサイクル家具のお楽しみ抽選会
　いすなど小さめの家具約２０点
日時１１月１４日（日）午前１０時～１１時
※抽選発表は１１時１０分から
会橋本台リサイクルスクエア
対市内在住の中学生以上の人（１
人１点限り）
おもちゃの病院
日時１１月７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

「樹木探偵団」の公園樹木めぐり

時午後１時～３時３０分
対中学生以上の人＝各３０人（申込順）
申電話で市みどりの協会（1０４２
－７７７－２８６０）へ

みどりの講習会

「ブルーベリーの育て方」

　おすすめの品種や病害虫防除
日１１月１３日（土）
時午後１時３０分～３時３０分
会環境情報センター
定６０人（申込順）
費２００円
申電話で１１月２日から市みどりの
協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

求職者支援講座

～正しい「敬語」～

日１１月１５日（月）
時午後１時３０分～４時３０分
会ソレイユさがみ
対３４歳以下の人＝２０人（申込順）
申電話で就職支援センタ－（1 

０４２－７００－１６１７）へ

ファイナンシャルプランナーに

よる無料セミナー＆相談会

日１１月２７日（土）
時午前１１時～午後４時
会青山学院大学相模原キャンパス
定セミナー２００人、相談会１５組（申
込順）
申各公民館にある申込書を日本フ
ァイナンシャルプランナーズ協会
神奈川支部（1０４５－２９０－９３７０
6０４５－２９０－９３７１）へ
※同協会ホームページからも申込
可

相模いきいき健康マージャン

初心者教室〈全１５回〉

日１１月２５日～平成２３年３月１１日の
原則木・土曜日
時午前９時４５分～午後０時３０分
会ソレイユさがみ
対市内在住の６０歳以上の人
定１６人（抽選）　費１回１，５００円
申はがきかファクスに住所、氏名、
生年月日、電話番号、経験（①は
じめて②並べる程度③役が少しわ
かる）を書いて、１１月１５日までに
長寿社会文化協会相模原支部の福
司さん（〒２５２－０３０３　南区相模
大野４－５－７－６０６　16０４２－
７４９－６８７２）へ 

初級プレイリーダー養成講座

〈全５回〉

　冒険遊び場の運営実習や遊び技
術の学習、危険予知訓練など

会総合体育館ほか
対市内在住か在勤・在学の１５歳以
上の人
申電話か、Ｅメールに住所、氏名、
年齢か学年、生年月日、学校名か
勤務先、電話番号、メールアドレ
スを書いて、１１月３０日までに相模
原に冒険あそび場をつくる会
（1０９０－４８２２－６６６４　Ｅsaga 
mi_bouken@pc-so-net.jp）へ

災害救援ボランティア

コーディネーター養成講座〈全２回〉

　災害ボランティアの活動に必要
な知識や技術を学びます。
日１１月２７日、１２月１１日の土曜日
時午前９時３０分～午後５時
会あじさい会館
対市内在住の人＝４０人（申込順）
費５００円
申電話か、ファクスに氏名、電話
番号を書いて、市社会福祉協議会
ボランティアセンター（1０４２－
７８６－６１８１　6０４２－７８６－６１８２）へ

ひとり親支援事業「栄養満点！

親子で作ろう　健康メニュー」

日１１月２０日、１２月１８日の土曜日
時午前１０時～午後１時
会ソレイユさがみ
対母子家庭、父子家庭の子どもと
その保護者
定各日３０人（抽選）
費大人３００円、小・中学生１００円
申電話で１１月１２日までに市母子寡
婦福祉協議会（1０４２－７５５－６６１２）へ

県立相模原公園の催し

おちば劇場「落ち葉で自分の分身
をつくろう」
　落ち葉で絵を描きます。
日時１１月７日（日）午後１時～４時
定２０人（申込順）
園芸教室
　園芸用土との付き合い方
日１１月１４日（日）
時午後１時３０分～３時３０分
定４０人（申込順）
自然観察会「木の実や種を探そう」
日時１１月２７日（土）午後１時～３時
定４０人（申込順）
費３００円（小学生以下無料）

◇　　　◇
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
姫柿展
日１１月２日（火）～７日（日）
※姫柿の即売あり
 檀 の会シャドーボックス展
まゆみ

日１１月９日（火）～２１日（日）
※２１日に体験教室あり

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

講演・講座 

催 し
　　　　　　費用の記載がない場合
　　　　　　は無料です。
▼マンドリーノ・マンドリーノ演奏
会　マンドリンとギターの演奏、曲
目は「枯葉」ほか　１１月３日（祝）
午後６時３０分～８時３０分、南市民ホ
ール　�問 足立（1０４２－７６６－５２３３）
▼講演「食の安全・安心面から、農
薬を科学的に検証する」　１１月６日
（土）午後１時３０分～４時、麻布大
学百周年記念ホール。定員２５０人（先
着順）　�問 同大学麻布環境科学研究
会（1０４２－７６９－２０８４）
▼すこやかバザーまつり　１１月７日
（日）午前１０時～午後２時、すこや
か保育園（中央区横山４－１２－１４）　
�問 同園（1０４２－７５２－８１８４）
▼れんげの里水彩会展　１１月１１日
（木）～１５日（月）午前１０時～午後
６時（１１日は正午から、１５日は５時
まで）、相模大野ギャラリー　�問 改
森（1０４２－７４４－６７１６）
▼木管アンサンブルクレッシェンド
定期演奏会　曲目は「ジブリメドレ
ー」ほか　１１月１３日（土）午後２時
～４時３０分、グリーンホール相模大
野多目的ホール　�問 高木（1０９０－
３１３２－１５３８）
　　　　　　会費などは個別にお問
　　　　　　い合わせください。
▼男性料理　月１回水曜日、月１回
土曜日か日曜日午後１時、東林公民
館。初心者歓迎　�問 永野（1０４２－
７４２－５３２３）
▼社交ダンス　毎週水・土曜日午後
１時、田名公民館。初心者歓迎　�問 
松谷（1０９０－５５２７－９３３９）
▼成人女性の健康体操　毎週月曜日
午後６時４５分、鶴の台小学校体育館。
体験あり　�問 山本（1０９０－２２４２－
１０６８）
▼健康体操　毎週水曜日午後１時３０
分、光が丘公民館　�問 小林（1０９０－
３４７０－１９９４）

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。

時　間日にち
午前１０時
　　～午後４時３０分１２月１８日（土）

午前９時～午後３時　　２６日（日）

午前１０時～午後４時
平成２３年
１月９日（日）

午前１０時
　　～午後４時３０分　　１６日（日）

午前９時３０分
～午後４時３０分

２月１１日（祝）

会　場日にち
相模原北公園１１月１４日（日）
相模原麻溝公園　　２１日（日）
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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。

市立博物館の催し
博物館開館１５周年記念事業

みんなでワッショイ宇宙みこし！
～宇宙の 彼  方 へ さぁ行こう！～

かな た

　新型宇宙船に見立てた「宇宙みこし」を作り、博物館内外を練り歩きます。
日　時　１１月２１日（日）午前１０時～午後４時
対　象　小学生＝３０人（抽選）　　※昼食は各自持参
申し込み　往復はがき（１枚２人まで）に、住所、氏名、学年、電話番

号、「宇宙みこし」と書いて、１１月１０日（必着）までに同館へ

星空観望会（12月）

　プラネタリウムで星空解説後、４０㎝大型望遠鏡で観察します。
日　時　１２月３日～１７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通５人まで）に、参加者全員

の氏名・年齢、代表者の住所・氏名・年齢・電話番号、参加希望
日（第２希望まで）、「星空観望会」と書いて、１１月１５日（必着）
までに同館（Ｅメール star@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

こどもアニメーションフェスティバル作品上映会

　女子美術大学が主催するフェスティバルで公募した、「子どもがつ
くったアニメ、子どものためにつくったアニメ」作品を上映します。
日　時　１１月２１日（日）午後２時３０分～３時３０分
定　員　２１０人（先着順）　　※入場無料。希望者は直接会場へ
※当日、プラネタリウム・全天周映画番組はお休みします。

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
１１月の休館日　月曜日、４日（木）、２４日（水）

  市内農産物の旬の味覚を楽しもう！  農業まつり
　農畜産物の品評会・即売会や、卵のつかみどりな
どのイベントが盛りだくさん。飲食コーナーでは、
地元産の食材で作った料理を味わってみませんか。
時　間　午前９時１５分～午後３時〈雨天決行〉
※１１月１４日の市民朝市は、同まつり開催のため実施しません。

お問い合わせ　農政課　1０４２－７６９－８２３９

１１月１４日（日）は

淵野辺公園で楽しもう

 Ｈａｐｐｙ！Ｅｎｊｏｙ！ 親子ふれあいの広場
　親子で楽しめる工作やゲームコーナー、巨大フ
アフア人形、合唱団や鼓笛バンドのステージなど
で楽しみませんか。
時　間　午前１０時～午後３時〈雨天中止〉
対　象　市内在住の小学生以下の子どもとその保護者

 お問い合わせ　青少年学習センター　1０４２－７５１－００９１

尾崎行雄（ 咢  堂 ）杯演説大会
がく どう

　中学生から青年までの８人が、「私は世界・日
本・社会のために、このことから始めたい」を
テーマに演説します。松沢成文県知事や丸山和
也弁護士らによるパネル討論会も行います。
日　時　１１月１４日（日）午後１時～４時３０分
会　場　 杜 のホールはしもと　　定　員　５００人（先着順）

もり

※傍聴希望者は直接会場へ
お問い合わせ　尾崎行雄を全国に発信する会　1０９０－４５４１－８６７７

  めざせラグビートップリーグ！

三菱重工相模原ダイナボアーズを応援に行こう

応援市民デー
　当日、この入場引換券を会場受付にお持ちください。
チケットと交換します。１２月５日には、グッズのプレ
ゼントや賞品が当たる抽選会も予定しています。

入場引換券（１枚につき５人まで）

〈
切
り
取
り
線
〉

 お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５

対戦相手会　場時　間日にち
東京ガス秩父宮ラグビー場（港区北青山）

午後２時
キックオフ

１１月７日（日）
栗田工業相模原麻溝公園競技場１２月５日（日）
横河武蔵野秩父宮ラグビー場１２月１２日（日）

やまなみクリスマスコンサート
上條恒彦と語る

　クリスマスソングや懐かしい曲を聴いて、楽しいひ
とときを過ごしませんか。
日　時　１２月１９日（日）午後２時～４時
会　場　県立相模湖交流センター　　定　員　３７８人
費　用　

チケットの購入　直接か電話で同センターへ

お問い合わせ　県立相模湖交流センター　1０４２－６８２－６１２１

上條恒彦さん

道志川なごやか写生大会
　道志川を描き、芸術の秋を楽しみましょう。
日　時　１１月２１日（日）午前８時３０分～午後２時３０分
会　場　道志川弁天橋下流周辺
持ち物　絵の具など（用紙は配布）、弁当　※希望者は直接会場へ
※午後１時ごろから道志川クリーンキャンペーンを同時開催します。

お問い合わせ　津久井中央連絡所　1０４２－７８４－２４００

さがみはら市民活動フェス
タは４㌻を、消防フェアは
８㌻をご覧ください。
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当日券前売券区　分
２，５００円２，０００円大人
２，０００円１，５００円高校生以下




