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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

　１１月２０日、市政の振興や文化の向上などに功労
があった方々の表彰式を開催しました。市民文化
表彰を土屋章さん（地域保健医療の進展）と上條
陽子さん（市民文化の振興）の２名が、市政功労
表彰を１１６名の方々と７団体が受賞され、特別表彰
として小惑星探査機「はやぶさ」プロジェクトを
成功させた宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）・
はやぶさプロジェクトチームが受賞されました。 

素晴らしい功績をたたえて 

ＪＡＸＡの國中均教授（左）と川口淳一郎教授（右） 

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

　　 2 潤水都市さがみはら債（１０年債）を発行 

3 みんなで築こう　人権の世紀�

4 冬の大きなおはなし会�

5 みんなのスポ・レク情報 

8 さがみはらで過ごす冬のひととき 

「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 

市の人口・世帯 

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　 

人 口  714,179　　 
男  360,642/女  353,537

世 帯  301,282　　 
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　クリスマスも近いこの時期、色とりどりの照明で華やかに飾られた駅や商店街、大学、

公園などでは、宝石をちりばめたような輝きが、訪れる人を楽しませてくれます。

　市では、今年１０月に設立された市民、企業、大学などで構成するシティセールス推進協

議会（会長：河本洋次　相模原商工会議所会頭）との連携・協働により、積極的に市の魅

力アップに取り組んでいます。地域を明るく盛り上げたい、そんな思いが込められた光輝

く冬の「 潤  水  都  市 　さがみはら」を、市民の皆さんもぜひお楽しみください。
じゅん すい と し
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　同駅北口・南口に新たに設置するイルミ
ネーション。通年で点灯します。
日にち　１２月９日（木）
時　間　午後４時４５分～６時３０分
会　場　同駅北口ペデストリアンデッキ
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　４，０００個の電球に照らされたホワイトツリ 
ーと幻想的な音楽隊の影絵がお迎えします。
期　間　通年　　時　間　午後５時～１１時

　駅前のモニュメントや周辺道路の街路樹に
イルミネーションを点灯します。
期　間　１月中旬まで
時　間　午後５時～１１時
会　場　相模原駅ペデストリアンデッキ周辺

  大学  

  駅前など  

撮影地：さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト（緑区若柳）
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公園などのイルミネーションは８㌻をご覧ください。

　クリスマスツリーと小道
を、幻想的にライトアップ
します。
期　間　１２月２５日（土）まで
時　間　午後４時～９時

お問い合わせ
相模女子大学　1０４２－７４７－９５５４

相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学相模女子大学
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　校内のヒマラヤ杉に
クリスマスの灯りをと
もします。

期　間　１２月２５日（土）まで
時　間　午後４時３０分～９時３０分

お問い合わせ
青山学院大学　1０４２－７５９－６００９
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　校内のモミの木をラ
イトアップします。
期　間　１２月２５日（土）

まで
時　間　午後４時～８時

お問い合わせ
和泉短期大学　1０４２－７５４－１１３３
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　淵野辺駅北口バス発
着所周辺をライトアッ
プします。

期　間　１月６日（木）まで
時　間　午後５時～１１時

お問い合わせ
同キャンパス　1０４２－７０４－７０１１

北北北北北北北北北北北北北北北北北北北北里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学北里大学
　Ｌ１号館前のモミの木と外階段をライトアップします。
期　間　１２月２８日（火）まで　　時　間　午後４時３０分～９時

お問い合わせ
北里大学

1０４２－７７８－９３２３
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　駅前のモミの木などを約１万個の電球でライトアップします。
期　間　１２月３日（金）～３１日（金）
時　間　午後５時～１２時　　会　場　藤野駅前周辺

お問い合わせ　商業観光課　1０４２－７６９－８２３６

お問い合わせ
藤野商工会

1０４２－６８７－２１３８
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潤水都市さがみはら債（１０年債）を発行
　新たな財源を確保し市民サービスの向上を図るため、ネーミ
ングライツ（施設命名権）のスポンサーを募集します。
募集施設　○市文化会館（グリーンホール相模大野内のホール）

○相模原球場
契約期間　平成２３年４月（予定）から５年間以上
申し込み　文化振興課、スポーツ課にある各募集要項（市ホー

ムページの 産業・ビジネス からダウンロード可）に付
いている申込書などを１月２１日（必着）までに各課へ

※募集条件など詳しくは、募集要項をご覧ください。

募集

お問い合わせ
市文化会館について　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２
相模原球場について　スポーツ課　1０４２－７６９－８２８８

　政令指定都市移行に伴い、新たに 潤 
じゅん

 水  都  市 さがみはら債（平成２２年度第１回相模原市
すい と し

公募公債）を発行します。潤水都市さがみはら債は、道路や公園など、公共施設の整備
等に必要な資金を借り入れるために相模原市が発行する債券です。
販売期間　１２月１３日（月）～２２日（水）
発行総額　１００億円
購入資格　なし（個人・法人どなたでも購入できます。）
利　率　国債の利率を参考に、１２月１０日午後決定予定
申込・購入方法　直接、窓口販売金融機関へ申し込んでください。
　　　（販売期間内でも売り切れになる場合があります。）
窓口販売金融機関　横浜銀行全店、八千代銀行全店（目黒支店を除く）、西武信用金庫

橋本支店、野村證券相模原支店、大和証券相模原支店、日興コーディアル証券横
浜駅前支店、浜銀ＴＴ証券全店

「潤水都市さがみはら債」と
別途発行する「さがみはらまちづくり債」の主な違い

さがみはらまちづくり債潤水都市さがみはら債　
 住民参加型市場公募地方債 全国型市場公募地方債種　　別
 １０億円 １００億円発行総額
 ５年 １０年償還年限
 市内在住で２０歳以上の人 なし購入資格

 １月１日～１月中旬の予定窓口販売金融機関へお問い合せく
ださい申込期間

 ２月中旬の予定 １２月１３日～２２日販売期間
事前に往復はがきで市へ申し込
み（抽選）直接、窓口販売金融機関で購入購入方法

 １０万円以上１０万円単位 １万円以上１万円単位最低購入額
※さがみはらまちづくり債について、詳しくは本紙１月１日号でお知らせします。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

　市民や企業の皆さんからいただいた寄付金を、市内で活
動している市民活動団体へ、活動資金として助成します。
　市民ファンド「ゆめの芽」は、公募で選ばれた「ＮＰＯ法
人市民セクターゆめの芽」と市が協働で運営しています。
対象団体　次のすべてに該当する団体

○市内に活動の拠点がある
○団体の構成員が５人以上
○会則などを定め、継続的な活動を行う意思がある
○暴力など不法行為を行うおそれがない

対象事業　２３年度中に実施する次のすべてに該当する事業
○公共的・公益的な事業
○営利的な活動が主たる目的でない
○政治的・宗教的活動が含まれない
○法令に違反していない

助成額対象団体
（申請日現在）コース

上限１０万円（総事業費の９０％以内）設立後３年未満ファーストステップ
上限５０万円（総事業費の８０％以内）設立後３年以上ステップアップ

募集要項（申請書付き）の配布　同事務局、さがみはら市
民活動サポートセンター、市民協働推進課、各公民
館で配布するほか、市民ファンド「ゆめの芽」ホー
ムページからもダウンロードできます。

申し込み　申請書など必要書類を１月３１日（必着）までに
同事務局へ

選　考　助成金支給事業や助成額は、審査会で決定します。
※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。

第５回
中央区区民会議

を開催

日にち　１２月１０日（金）
時　間　午後７時
会　場　総合学習センター　
傍聴席数　１０席

※傍聴希望者は午後６時４５分
までに直接会場へ

※傍聴希望者が１０人を超えた
場合は抽選になります。

お問い合わせ
中央区役所地域政策課

1０４２－７６９－９８０１

助成額

助成対象事業 募集説明会
　助成金の制度などについて説明します。
日　時　１月１５日（土）午後２時
会　場　けやき会館　　※希望者は直接会場へ

市民若葉まつりに参加しよう
参加団体
　活動発表や作品展、
ステージ発表、パレー
ドなど

会　場　市役所さくら通りほか
対　象　市内各種団体（個人、営利目的、物販

のみの参加等は不可）
申し込み　商業観光課、城山・津久井・相模湖・

藤野経済観光課にある実施要項に付いて
いる申込書を１２月２４日までに各課へ

※参加条件など詳しくは、実施要項をご覧にな
るか、お問い合わせください。

時　間日にち
午後１時～５時　　５月１４日（土）
午前１０時～午後５時　　１５日（日）

定員（抽選）時　間日にち
４０組午後１時３０分～５時５月１４日（土）
８０組午前１０時～午後５時　　１５日（日）

お問い合わせ　 市民まつり実行委員会事務局（商業観光課内）
〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２３６

お問い合わせ　
市民ファンド「ゆめの芽」事務局　1０４２－７５２－０８８５

平成２３年度助成対象事業を募集

来年４月に市立小・中学校へ入学する人に
就学通知書を郵送

対　象　小学校＝平成１６年４月２日～１７年４月１日に生まれた人
　　　　中学校＝１０年４月２日～１１年４月１日に生まれた人
※１２月中旬に郵送。届かない場合は学務課へお問い合わせください。
通学する市立小 ･中学校の変更
　市が指定した学校を、申し立てにより変更できる場合があり
ます。詳しくは市ホームページの 暮らしの情報 → 子育て → 
小学校・中学校 → 小・中学校の通学区域 をご覧になるか、お
問い合わせください。

お問い合わせ　学務課　1０４２－７６９－８２８２

市市市市市市市市市市市文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化会会会会会会会会会会会館館館館館館館館館館館、、、、、、、、、、、相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模原原原原原原原原原原原球球球球球球球球球球球場場場場場場場場場場場ののののののののののの
ネネネネネネネネネネネーーーーーーーーーーーミミミミミミミミミミミンンンンンンンンンンングググググググググググララララララララララライイイイイイイイイイイツツツツツツツツツツツスススススススススススポポポポポポポポポポポンンンンンンンンンンンサササササササササササーーーーーーーーーーー

絵画コンテスト
テーマ　市民若葉まつりのイメージを自由に表

現したもの
対　象　市内在住か在学の小・中学生
応募方法　四つ切り判画用紙（５４㎝×３８㎝）を

縦長に使用し、裏面に住所、氏名（ふりが
な）、年齢、学校名（学年、組）、性別、
電話番号を書いて、直接か郵送で１月１４
日（必着）までに市民まつり実行委員会
事務局へ

※入賞作品はポスターやパンフレットに利用し
ます。また、応募者全員に記念品を差し上げ
ます。

※応募作品の著作権は実行委員会に帰属します。
※応募作品は原則として返却しません。

市民芸能大会
　舞踊（３人以上の組で１曲のみ）、演芸、詩吟、
合唱、奇術、歌謡曲など１人（１グループ）１種目
で５分以内（準備・片付けを含む）

会　場　市民会館ホール
対　象　市内在住か在勤の個人・グループ（出演は

１人１回のみ）
費　用　個人・グループともに１，０００円
※伴奏・テープなどは各自で用意（ＣＤ、ＭＤは不可）
申し込み　はがき（１組１枚限り）に代表者の住所・

氏名・電話番号、グループ名（グループ参加
のみ）、全員の氏名（他グループとの重複は
不可）、種目、題名、所要時間、テープ・伴奏
の有無、出演希望日を書いて１月３１日（必着）
までに、文化振興課（〒２５２－５２７７　中央区中
央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２０２）へ

市民・行政協働運営型
市民ファンド「ゆめの芽」
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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。

人権のことで困ったときは（祝日・１２月２９日～１月３日を除く）
　人権擁護委員などが相談に応じます。　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ会　場時　間特設相談日通常の
相談日

1０４２－７７５－１７７３　緑区役所
市民相談室

午後１時３０分
　～４時

１２月８日（水）

第４金曜日

1０４２－７６９－８２３０　中央区役所
市民相談室

第１・　　
第３金曜日

1０４２－７４９－２１７１　南区役所
市民相談室第２水曜日

1０４２－７８３－８１０３　
城山
まちづくり
センター

１２月１０日（金）第１金曜日

1０４２－７８０－１４００　
津久井
まちづくり
センター

１２月８日（水）第２水曜日

1０４２－６８４－３２１４　
相模湖
まちづくり
センター

１２月１０日（金）第２金曜日

1０４２－６８７－５５１４　
藤野
まちづくり
センター　

１２月９日（木）☆第３水曜日

1０４２－７５３－２１１０★
横浜
地方法務局
相模原支局

午前８時３０分
～午後５時１５分月～金曜日

☆は午後１時～３時　　　　★は電話での相談も可

みんなで築こう 人権の世紀

年末年始を安全に

お問い合わせ　
生活安全課　1０４２－７６９－８２２９

年末年始特別警戒
１２月１日～１月３日

　年末年始は防犯に関して手薄になりやすい時期で
す。被害にあわないように十分注意しましょう。

振り込め詐欺に注意
　息子や孫などを装い「携
帯電話の番号が変わっ
た」、警察官や金融機関の
職員を装い「キャッシュカ
ードを預かります」などと
電話をかけ、現金をだまし
とる振り込め詐欺が多発し
ています。
○お金の振り込みを求める
電話がかかってきたら、
必ず本人や家族に連絡をとり確認しましょう。

○不審な電話がかかってきたら、警察に相談しまし
ょう。

ひったくりなど街頭犯罪に注意
○歩行中はバックなどを車道の反対側に持ちましょう。
○自転車の前カゴに防犯ネットをつけましょう。
○自転車の 鍵 は二重にかけ、駐輪場を利用しましょう。

かぎ

空き巣に注意
○二重ロックや防犯フィルム、センサーライトなど
の防犯対策をしましょう。

○長期不在の場合は新聞の配達を休止しましょう。

無事故で年末　笑顔で新年

年末の交通事故防止運動
１２月１１日～２０日

　年末は交通量や飲酒の機会が増え、交通事故が多
発する時期です。交通ルールとマナーを守り、事故
防止に努めましょう。

飲酒運転は絶対にしない

夜間の交通事故に注意
　夜間に外出するときは、「明るく目立つ服装」や
「夜光反射材」を身に付けましょう。

シートベルト・チャイルドシートを着用

障害者への理解を深め、
社会参加を応援しよう

知的障害者スキー教室の
ボランティア募集

　知的障害者のトイレや入浴、着替えなどをサポー
トします。
日にち　２月５日（土）～６日（日）〈１泊２日〉
会　場　霧ヶ峰高原（長野県）
費　用　２，０００円（学生１，０００円）、 

　レンタルスキー１，０００円
申し込み　電話で１２月２０日までに市手をつなぐ育成

会（1０４２－７５９－４３１０）へ

ほかほか
ふれあいフェスタ

　車いすダンスや大道芸の発表、パネル展
示などを行います。
日にち　１２月４日（土）
時　間　午後１時～４時
会　場　相模大野駅北口サンデッキ

お問い合わせ
同実行委員会　1０４２－７５９－７９８２

障害児のためのポニー乗馬
　ポニー乗馬やエサあげ、ポニーの世話を通して、身体機能回復や心身
のリフレッシュを図ります。
日　時　１月８日～２２日の毎週土曜日午前１０時、午後１時３０分
会　場　相模原麻溝公園ふれあい動物広場
対　象　市内在住の４歳～中学生の障害児で保護者が同伴できる人＝各６人（抽選）
申し込み　直接かファクス、Ｅメールに氏名、電話番号、希望日・時間を書いて、１２月２８日までに

同広場（16０４２－７７８－３９００　Ｅメール sagamihara@pony-harmony.com）へ

県障害者文化・芸術祭
　音楽やダンスの発表、書道や写真、絵画などを展
示します。
日にち　１２月４日（土）・５日（日）〈４日は展示のみ〉
時　間　午前１０時～午後４時（５日は午後３時まで）
会　場　あじさい会館

お問い合わせ　県障害者社会参加推進センター
　1０４５－３１１－８７４４

障害者週間ポスター展
　障害者週間のポスターと心の輪を広げる
体験作文の優秀作品を展示します。
日にち　１２月３日（金）～９日（木）
時　間　午前８時３０分～午後５時
会　場　市役所本館１階ロビー

お問い合わせ
障害福祉課　1０４２－７６９－８３５５

１２月３日～９日
障害者週間

人権啓発講演会

命を大切に～可能性を信じて
日　時　１月２０日（木）午後２時～３時４０分
会　場　あじさい会館　　
講　師　渡部陽一さん（戦場カメラマン）
定　員　２３０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚４人まで）に、全員の氏名（代表者に○）、代表者

の住所・電話番号、「人権啓発講演会」と書いて、１２月１４日（必着）まで
に地域福祉課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５）へ

渡
部
陽
一
さ
ん

お問い合わせ
地域福祉課　1０４２－７６９－９２２２

　人権とは、だれもが生まれながらにして持っている「人が人らしく幸福に生き
ていくための権利」です。
　しかし、私たちの周囲には、女性に対する差別やドメスティックバイオレンス、
子どもに対する虐待やいじめ、高齢者や障害者に対する虐待や差別、北朝鮮によ
る 拉  致 問題など、人権を侵害するさまざまな問題があります。

ら ち

　１２月４日～１０日は「人権週間」、１２月１０日～１６日は「北朝鮮人権侵害問題啓発
週間」です。「ともに生きる」地域社会実現のために、あらためて人権について考
えてみませんか。

女性の人権ホットライン
1０５７０－０７０－８１０

　夫やパートナーからの暴力や、セク
シャルハラスメントなどの相談

こどもの人権１１０番
7０１２０－００７－１１０

　いじめや虐待など、子どもの人権に
かかわる相談

～考えよう 相手の気持ち
育てよう 思いやりの心～

相談日　月～金曜日　　　　時　間　午前８時３０分～午後５時１５分

オレ 
　オレ 

②障害者ふれあい文化講座
「七宝焼き」

日　時　１月８日（土）午後２時～４時
会　場　けやき体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の知的障害児・者
定　員　１５人、ボランティア＝５人程度（申込順）
費　用　５００円

①新春！凧揚げをしよう
　 凧 作りと凧揚げをします。

たこ

日　時　１月６日（木）午前１０時～正午
会　場　けやき体育館
対　象　市内在住か在学の小学生～高校生の障

害児（高校生以下の兄弟の参加も可）
定　員　３０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、講座名を書いて、１２月①２７日
②２５日までに同館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ
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伝統を楽しもう

正月飾り作り
　ワラを使って正月飾りを作ります。
日　時　１２月２３日（祝）午前１０時～正午
会　場　古民家園（相模川自然の村公園内）
定　員　１００人（抽選）　　費　用　１００円（材料費）
申し込み　往復はがきに全員の住所・氏名・電話番号を書いて、１２月７日

（必着）までに文化財保護課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５ 
1０４２－７６９－８３７１）へ

冬の大きなおはなし会
１２月１７日（金） 杜のホールはしもと８階多目的室

もり

　人形劇「ブレーメンのおんがくたい」など
時　間　午後２時＝２・３歳児向け　午後３時３０分＝４歳児以上向け
対　象　２歳以上の子どもとその保護者＝各２００人（先着順）
※１２月１日から橋本図書館で整理券を配布

お問い合わせ　橋本図書館　1０４２－７７０－６６００

１２月２２日（水） 相模大野図書館

　人形劇「ひなどりとネコ」や大型絵本の読み聞かせ、パネルシアターなど
時　間　午後２時＝３～５歳児向け　午後３時＝６歳児以上向け
対　象　３歳以上の子どもとその保護者＝各１５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　相模大野図書館　1０４２－７４９－２２４４

あそびの学校 新・カルタ合戦
　オリジナルのカルタを作って遊びます。
日　時　１２月１９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（先着順）
※希望者は、動きやすい服装で直接会場へ

お問い合わせ　青少年学習センター　1０４２－７５１－００９１

旧石器ハテナ館の催し
体験教室「勾玉作り」

まが たま

日　時　１２月１２日（日）午後２時～４時
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）　
費　用　３００円（材料費）　
申し込み　電話で同館へ

作品展
　体験教室で作った石器や土器、文化財保護ポスターを展示します。
期　間　１２月１８日（土）～２６日（日）
時　間　午前９時～午後５時

お問い合わせ　旧石器ハテナ館　1０４２－７７７－６３７１

　養蚕と信仰についての講話と、養蚕にかかわる文化財を探訪します。
日にち　１２月１２日（日）
時　間　午前１０時～正午
会　場　史跡勝坂遺跡公園管理棟　　
定　員　３０人（申込順）
申し込み　電話で文化財保護課（1０４２－７６９－８３７１）へ

１２月１６日（木） 市立図書館

　人形劇「三びきのこぶた」や絵本の読み聞かせ、紙芝居など
時　間　午前１１時＝２・３歳児向け　午後３時＝４歳児以上向け
対　象　２歳以上の子どもとその保護者＝各８０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市立図書館（中央区鹿沼台）　1０４２－７５４－３６０４

１２月１５日（水） 相武台分館

　人形劇「まねっこ」や絵本の読み聞かせなど
時　間　午前１０時３０分＝２・３歳児向け　午後３時３０分＝４歳児以上向け
対　象　２歳以上の子どもとその保護者＝各５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　相武台分館　1０４６－２５５－３３１５

ミニ門松作り
　竹を使って、卓上用の「ミニ門松」を作ります。
日　時　１２月２３日（祝）午前１０時～１１時３０分、午後１時３０分～３時
会　場　相模の 大  凧 センター

おお だこ

対　象　小学生以上の人＝各２０人（申込順）※親子での参加可
費　用　各１，０００円
申し込み　直接か電話で同センター（1０４６－２５５－１３１１）へ

真冬の風を味方につけよう！　凧作り
　親子で 凧 作りと凧揚げをします。

たこ

日　時　１２月２７日（月）午後１時３０分～３時３０分
会　場　相模原麻溝公園競技場
対　象　小学生とその保護者＝１５組（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、

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

シネマサロン
上映作品　「荷車の歌」（１９５９年／日本）白黒
日にち　１２月１９日（日）・２１日（火）
時　間　午後２時～４時３０分
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　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

提供　独立プロ名画保存会

新春演芸会 寄席さがみこ
　三遊亭円楽さん、おぼん・こぼんなど５組が出演します。
日　時　１月１６日（日）午後１時３０分
会　場　県立相模湖交流センター
定　員　４２４人（申込順）
費　用　

申し込み　直接か電話で同センター（1０４２－６８２－６１２１）へ

当日券前売券区　分

３，０００円２，５００円大人

２，０００円１，５００円高校生以下の人

三
遊
亭
円
楽
さ
ん

市立博物館の催し
星空観望会（１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　１月７日～２１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、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、１２月１５日（必着）までに同館
（Ｅメール star＠city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

プラネタリウム 「The eclipse of the Moon ～皆既月食１２．２１～」
　１２月２１日は皆既月食です。月食の仕組みを紹介します。
期　間　１２月２６日（日）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）

学習資料展
大地さんと未来さんが見つける ちょっと昔のくらしⅦ
～お父さんお母さんが子どもだったころ～
期　間　１２月１１日（土）～２月２７日（日）
※期間中、関連事業を行います。詳しくは、お問い合わせください。

市立博物館　〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５
1０４２－７５０－８０３０　6０４２－７５０－８０６１
開館時間　午前９時３０分～午後５時
１２月の休館日　月曜日、２４日（金）、２８日（火）～３１日（金）

勝坂を学ぼう！
ミニ講座＆文化財探訪

勝坂の養蚕と信仰
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みんなの スポ・レク情報 

チャレンジラン in さがみはら
　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
するクラブチームによる長距離タイムトライアルの出場者を募集します。
日　時　１２月１８日（土）午前１０時～午後４時
会　場　相模原麻溝公園競技場
種　目　１，０００ｍ、３，０００ｍ、５，０００ｍ
対　象　小学生以上の人　　費　用　１，０００円（小学生５００円）
申し込み　ファクスかＥメールに住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、

電話番号、ファクス番号、参加種目、目標タイムを書いて、１２月１１
日までに同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメー
ル asamizo-stadium@dream.jp）へ

はじめてのビーズアクセサリー講座
　クリスマスリースのストラップを作ります。
日　時　１２月１８日（土）午前１０時～正午
対　象　小学生以上の人＝２０人（申込順）
※小学校３年生以下は保護者同伴
費　用　１，０００円

健康講座
　運動不足を解消し、健康の向上をめざします。
日　時　１２月２０日（月）午後３時～４時
対　象　６０歳以上の人＝２０人（申込順）
費　用　２００円（６５歳以上の人・障害者は無料）

元旦マラソン大会
日　時　１月１日（祝）午前８時
会　場　相模原麻溝公園競技場ほか
種　別　１.５㎞（ジョギング・ファミリー・小学生

の部）、３㎞、５㎞
費　用　３００円
持ち物　安全ピン８本（ナンバーカード用）
申し込み　電話か、Ｅメールに住所、氏名、年齢、

性別、電話番号、種別を書いて、１２月２４日
までに市体育協会へ

相模湖駅伝競走大会
日にち　１月１０日（祝）
時　間　午前９時　　
費　用　１チーム２，０００円 

（中学生の部は無料）
※コースなど詳しくはお問い合わせください。
申し込み　生涯学習

課各教育班、
スポーツ課、
各公民館にあ
る申込用紙を
１２月１４日（必
着）までに生
涯学習課相模
湖教育班（1０４２－６８４－３２５７）へ

定　員　各２０組（抽選）
費　用　各３，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな、②は子どもとその

保護者の氏名）、年齢、電話番号、教室名を書いて、１２月１３
日（必着）までに同球場（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１
－６　1０４２－７５３－６９３０）へ

相模原球場体育室の教室

○１ラージボール卓球〈全８回〉
　通常使うボールより大きいボールを使う、初心者向けの卓球です。
日にち　１月１３日～３月３日の毎週木曜日
時　間　午後１時～２時３０分
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の人（高校生を除く）

○２親子リズム体操〈全８回〉
日にち　１月１１日～３月１日の毎週火曜日
時　間　午前１０時～１１時３０分　
対　象　市内在住の３・４歳の子どもとその

保護者

対　象定　員
（抽選）日　　時教　室　名

〈全８回〉

１５歳以上の人
（中学生を除く）

各４０人

１月１４日～３月１１日の毎週金曜日
※２月１１日を除く
午前９時３０分～１１時３０分

バウンドテニス

２０歳以上の人

１月１４日～３月１１日の毎週金曜日
※２月１１日を除く
午後２時３０分～４時

健康シェイプダンス

１月１８日～３月８日の毎週火曜日
午後１時３０分～３時３０分気功

費　用　１回２００円（６５歳以上の人１００円）
申し込み　往復はがき（１教室１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、

教室名を書いて、１２月１５日（必着）までに北総合体育館（〒２５２－０１３４
緑区下九沢２３６８－１　1０４２－７６３－７７１１）へ

北総合体育館の教室

英語で遊ぼうクリスマス
　ゲームや工作を行います。
日　時　１２月２３日（祝）午前１０時～１１時
対　象　５歳～小学校３年生＝２０人（申込順）
費　用　１，０００円

水中運動教室〈全４回〉
　水中で体を軽快に動かします。
日にち　１月４日～２５日の毎週火曜日
時　間　午前１０時３０分～１１時３０分
対　象　１８歳以上の人＝３０人（申込順）
費　用　２，０００円

さがみはらグリーンプールの催し

申し込み　直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ

費　用　１回３００円（６５歳以上の人１５０円）
申し込み　往復はがき（１教室１人１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、

教室名を書いて、１２月１５日（必着）までに総合体育館（〒２５２－０３２８
南区麻溝台２２８４－１　1０４２－７４８－１７８１）へ

対　象定　員
（抽選）日　　時教　室　名

〈全８回〉

１５歳以上の人
（中学生を除く）

５０人１月１２日～３月２日の毎週水曜日
午前１０時３０分～正午ソフトエアロビクス

４０人１月１２日～３月２日の毎週水曜日
午後２時～３時３０分いきいきストレッチ

６０人
１月１４日～３月１１日の毎週金曜日
※２月１１日を除く
午前９時３０分～１１時３０分

初級バドミントン

総合体育館の教室

市体育協会からのお知らせ
冬の北横岳（八ヶ岳）と
スノーシューハイキング
日にち　２月５日（土）～６日（日）〈１泊２日〉
集　合　５日午前７時までに相模原駅北口
対　象　市内在住か在勤の１８歳以上の人
定　員　２４人（抽選）　　
費　用　３万６，０００円
申し込み　往復はがき（４人まで）に全員の住所・

氏名・性別・生年月日・電話番号を書いて、
１２月１７日（必着）までに市体育協会へ

フォークダンス クリスマスのつどい
日　時　１２月１８日（土）午後１時～３時３０分
会　場　市体育館（市役所前）　　
費　用　７００円
※希望者は室内履きを持って、直接会場へ

市体育協会　1０４２－７５１－５５５２
〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３
けやき会館内
Ｅメール taikyo@jade.dti.ne.jp

みんなで歩こう！
甲州街道の銀杏並木〈１２km〉

いちょう

日にち　１２月１１日（土）〈小雨決行〉
集　合　午前８時５０分にＪＲ八王子駅北口地下通路
解　散　ＪＲ高尾駅前　　費　用　５００円
※ 希望者は弁当、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
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

選挙人名簿・在外選挙人名簿の縦覧

対選挙人名簿　平成２年１２月２日
までに生まれた人で、２２年９月１
日までに市の住民基本台帳に記録
され、１２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同
名簿への登録申請をした人のうち
１２月２日までに同名簿に登録され
た人
※すでに登録されている人は除く
縦覧期間　１２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

農業委員会委員選挙人名簿の

登載申請を１月１０日までに

　名簿の使用期間は３月３１日～平
成２４年３月３０日
対市内在住の２０歳以上（平成３年
４月１日までに生まれた人）で、
次のいずれかに該当する人①１０ア
ール以上の農地で耕作の業務を営
んでいる②①の人と同居している
親族かその配偶者で、年間おおむ
ね６０日以上耕作に従事している③
１０アール以上の農地で耕作業務を
営む農業生産法人の組合員か社員、
株主で年間おおむね６０日以上耕作
に従事している
※申請書が１２月１５日までに届かな
い場合はお問い合わせください。
問市選挙管理委員会事務局

市街化調整区域の土地購入や

利用にご注意を

　市街化調整区域は原則建築物を
建てることができません。また、
同区域を一定の区画に分け、宅地
と見せかけた「現況有姿分譲地」
は、倉庫、物置、コンテナなども
建てることができません。
問開発調整課

幼児養育費の申請は１２月２８日まで

　対象者へ個別に通知を郵送して
います。すでに申請した人は手続
きの必要はありません。申請済み
で、結果通知が届いていない人は
１２月１７日までにこども青少年課
（1０４２－７６９－８２３２）へ

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

１２月～２月の空き状況　平日に空
きあり
申随時受け付け
３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１２月１０日までに各施設へ。抽
選後の空き室の申し込みは１２月２１
日から電話で①7０１２０－９８８－
５４７②1０２６７－５５－６７７６へ
①３月の休館日　１６日（水）・１７
日（木）
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

聴覚障害者用情報受信装置を

無償交換

　地上デジタル放送に対応してい
ない聴覚障害者用情報受信装置を
利用している場合、地上デジタル
放送対応型の同装置と無償で交換
します。
対市内在住の聴覚障害者
※申込先など詳しくは、障害福祉
課（1０４２－７６９－８３５５　6０４２－
７５９－４３９５）へお問い合わせくだ
さい。

工業統計調査にご協力を

　１２月中旬から調査票を配布し、
１月に集めます。
対製造業を営むすべての事業所
調査期日　平成２２年１２月３１日現在
調査内容　従業者数、原材料等の
使用額、製造品出荷額など
問情報政策課

建物の耐震巡回相談

日時１２月８日（水）午後１時～４時
会橋本公民館
※希望者は直接会場へ。建物の図
面があれば持参してください。
問建築指導課

マンション管理士による

無料相談会

日時１２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

市みどりの協会の職員

　経理事務や法人経営など
勤務　４月から週５日（土・日曜
日、祝日の勤務あり）で午前８時
３０分～午後５時
対普通自動車運転免許と簿記３級
以上の資格があり、経理・給与事
務経験が５年以上、社会保険事務
の知識と経験がある人＝若干名
申直接か郵送で必要書類を１２月２５
日までに同協会（〒２５２－０３２８　南
区麻溝台２３１７－１　1０４２－７７７－
２８６０）へ
※詳しくは同協会ホームページを
ご覧になるか、お問い合わせくだ
さい。

南保健センターの非常勤保健師

　乳幼児・成人への保健指導業務
勤務　月～金曜日（祝日は除く）
で１日５時間３０分、勤務日・時間
は応相談
賃金　時給１，７６０円
対保健師の資格がある人＝１人
申電話で、１２月７日までに同セン
ター（1０４２－７０１－７７０８）へ

南こども家庭相談課の

非常勤社会福祉職

　療育支援・療育相談・巡回訪問
業務など
勤務　１月４日～３１日（土・日曜
日・祝日を除く）の午前１０時１５分
～午後５時
賃金　時給１，１５０円
対 社会福祉主事任用資格と障害児
支援の経験がある人＝１人
申電話で１２月１３日～１７日に南こど
も家庭相談課（1０４２－７０１－７７２７）へ

国民健康保険税収納推進員

勤務　４月から、橋本・大沢・城
山地区、中央区、南区への訪問徴
収など
賃金　歩合給
対市内在住で、市税等を滞納して
いない人＝若干名
申国民健康保険課にある申込書を
１２月１３日までに同課（1０４２－７６９
－８２３４）へ

外国人英語指導助手

勤務　４月から月～金曜日（祝日
を除く）で午前８時３０分～午後５時
報酬　月額３１万円
対就労可能なビザを持ち、英語が
母語で日常会話程度の日本語がで
きる人＝若干名
申学校教育課にある申込書を１月
７日までに同課（1０４２－７６９－
８２８４）へ

相模原口腔保健センターの

非常勤歯科衛生士

　障害児・者の 口  腔 衛生指導と歯
こう くう

科診療の補助
勤務　４月から火・木曜日（祝日を
除く）で午後０時３０分～５時３０分
対歯科衛生士の資格がある人
定若干名
申直接か郵送で履歴書（写真 貼  付 ）

ちょう ふ

を１２月１０日までに市歯科医師会
（〒２５２－０２３６　中央区富士見６
－１－１　1０４２－７５６－１５０１）へ

留学生のホームステイ先

　アジア７か国からの留学生のホ
ームステイ先（謝礼あり）
期間　１２月３０日～１月２日
申電話か、ファクスに住所、氏名、
電話番号を書いて、１２月１５日まで
に市国際交流協会の吉村さん
（16０４２－７４２－３２５４）へ

自衛隊の高等工科学校生徒

試験日　１次＝１月２２日（土）、
２次＝２月５日（土）～８日（火）
対中学校卒業（見込み含む）～１７
歳未満の人
問自衛隊相模原地域事務所（1０４２
－７５５－０６９４）

市都市整備公社の職員

　総務・経理事務や事業の企画・
実施、施設の管理・運営など
勤務　４月から週５日（勤務場所
により土・日曜日、祝日の勤務あ
り）、週３８時間４５分
対昭和４６年４月２日～平成元年４
月１日に生まれた人＝若干名
申必要書類を郵送で、１２月１５日（消
印有効）までに同公社（1０４２－
７５１－６６２３）へ
※詳しくは同公社ホームページを
ご覧になるか、お問い合わせくだ
さい。

ごぼう料理のレシピ　

　一風変わったごぼう料理のレシピ
申農政課にある応募用紙（市ホー
ムページの 産業・ビジネス → 農
業情報 からもダウンロード可）を、
１２月２２日までにさがみはら農産物
ブランド協議会事務局（農政課内
1０４２－７６９－９２３３）へ　

市書道連盟展の作品

　２月１９日（土）～２１日（月）に
相模原市民ギャラリーで展示
部門　漢字・かな・少字数書・近
代詩文・刻字・ 篆  刻 ・墨象

てん こく

規格　１人１点で、仕上がり寸法
＝２ｍ４２㎝×６２㎝（縦作品のみ）、
１ｍ８４㎝×９２㎝、１ｍ２１㎝×１ｍ　
２１㎝以内で、枠装か額装、軸装（ガ
ラス額、仮巻、壁面使用以外のも
のは不可）。作品には必ず所定の出
品票と釈文（搬入日に配布）を添付
対市内在住か在勤・在学の１８歳以
上の人
費３，０００円
申２月１７日（木）午前１０時～正午
に作品を持って同ギャラリーへ
問同連盟事務局の葉若さん（1 

０４２－７４３－１１７２）

リサイクルスクエア　１２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１２月２０日までに各会場へ
※抽選発表は１２月２１日（火）午後１時
おもちゃの病院
日１２月５日（日）
時午前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

サン・エールさがみはらの催し

ジャズコンサート
日時１２月１０日（金）午後６時３０分
土曜コンサート「アカペラコーラ
ス＆ゴスペル」
日時１２月１８日（土）午後５時３０分

◇　　　◇
定各２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同所（緑区西橋本５－４－２０ 
1０４２－７７５－５６６５）

お知らせ 

募　　集 

イベント 

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

施設のお休み

さがみはら北の丘センター
日１２月１４日（火）・２８日（火）
～１月３日（月）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）
市民健康文化センター
老朽化による改修工事のため平
成２３年９月３０日まで休館します。
問市都市整備公社（1０４２－７５１
－６０８９）
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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各広告主へ。

（敬称略）読者のひろば「ごぼう」と「人参」の

共進会（品評会）・ＰＲ販売

日時１２月１５日（水）午前１０時～午後１時
会市役所本館正面玄関前
※希望者は直接会場へ
問さがみはら農産物ブランド協議
会事務局（農政課内）

エコギャラリー企画展

地球温暖化と私たちの暮らし

日１２月１１日（土）～２月２８日（月）
※１２月１６日（木）・１９日（日）・２９日
（水）～１月３日（月）・２０日（木）、
２月１７日（木）は休所
時午前９時～午後５時
会環境情報センター
問同センター（1０４２－７６９－９２４８）

１２月２２日（水）冬至は

「ゆず湯」でほっかほか！

新磯ふれあいセンター
さがみはら北の丘センター
時午前１０時３０分～午後４時
費２００円（６５歳以上の人と中学生
以下１００円、障害者手帳を持って
いる人は無料）
問新磯ふれあいセンター（1０４６－
２５５－１３１１）、さがみはら北の丘
センター（1０４２－７７３－５５７０）
老人福祉センター若竹園・渓松園
時午前１０時３０分～午後３時
対６０歳以上の人
問若竹園（1０４２－７４６－４６２２）、
渓松園（1０４２－７６１－９２９１）

ソレイユさがみの催し

介護を楽にするおしゃべりサロン
日１２月２３日（祝）
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１２月２４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。

◇　　　◇
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
（緑区橋本６－２－１　1０４２－
７７５－１７７５　6０４２－７７５－１７７６）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り（要予約）

ふじの里山くらぶ農園収穫祭

　野菜の収穫体験など
日１２月１２日（日）〈雨天中止〉
時午前１０時～午後２時
会葛原神社前（緑区名倉）
対市内在住か在勤・在学の人とそ
の家族＝ ５０組（申込順）
申電話で１２月９日までに同事務局
（1０４２－６８６－６７５０）へ

ロビーコンサート

　ホルン、トランペット、トロン
ボーンによる演奏。曲目は、ベー
トーベン作曲「トリオ」ほか
日１２月１６日（木）
時午後０時２０分～０時４５分
会市役所本館１階ロビー
※希望者は直接会場へ
問市民文化財団（1０４２－７４９－２２０５）

発見しよう！

まちの中の小さな自然

日１２月１５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周辺
※希望者は、ルーペなど観察に必
要な道具（貸し出し可）を持って
直接会場へ
問同センター（1０４２－７６９－９２４８）

ビジネスプラン策定支援セミナー

不況に負けない中小企業

～地域密着型金融の取り組み～

日１２月１３日（月）
時午後３時～４時３０分
会産業会館
定４０人（申込順）
申ファクスかＥメールに企業名、
氏名、電話番号、Ｅメールアドレ
スを書いて、１２月６日までに市産
業振興財団（1０４２－７５９－５６００ 
6０４２－７５９－５６５５　Ｅinfo@ssz. 
or.jp）へ

初心者民謡講座〈全１０回〉

日時１月１８日～３月２２日の毎週火曜
日午後２時～４時
会市民会館
定３０人（申込順）　　費２，０００円
申電話で１２月３１日までに市民謡協
会の日下さん（1０９０－６１９７－３４３２）へ

履歴書の書き方セミナー

社会的ブランクに悩むあなたへ

日１２月１０日（金）
時午後１時～４時
会サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
対おおむね３９歳以下（学生を除く）
の就労に悩んでいる人＝４０人（申
込順）
申電話で１２月９日までにさがみは
ら若者サポートステーション
（1０４２－７０３－３８６１）へ

首都圏年内就職応援キャンペーン

　離職により住居を失った人や、
雇用保険受給資格がなく就職活動
中の生活費に困っている人の相談
に専門アドバイザーが応じます。
期間　１２月２８日（火）まで（土・
日曜日、祝日を除く）
時午前８時３０分～午後５時１５分
会 問ハローワーク相模原（中央区
富士見６－１０ー１０　1０４２－７７６
－８６０９　部門コード４２＃）

日本近代測量の足跡

　相模野基線が土木学会選奨土木
遺産に認定された経緯など
日１２月１１日（土）
時午前１０時～正午
会サニープレイス座間（座間市緑
ヶ丘１－２－１）
講川本利一さん（国土地理院関東
地方測量部測量課長）
定１００人（申込順）
申電話か、Ｅメールに氏名を書い
て、１２月６日までに県測量設計業
協会（1０４５－６６２－６６７６　Ｅinfo 
@shinsokky.jp）へ

個人情報保護法に関する説明会

日１月６日（木）
時午後１時３０分～３時３０分
会厚木市文化会館（厚木市恩名１－ 
９－２０）
定１，０００人（抽選）
申はがきかファクスに住所、氏名、
電話番号、催し名、あれば同法に
関する質問を書いて、１２月２０日（消
印有効）までに県情報公開課（〒
２３１－８５８８　横浜市中区日本大通１　
1０４５－２１０－３７２０　6０４５－２１０－
８８３８）へ
※県ホームページからも申込可

講演・講座 

　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。　　　　　
▼植物画展　１２月６日（月）～１４日
（火）午前９時～午後４時３０分（１０
日は午後３時まで、１１日は正午か
ら）、相模原麻溝公園　�問 勝治（1０４２
－８１０－８３９９）
▼玲歌琴の会チャリティーコンサー
ト　大正琴でつづる　懐かしの名曲
１２月７日（火）午後１時～４時、 杜 

もり

のホールはしもと、定員５３５人（先着
順）　�問 藤井（1０４２－６２５－２１１４）
▼ 懐  歌  世  界 　「青い山脈」などを一

なつ うた わー るど

緒に歌います。　１２月１０日（金）午
後１時３０分～３時３０分、玉川学園文
化センター（町田市玉川学園２－
１９－１２）、費用３００円　�問 土屋（1 

０４２－７２８－１７７３）
▼町田女声合唱団公開練習　１２月１６
日（木）午前１０時～正午、まちだ中
央公民館（町田市原町田６－８－１）
�問 石井（1０４２－７４８－２５６２）
　　　　　　会費などは個別にお問い　
　　　　　　合わせください。
▼社交ダンス　毎週土曜日午後８時、
カモメ第２スタジオ（南区東大沼４－
２１－１１）　�問 松下（1０４２－７４８－６７３１）
▼ピラティスと古代ヨガ　毎週木・
金曜日午前１０時、大沼公民館ほか。
初心者・男性歓迎　�問 中川（1０９０
－１２０６－３０６１）
▼マクラメ結び　ひもを手で結んで
クリスマスリースなどを作ります。　
月１回月曜日か火曜日午後１時、ソ
レイユさがみ。初心者歓迎　�問 佐
々木（1０４２－６８７－２８９４）
▼テニス　毎週日曜日午前９時、東
大沼周辺テニスコート　�問 平野（1 

０９０－８７４６－５２７４）
▼フラダンス　月３回木曜日午後１
時、杜のホールはしもと練習室２　
�問 大野（1０４２－７４４－１０５７）
▼登山・ハイキング　例会は毎月第
１水曜日午後７時３０分、大野南公民
館。対象は初心者～中級者　�問 佐藤
（1０４２－８５５－８７８０）

仲 間

催 し

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。



22 (2010) .12.1��� No.1206

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。

期　間　１２月２３日（祝）～２５日（土）

ペンギンのお散歩タイム　
～クリスマスバージョン～

　サンタクロースと一緒にペンギンたちが
お散歩します。
　時　間　午前１１時、午後１時
　　　　　午後３時（各回１５分）

期　間　１２月３１日（金）まで
マンスリー水槽

　「ポインセチア」の花をテーマに、赤い色の魚を展示します。
展示生物　レッドファントムテトラ

相模川ふれあい科学館　1０４２－７６２－２１１０
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）　　開館時間　午前９時３０分～午後４時３０分
入館料　大人３００円、小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円

１２月４日（土）～２５日（土）の
土・日曜日、祝日は開館時間を

午後５時まで延長！

クリスマス宇宙科学教室
～はやぶさの旅路と月食～

　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）教授が地球
に帰ってきた「はやぶさ」と月食のお話をします。
日　時　１２月２１日（火）午後３時～４時３０分
会　場　相模原麻溝公園競技場
対　象　小学生以上の人＝５０人（申込順）
費　用　３００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、電話番号を書いて、同競技場（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－
７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp）へ

相模川ふれあい科学館のクリスマス
期　間　１２月２５日（土）まで

ふれあいイルミネーション

　同館前広場のモミの木が大きなクリスマ
スツリーに大変身！４日（土）午後５時から、
ペンギンによる点灯式を行います。

クリスマス水槽・グラスツリー

　クリスマスをイメージした水槽や、生きものが入ったグラスをツ
リーに見立てて展示します。

フィーディングタイム　～クリスマスバージョン～

　生きものたちにサンタクロースからエサのプレゼント
時　間　午後１時３０分・３時３０分

市少年少女合唱団クリスマスミニコンサート
　クリスマスの名曲などを一緒に歌います。
日　時　１２月２３日（祝）午前１０時３０分～１１時３０分
会　場　青少年学習センター
定　員　１５０人（先着順）　※希望者は直接会場へ

  合唱団の団員募集中

対　象　市内在住か在学の小・中学生
※青少年学習センターで土・日曜日に活動しています。見学希
望者は気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ　青少年学習センター　1０４２－７５１－００９１

提供：池下章裕

　１２月４日（土）はオカリナなど、５日（日）は
フルートなどのコンサートを行います。
期　間　１２月５日（日）まで
時　間　午後５時～８時
※コンサートは午後５時１５分から

お問い合わせ
県立相模原公園　1０４２－７７８－１６５３
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　相模湖駅前、県立相模湖公園などにイルミ
ネーションを点灯します。
期　間　１２月５日（日）～１月１０日（祝）
時　間　午後４時３０分～８時３０分

お問い合わせ
相模湖経済観光課　1０４２－６８４－３２４０
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　市立公園などをライトアップ！　 　光の噴水 県立相模原公園　 　冬の相模湖で遊ぼう　 

期　間
１２月２８日（火）
まで
時　間
午後４時３０分～
　　９時３０分

相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖林林林林林林林林林林林林林林林林林林林林間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園模湖林間公園
期　間　１２月２８日（火）まで
時　間　午後５時～１０時
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お問い合わせ
市都市整備公社　1０４２－７５１－６６２３
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期　間　１月３１日（月）まで
時　間　午後４時３０分～１０時




