
設置住宅での火災による死者0人!
■ トピックス ■ T O P I C S

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

　新磯小学校の５年生が育て収穫した餅米１０㎏を、
新磯地区社会福祉協議会へ贈りました。 
　「一生懸命作りました。おいしいお弁当を作っ
てください。」と話す子どもたち。同協議会では、
この餅米でお赤飯弁当を作り、ともに贈られた児
童の手作り「お弁当掛け紙」を掛けて、一人暮ら
しの高齢者などへ届けます。 

6
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L I N E U P 今号の主な内容 

4月からの農園利用者を募集 12

所得税の確定申告 
　市民税・県民税の申告はお早めに 4 5

講演・講座で学ぼう！ 7
みんなのスポ・レク情報 9

町田市・相模原市首長懇談会を開催 2
非常勤職員等を募集 3

小学生が作ったお米を贈呈
～一人暮らし高齢者等への給食サービスに活用～

▼手作りの 
　「お弁当掛け紙」 

「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、22年9月1日現在になっています。

人 口  714,179　　
男  360,642/女  353,537

世 帯  301,282　　
平成22年9月1日現在
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住宅用火災警報器の設置方法や市内の販売店、高齢者や障害者への給付制度など、詳しくは
市ホームページの 防災・防犯 をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　予防課　1０４２－７５１－９１３３
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　寝室、台所、階段に設置が必要です。電池式
のものは自分で取り付けることができます。

　１個３，０００円～１万円程
度。国の基準に適合してい
ることを示す「ＮＳマーク」
が付いているものを選びま
しょう。

　防災設備の取扱店、家電量販店、ホーム
センターなどで購入できます。

　消防職員が住宅用火災警報器を販売する
ことはありません。少しでも「おかしいな」
と思ったら、その場で断りましょう。

Ｑ＆Ａ住宅用火災警報器　

　住宅用火災警報器を「付
けててよかった！」という
事例（奏功事例）が、警報
器の普及とともに年々増加
しています。平成１８年６月
の義務化以降、市内では住
宅用火災警報器（自動火災
報知設備を除く）が設置さ
れた住宅で、火災による死
者は出ていません。

市内の奏功事例を紹介

 台所で 
　ガスコンロで調理中
にその場を離れたた
め、鍋が焦げて煙が室
内に充満。住宅用火災
警報器の警報音を聞い
た居住者がガスコンロ
の火を消し、火災にな
らなかった。

 寝室・居間で 　
　居住者が住宅用火災警報器の警報音で、灰皿
の多量の吸い殻から煙が出ているのを発見。水
をかけて消火したため、火災にならなかった。
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設置住宅での火災による死者 0人!

悪質な訪問販売に注意！

どこで買えるの？

価格はどのくらい？

設置場所は？

６月１日から全ての住宅に

設置が必要！

 相模原市内 
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住宅用火災警報器が
火災を防いだ！

住宅用火災警報器が
火災を防いだ！

　住宅火災による死者数は全国で毎年１，０００人を超え、この
うち約６割が逃げ遅れによるものです。このため、消防法
や市火災予防条例で、火災の発生を音や音声などでいち早
く知らせる、住宅用火災警報器の設置が義務付けられてい
ます。
　しかし、昨年５・６月に実施した「市政に関する世論調
査」によると、市内で住宅用火災警報器を設置している割
合は、４８．５％にとどまっています。
　設置期限まで残り４か月。大切な家族の命や財産を守る
ため、まだ設置していない人は早めに設置してください。

　住宅火災による死者数は全国で毎年１，０００人を超え、この
うち約６割が逃げ遅れによるものです。このため、消防法
や市火災予防条例で、火災の発生を音や音声などでいち早
く知らせる、住宅用火災警報器の設置が義務付けられてい
ます。
　しかし、昨年５・６月に実施した「市政に関する世論調
査」によると、市内で住宅用火災警報器を設置している割
合は、４８．５％にとどまっています。
　設置期限まで残り４か月。大切な家族の命や財産を守る
ため、まだ設置していない人は早めに設置してください。
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※出席は、いずれも立候補予定者を含めて、①③３人まで②④２人まで

お問い合わせ　市選挙管理委員会事務局　1０４２－７６９－８２９０

さらなる連携強化を確認
　本会議・委員会を午前９時３０分から表のとおり開催します。３月１８日の
議会運営委員会は、本会議終了後に開催します。なお、３月定例会に関わ
る議会運営委員会は２月９日（水）に開催します。

発行部数　１号あたり約２４万８，０００部
申し込み　広聴広報課にある申込書（市ホームページの　広告掲載について

→　広報さがみはらへの広告掲載について　からダウンロード可）と
必要書類を、４月１５日号は２月２５日まで、５月１日号以降は掲載希
望号の前々月１０日（必着。土・日曜日、祝日の場合は金曜日）まで
に同課へ

パソコン版市ホームページ　バナー広告

掲載期間募集数掲載料
（１枠・月額）掲載ページ

４月１日～３か月
か６か月１５枠（抽選）３万円①トップページ

１か月単位で
応相談

各カテゴリ３枠
（申込順）１万５，０００円②カテゴリメニュー

　安全で快適な自転車等の利用環境づくりを進めるためのアンケート調査にご
協力ください。
対　象　市内在住か在勤・在学の１０歳以上の人
期　間　２月１５日（火）～２２日（火）
調査用紙の配布・回収場所　２月１５日から、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）
※期間中は、市ホームページの 暮らしの情報 → 駐車場・駐輪場 → 自転
車等利用に関するアンケート調査を実施します からアンケートを提出で
きます。（調査用紙のダウンロードも可）
※期間中に一部の自転車駐車場で利用者へのアンケート調査を実施します。

お問い合わせ　都市整備課　1０４２－７６９－８２５８

　総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送をまだ視聴できない世帯へ
の支援として、従来の「ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯」に加え、「市区町
村民税非課税世帯」にも拡大しました。
対　象　地上デジタル放送に未対応で、全員が市区町村民税非課税の世帯
※平成３年４月２日以降生まれの人の課税状況は影響しません。
※ＮＨＫとの放送受信契約が必要です。契約していない人は、無償給付の申
し込み以降に契約してください。

支援内容　○簡易な地上デジタル放送対応チューナーの無償給付（１世帯に１台）
　　　　　○設置方法や操作方法などの電話サポート
申込書の配布場所
　市民税課、各市税事務所・区役所区民課・まちづくりセンター・出張所
※郵送もできますので、地デジチューナー支援実施センターにお問い合わせ
ください。同センターのホームページからも申込書の請求ができます。

添付書類　○世帯全員の住民票の写し
　　　　　○世帯全員の市区町村民税非課税証明書（平成２１年以降の所得に

かかるもの。平成３年４月２日以降生まれの人は不要）
申し込み　申込書と添付書類を７月２４日（消印有効）までに地デジチューナ

ー支援実施センターへ
※「ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯」に該当する人の申込期限が、７月２４日
までに延長されました。

お問い合わせ　地デジチューナー支援実施センター　1０５７０－０２３７２４
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市民満足度調査の結果がまとまりました

内　容日にち
本会議（提案説明）２月１５日（火）
本会議（代表質問・個人質疑）　　２３日（水）
本会議（代表質問・個人質疑、委員会付託）　　２４日（木）
総務委員会　　２８日（月）
環境経済委員会３月１日（火）
民生委員会　　２日（水）
建設委員会　　３日（木）
文教委員会　　４日（金）

本会議（一般質問）
　　１５日（火）
　　１６日（水）
　　１７日（木）

本会議（委員長報告、採決）、議会運営委員会　　１８日（金）

市議会３月定例会を開催

広告を掲載しませんか
広報さがみはら（４月１５日号～１０月１日号）

掲載料
（１枠・１回）

募集数
（抽選）サイズ（１枠）刷り色掲載面

８万円
各２枠

縦８㎝×横１２㎝
（２枠使用の場合＝
縦８㎝×横２４．５㎝）

市指定の２色情報あらかると面

１２万円フルカラー最終面（１日号のみ）

※会議の日程、時間などは変更になることがあります。

お問い合わせ　議事課　1０４２－７６９－８２７８

　今後の事務事業の見直しや政策立案に生かすため、市の施策や事業につい
て実施した市民満足度調査の結果概要をお知らせします。
調査方法
期　間　平成２２年９月１６日
　　　　　　　～１０月７日
対　象　相模原市在住の２０歳

以上の人＝３，０００人
抽　出　住民基本台帳と外国人

登録原票から無作為抽出
方　法　郵送調査法
回収率　６０．２%　
　新・相模原市総合計画の５０施策について、それぞれの満足度と重要度を調
査し、５点満点で点数化しました。
調査結果（ダイジェスト版）の閲覧場所
　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　市政情報　→　市政運営　→　行政評価制度　→　市民満足
度調査について（平成２２年度）　からもご覧になれます。

お問い合わせ　経営監理課　1０４２－７６９－９２４０

「全員が市区町村民税非課税の世帯」も支援対象に

地上デジタル放送簡易チューナーを無償給付
７月２４日までにアナログ放送は終了します

自転車等利用に関するアンケート調査

　１月２１日、相模原市役所で加山俊夫市長と石
阪丈一町田市長による首長懇談会を開催しまし
た。両市の懇談会では、これまで災害時におけ
る相互応援協定の締結、広域証明発行サービス
などについて合意し、成果を挙げてきました。
　１８回目となる今回の懇談会では、本市の政令
指定都市移行や町田市の保健所政令市への移行
予定などを踏まえ、新たな連携協力のあり方などについて幅広く意見交換を
行い、今後は政策の企画・立案面などにおいても両市の連携をさらに強化し
ていくことを確認しました。

お問い合わせ　広域行政課　1０４２－７６９－８２４８

申込期間　①２月１５日（必着）まで②随時
※申込方法など詳しくは、市ホームページの　広告掲載について　→　市ホームペ
ージに掲載するバナー広告の募集ついて（トップページ）　等をご覧ください。

◇　　　◇
※掲載基準など詳しくは、市ホームページの 広告掲載について をご覧に
なるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

議員定数（県議会議員の定数は変更になる場合があります）
合計南区中央区緑区選挙の種類
４９人１９人１８人１２人市議会議員
９人４人３人２人県議会議員

会　場日　時区　分
市役所第２別館３階
第３委員会室

２月２１日（月）
午後２時

市議、市長選挙の
確認予定団体①

あじさい会館２月２２日（火）
午後２時

市議会議員選挙の立候補予定者
（３選挙区合同）②

市役所第２別館３階
第３委員会室

３月７日（月）
午後２時市長選挙の立候補予定者③

３月８日（火）
午後２時

県議会議員選挙の立候補予定者
（３選挙区合同）④

統一地方選挙（市長、市議会議員、県知事、県議会議員）

４月１０日（日）に４つの選挙を投開票

重要度の高い施策満足度の高い施策
医療体制の充実１快適な都市空間の創造1
子育て環境の充実２消防力の強化２
高齢者を支える地域
ケア体制の推進３生活環境の保全３

消防力の強化４障害児の支援４
廃棄物の適正処理の推進５高齢者の社会参加の推進５

　私たちの暮らしに結びつく選挙です。皆さんの一票を大切にしましょう。

ご注意ください　投票方法に一部変更があります
○市議会・県議会議員選挙は、区を選挙区として議員定数が定められ、そ
の区の候補者の中から投票することになります。

○期日前投票は、区ごとに設置する期日前投票所で投票できます。

立候補予定者、確認予定団体への事前説明会を開催

町田市・相模原市
首長懇談会
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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。

申し込み（必着）・お問い合わせ対象・定員（選考）賃金・報酬職務内容・勤務条件など職　　種

履歴書（写真貼付）、資格証等の写し、志望
動機（原稿用紙１枚程度）、希望する業務を、
直接か郵送で２月１５日までに地域福祉課（〒
２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－
７６９－９２２２）へ
※後日、面接あり

①②社会福祉士か精神保健福祉士
の資格がある人＝各２人
③社会福祉士か企業での営業経験
と、普通自動車運転免許がある
人＝２人
④年金業務の知識がある人＝１人

月額
週３日勤務＝
１３万２，０００円
週４日勤務＝
１８万６，０００円
週５日勤務＝
２２万３，６００円

４月から指定する週３～５日
①事務室内、訪問による相談援助
②就労支援、居宅設定支援に関わる援助
③企業等への訪問による地域ネットワーク
づくり

④年金受給資格の調査や手続き等の支援
※勤務地等詳しくはお問い合わせください。

生活保護自立支援相談員
①就労支援員
②居宅移行支援員
③地域開拓担当
④年金調査業務員

電話で２月１８日までに健康企画課（1０４２－７６９
－８３４５）へ
※３月に面接と説明会あり

保健師・助産師・小児科経験がある
看護師で、普通自動車運転免許が
ある人＝若干名

日給１万７００円生後４か月までの乳児宅への家庭訪問事業
４月から週 １ ・ ２日程度で１日約５時間３０分母子訪問相談員

電話で２月２８日までに南こども家庭相談課
（1０４２－７０１－７７２７）へ

社会福祉主事任用資格と障害児支
援の経験がある人＝１人時給１，１５０円

療育相談・心理面接巡回訪問など
４月～平成２４年３月で週５日、午前８時３０
分～午後５時

南こども家庭相談課の
臨時的任用社会福祉職

電話で２月１０日までに藤野保健福祉課（1 

０４２－６８７－５５１１）へ
保育士か幼稚園教諭の資格がある
人＝１人時給１，０５０円児童デイサービス業務

週１日以上で午前９時～午後１時
藤野療育相談室の
非常勤職員

履歴書（写真貼付）を直接、２月１５日午前９
時～１１時に同センター（1０４６－２５１－５３７３）
へ
※受付時に簡単な面接あり

市内在住の人＝２人

時給８２０円
（３月まで）
時給８６０円
（４月から）

窓口事務補助
３月１６日～５月上旬の月～金曜日で週２・
３日、午前８時３０分～午後５時のうち５時
間３０分

相武台まちづくり
センターの非常勤職員

履歴書（写真貼付）と小論文（「道路や歩道上
に停められている自転車について思うこと」
をテーマに４００字程度）を直接か郵送で、２月
１５日までに都市整備課（1０４２－７６９－８２５８）
へ
※小論文選考者は、後日面接あり

市内在住の６０歳以上（平成２３年４
月１日現在）で普通自動車運転免
許があり、簡単なパソコン操作が
できる人＝若干名

月額
１２万７，６００円

放置自転車等の撤去・状況調査など
４月～２４年３月（更新あり）で週３日、午
前８時３０分～午後４時３０分のうち７時間

自転車等放置防止指導員

履歴書（写真貼付）を郵送で２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
※書類審査後、面接あり

小学校か中学校の教員免許がある
人＝若干名日額９，４８０円

通常の学級で不適応を起こしている小・中
学生の学習支援
４月～２４年３月（更新可）で原則週３日（学
校の長期休業日を除く）、１日６時間

支援教育学習指導補助員

特別支援教育について深い理解が
ある人＝若干名

月額
１５万１，５００円

保育園や幼稚園等への訪問、保護者面談等、
就学に向けた相談業務
４月～２４年３月（更新可）で原則週３日、
１日６時間

就学指導相談員

臨床心理士、カウンセラー等の資
格があるか、それと同等の経験が
ある人＝若干名

月額
１５万４，７００円

小・中学校の支援教育を専門的な立場から
指導・助言
４月～２４年３月（更新可）で原則週３日、１
日６時間

支援教育指導員

履歴書（写真貼付）を直接か郵送で、２月１５
日までに相模湖経済観光課（〒２５２－５１６２　緑
区与瀬８９６　1０４２－６８４－３２４０）へ
※２月下旬に面接あり

市内在住の人＝３人

時給８１８円

施設管理、受付、案内など
４月～９月（更新あり）の月７日程度で、
午前９時１５分～午後４時４５分（勤務のない
月あり）

小原の郷管理人

履歴書（写真貼付）を直接か郵送で、２月１０
日までに市立博物館（〒２５２－０２２１　中央区高
根３－１－１５　1０４２－７５０－８０３０）へ

各若干名

施設管理、案内など
①週２・３日程度（月曜日を除く）で午前
８時４５分～午後０時４５分か午後０時４５分
～４時４５分

②週２日程度（月曜日を除く）で午前８時
３０分～午後４時４５分

①津久井郷土資料室
　管理人
②尾崎 咢堂 記念館管理

がくどう

　代行人

履歴書（写真貼付）を直接か郵送で、２月１５
日までに津久井まちづくりセンター（〒２５２－
５１７２　緑区中野６３３　1０４２－７８０－１４０２）へ
※後日、面接あり

普通自動車運転免許がある人＝２
人

津久井地区内の出先機関への文書集配、郵
便物等の仕分けなど
４月から週３日程度、午前９時～午後４時
３０分のうち１日５時間３０分

津久井総合事務所
文書送達員

同会窓口にある必要書類（同会ホームページ
からダウンロード可）を２月１８日までに、同
会（〒２５２－０２３６　中央区富士見６－１－１ 
1０４２－７５６－１５０２）へ

昭和５９年４月２日～平成元年４月
１日に生まれた人＝１人

月額
１４万４，５００円～
１７万８，８００円

総務・経理事務や事業の管理・運営など
４月～２５年３月で週５日、午前８時３０分～
午後５時

市薬剤師会任期付職員

非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常常勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等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募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集

申し込み
学校教育課、生涯学習課各教育班、各募集校
にある申込書（市ホームページの 作品・ス
タッフ募集 からダウンロード可）を２月８日
までに希望する学校へ
お問い合わせ
コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

定員（選考）賃金職種内容・勤務条件など募集校（２６校）職　　種

各１人日額
５,１６０円

図書館蔵書の整理、子どもの
読書相談など
４月～平成２４年３月（学校休
業日を除く）で週３日、１日
６時間

○小学校＝淵野辺、相模台、光が丘、共和、
横山、鹿島台、橋本、大野台、大野北、
双葉、若草、上溝南、大島、二本松、田
名北、弥栄、大野台中央、新宿、もえぎ
台、夢の丘、富士見

○中学校＝上溝南、小山、田名、中野、藤野

学校図書館図書整理員

若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者ののののののののののののののののののののの就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職ををををををををををををををををををををを若者の就職を
応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援ししししししししししししししししししししし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応援します

さがみはら若者サポートステーション
　ニートやひきこもり状態等の若者の就労支援
として、個別相談や社会体験などを行います。
時　間　午前９時３０分～午後５時　※要予約
所在地　緑区西橋本５－４－２０（サン・エール

さがみはら内）
対　象　１５～３９歳で学校や仕事などに行ってい

ない人とその保護者
休業日　日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日

サポステ出張相談
日　時　２月１８日・２５日の金曜日午後１時～５時
会　場　南保健福祉センター
対　象　１５～３９歳で学校や仕事などに行ってい

ない人とその保護者
申し込み　電話で２月１７日までに同ステーションへ

お問い合わせ
さがみはら若者サポートステーション

1０４２－７０３－３８６１

市若年者合同就職面接会
　約２０社の企業と面接できます。
日にち　２月１５日（火）
時　間　午後１時～５時（受け付けは３時３０分まで）
会　場　ホテルラポール千寿閣（南区上鶴間本町

３－１１－８）
対　象　３９歳以下の人（大学・高校卒業予定者を

含む）
※希望者は履歴書（複数枚）を持って、直接会場へ

お問い合わせ
相模原商工会議所
1０４２－７５３－８１３６

就職支援センター
　市内企業の就職情報の提供や就職活動の相談、
就職支援セミナーなどを行います。
時　間　午前８時３０分～午後５時　※要予約
所在地　緑区橋本３－２５－１（橋本ＭＮビル４階）
休業日　日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日

求職者支援講座
～元気は作れる！
　　　　　面接に生かす販売職のテクニック～
日にち　２月２３日（水）
時　間　午後１時３０分～４時３０分
会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）
対　象　３４歳以下の求職者＝２０人（申込順）
申し込み　電話で２月２２日までに同センターへ

お問い合わせ
就職支援センター
1０４２－７００－１６１７
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時　間会　場
日にち

（土・日曜日、　
　　祝日を除く）

所得の種類

午前９時～午後５時相模原税務署３月１５日（火）までどなたでも

午前９時３０分～正午
午後１時～３時３０分

県高相合同庁舎
（南区相模大野６－
３－１）

２月３日（木）まで
２月１０日（木）
　～１５日（火）

公的年金等・給与所得が
ある人
小規模事業者
※１に該当する人を除く

サン・エールさがみ
はら（緑区西橋本５
－４－２０）

２月７日（月）
　～９日（水）

午前９時
　　～午後３時３０分

市南区合同庁舎

２月１６日（水）
～３月１５日（火）

公的年金等・給与・不動
産・事業所得がある人
※２に該当する人を除く

午前９時～１１時
午後１時～３時３０分

城山総合事務所

給与・雑・配当・一時所
得のある人
※３は除く

午前９時～１１時３０分
午後１時～４時

津久井・相模湖・藤
野総合事務所

午前９時３０分
　　　　～１１時３０分
午後１時～３時

青根出張所３月８日（火）

青野原出張所３月９日（水）

鳥屋地域センター３月１０日（木）

※１　土地・建物・株式などの譲渡所得がある人、贈与税の申告をする人、青色申告をする
人、給与収入が８００万円以上の人、住宅借入金等特別控除が１年目の人、税理士に依頼
している人、相談内容が複雑な人

※２　土地・建物・株式などの譲渡所得がある人、贈与税の申告をする人
※３　住宅借入金等特別控除の指導

お問い合わせ　相模原税務署　1０４２－７５６－８２１１

所得税の確定申告
市民税・県民税の申告は おおおおおおおおおおおおおおお早早早早早早早早早早早早早早早めめめめめめめめめめめめめめめににににににににににににににに

次の人は確定申告が必要です
○公的年金を受給していて、公的年金から計算した雑所得の金額が、基礎控除や配偶者
控除などの所得控除の合計額よりも多いため、所得税額が発生する
○事業所得や不動産所得などがあり、各種の所得金額の合計額が、所得控除の合計額を
超える
○給与収入で次のいずれかに該当する
　①収入金額が２，０００万円を超える
　②２か所以上から支払いを受けている
　③給与以外の所得が２０万円を超える
○土地、建物、株式などの資産を売却した（自宅を譲渡して３，０００万円の特別控除などの
特例を受ける人は、必ず申告が必要）
○同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、
店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた

還付申告ができる人
　次のいずれかに該当する人
○年の途中で退職した後、就職せず、年末調整を受けていない
○給与所得者で、医療費控除などを受ける
○所得が公的年金等のみで、医療費控除や社会保険料控除などを受ける

申告書の書き方がわからない人はご利用ください

確定申告書の作成指導と受け付け
　作成指導を希望する人は、申告に必要な書類（源泉徴収票など）、印鑑、電卓、筆記
用具等を持って、直接 表１ の会場へ
※会場によっては作成指導できない内容があるので、自分の所得の種類に応じた会場を
利用してください。

表１

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 得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得 税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税 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 確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確 定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定 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 告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告

相模原商工会議所での作成指導
日にち　２月２１日（月）～２５日（金）
時　間　午前１０時～正午、午後１時～４時
対　象　個人事業者
申し込み　電話で相模原商工会議所（1０４２－７５３－８１３５）へ

休日の作成指導と受け付け
（電話での相談はできません）

日　時　２月２０日・２７日の日曜日午前９時～午後５時
会　場　相模原税務署　　対　象　どなたでも

申告書の作成に便利！

国税庁ホームページ
確定申告書等作成コーナー
　画面の案内に従って金額等を入力すると、税額などが
自動計算され、２４時間いつでも、申告書が作成できます。
　作成した申告書は、印刷して税務署へ提出できるほか、
作成したデータで、ｅ－Ｔａｘ（電子申告システム）も
利用できます。
タックスアンサー
　インターネット上の税務相談室です。
　よくある質問に対する回答を税金の種類ごとに調べる
ことや、キーワード検索ができます。
　携帯電話からも利用できます。

確定申告分の納期限は　　　
　　　　３月１５日（火）です
納税は振替納税が便利です
　振替納税は、指定の預金口座から自動的に引き落とし
されるため、便利です。
申し込み　預金先の金融機関か税務署にある口座振替依

頼書を３月１５日までに各窓口へ
確定申告分の振替納付日　４月２２日（金）
※納付方法が振替納税以外で、納付書を持っていない人
は、金融機関か税務署にある納付書で、３月１５日まで
に納付してください。

　申告書の提出方法　郵送、電子申告がおすすめ！

郵送
　申告書と必要書類を相模原税務署（〒２５２－５２１１　中央区富
士見６－４－１４）へ。
　税務署の収受印を押した控えが必要な人は、ボールペン書き
の「控」と切手を貼った返信用封筒を同封してください。

直接
　申告書と必要書類を持って、 表１ の各会場へ。相模原税
務署では、午後５時以降も提出できる時間外収受箱を設置し
ています。

ｅ－Ｔａｘ（電子申告システム）初年度は５，０００円の税額控除あり
　電子証明書とＩＣカードリーダライタが必要です。詳しく
は、国税庁のホームページをご覧ください。
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表２

納付は口座振替での前納がお得
　１年前納（４月～翌年３月分）や６か月前納（４月～９月分、１０月～
翌年３月分）は保険料が割り引きになります。口座振替で前納の場合は、
納付書（現金）で前納するより割引額が多く，さらにお得です。
　また、毎月納付の場合も口座振替による当月末振替にすると毎月５０円
割り引きになります。
申し込み　年金手帳など基礎年金番号のわかるものと、通帳、届け出印

を持って、金融機関か年金事務所へ
※平成２３年度の１年前納と６か月前納（４月～９月分）の申し込みは２
月２８日まで

お問い合わせ　相模原年金事務所　1０４２－７４５－８１０１

お問い合わせ　市民税課　1０４２－７６９－８２２１

国民年金保険料のお知らせ

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 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 税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県 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 税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税 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 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 告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告

　前年中に所得がなかった人も非課税証明の発行や国民健

康保険税の計算などに必要になりますので、必ず申告して

ください。

申告書の書き方がわからない人はご利用ください　市民税・県民税申告書の作成指導と受け付け
　作成指導を希望する人は、申告に必要な書類（源泉徴収票など）、
印鑑、電卓、筆記用具等を持って、直接 表２ の会場へ

申告期間は２月１６日～３月１５日
所得税の還付申告の受け付けは

始まっています

　所得税の確定申告や市民税・県民税の
申告の受け付けは、２月１６日（水）～３

月１５日（火）です。３月になると窓口な
どが混み合いますので、早めに提出して
ください。
　また、申告書の書き方がわからない人
は、作成指導を利用してください。

市内在住の人（平成２３年１月１日現在）は
申告が必要です　

ただし、次に該当する人は申告が不要です
○所得税の確定申告をした
○扶養親族である
○前年中（２２年１月～１２月）の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が
提出されている

○前年中（２２年１月～１２月）の所得が公的年金のみで、所得控除を受ける必要がない

申告書の配布　市民税課、南市税事務所、緑市税事務所、同所津久井税務班、各まち
づくりセンター（津久井まちづくりセンターを除く）

※郵送を希望する人は、市民税課へお問い合わせください。
※前年度の実績で申告が必要と思われる人には、申告書を２月上旬に郵送します。

申告についてわからない場合は、

お問い合わせください。

また、申告書と一緒に配布している

手引きや各ホームページで詳しく説明して

いますので、ご覧ください。

　申告書の提出方法
郵送
　申告書と必要書類を市民税課（〒２５２－５２７７　中央区中央
２－１１－１５）へ。
　市民税課の受付印を押した控えが必要な人は、切手を貼っ
た返信用封筒を同封してください。

直接
　申告書と必要書類を持って、 表２ の各会場へ

時　間会　場日にち

午前８時３０分～午後５時市民税課

２月１６日（水）
～３月１５日（火）
（土・日曜日を除く）

午前９時～午後３時３０分市南区合同庁舎

午前９時３０分～１１時３０分
午後１時～３時３０分

シティ・プラザはしもと

午前９時～１１時
午後１時～３時３０分

城山総合事務所

午前９時～１１時３０分
午後１時～４時

津久井・相模湖・藤野総合事務所

時　間会　場日にち

午前９時３０分～１１時３０分
午後１時～３時

麻溝・相武台公民館２月２２日（火）

大野北・大野中公民館　　２３日（水）

東林公民館　　２４日（木）

相模台公民館３月１日（火）

大沢・上溝公民館　　２日（水）

田名・新磯公民館　　３日（木）

青根出張所　　８日（火）

青野原出張所　　９日（水）

鳥屋地域センター　　１０日（木）

休日の作成指導と受け付け
（電話での相談はできません）

日にち　２月２０日・２７日の日曜日
時　間　午前９時～１１時３０分、午後１時～４時
会　場　市民税課　

※シティ・プラザはしもと、各公民館では、完成した確定申告書
はお預かりします（確定申告書の作成指導は行いません）。

控除証明書が郵送されます
　２月上旬に日本年金機構から国民年金保険料控除証明書が郵送されます。
対　象　平成２２年１０月１日～１２月３１日に、その年初めて国民年金保険料

を納めた人
※紛失などの理由で再交付を希望する場合は、同控除証明書専用ダイヤ
ルへお問い合わせください。

※２２年１月１日～９月３０日に一度でも納めた人には、２２年１１月に同控除
証明書が郵送されています。今回は対象になりません。

お問い合わせ（３月１５日まで）
国民年金保険料控除証明書専用ダイヤル

1０５７０－０７０－１１７（IP電話からは1０３－６７００－１１３０）
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緊急事態の発生 

ひばり放送 
（防災行政用同報無線） 

総務省消防庁 

人工衛星 

緊急地震速報。大地震です。大地震です。など 

ミサイル発射情報。ミサイル発射情報。など 

相模原市役所 

地震情報 
（気象庁） 

国民保護情報 
（内閣官房） 

ひばり放送での 
情報伝達 

事態の覚知 

全国瞬時警報システム（J-ALERT）の運用を開始
全全全全全全全全全全全全全全全国国国国国国国国国国国国国国国瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬瞬時時時時時時時時時時時時時時時警警警警警警警警警警警警警警警報報報報報報報報報報報報報報報シシシシシシシシシシシシシシシススススススススススススススステテテテテテテテテテテテテテテムムムムムムムムムムムムムムム（（（（（（（（（（（（（（（ＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪＪ－－－－－－－－－－－－－－－ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＬＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＲＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴＴ）））））））））））））））とととととととととととととととははははははははははははははは？？？？？？？？？？？？？？？

　国（総務省消防庁）が緊急地震速報や
武力攻撃など、すぐに対処しなければな
らない事態が発生した場合に、人工衛星
と防災行政用同報無線を利用して瞬時に
警報などを伝えるシステムで、全国の市
区町村で整備が進められています。本市
では、国から人工衛星を経由して配信さ
れた情報を、ひばり放送（防災行政用同
報無線）を通じて、市民の皆さんにお伝
えします。

地震や武力攻撃などの情報を
ひばり放送からお伝えします

　市では、４月１日から全国瞬時警報システム、

通称Ｊ－ＡＬＥＲＴ（ジェイアラート）の運用を

開始します。

　家庭や職場などで音声放送を聞いたときは、テ

レビやラジオで情報を収集するなど冷静に行動し

ましょう。

全国瞬時警報システム （J-ALERT） の運用を開始

放放放放放放放放放放放放放放放送送送送送送送送送送送送送送送ささささささささささささささされれれれれれれれれれれれれれれるるるるるるるるるるるるるるる情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報
音声放送警報音情報の種類情報の種別

緊急地震速報。大地震（おおじしん）です。大地震です。

ＮＨＫチャイム
※チャイムの音は、ＮＨＫホームページの緊急
地震速報のページ（http://www.nhk.or.jp/ 
bousai/）で聴くことができます。

緊急地震速報
〈震度５弱以上の地震予報区
（神奈川県西部）に配信〉地震情報

　
ただいま、東海地震予知情報が発表されました。テレビ・ラジオの
情報に注意してください。警報音はありません東海地震予知情報

ミサイル発射情報。ミサイル発射情報。当地域に着弾する可能性が
あります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。

有事サイレン
１４秒吹鳴

※サイレンは全国統一です。サイレンの音は、
内閣官房国民保護ポータルサイト（http:// 
www.kokuminhogo.go.jp/）で聴くことが
できます。

弾道ミサイル情報

国民保護情報

航空攻撃情報。航空攻撃情報。当地域に航空攻撃の可能性がありま
す。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。航空攻撃情報

ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報。当地域にゲリラ攻撃の可能性が
あります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。ゲリラ・特殊部隊攻撃情報

大規模テロ情報。大規模テロ情報。当地域にテロの危険が及ぶ可能
性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。大規模テロ情報

即時音声合成方式・事前音声書換方式による音声メッセージ（事態
に応じた柔軟な音声）

緊急に住民に伝達することが必
要な国民保護に関する情報

※警報音が鳴った後、音声放送が流れます。これを３回繰り返し、最後に「こちらは防災相模原です」と放送します。

防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業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登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録をををををををををををををををををををををを
－市防災協力事業所登録制度－

　市内にある事業所等が保有する資源（人材・施設・資機材等）は地域の
重要な防災力です。災害時に迅速な被災者救援活動を行うなど地域防災力
の強化を図るため、防災協力事業所の登録にご協力ください。
協力内容　人的協力や施設・場所・資機材の提供
対　　象　市内に店舗、工場、営業所、事務所がある個人か法人
申し込み　直接か郵送で届出書（市ホームページからダウンロード可）を

危機管理室へ
※制度について詳しくは、市ホームページの 暮らしの情報 →  暮らしの
安全 → 防災 をご覧になるか、お問い合わせください。

　　　　　　　　   　  ご意見をお寄せください

　　　　　　　市危機管理指針（案）
　市民の生命や身体、財産に重大な被害を及ぼす事態（災害、武力攻撃な
ど）に対処するため、本市の危機管理に関する基本的な事項や方針を定め
る指針について、ご意見を募集します。
指針（案）の配布場所　危機管理室、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（kikikanri@city.sagami 
hara.kanagawa.jp）に住所、氏名、電話番号、意見を書いて、３
月２日（必着）までに危機管理室へ

お問い合わせ　危機管理室　〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　 1０４２－７６９－８２０８　6０４２－７６９－８３２６

４月１日から

ごごごごごごごごごごごごごごご注注注注注注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意意意意意意くくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだださささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいい
○Ｊ－ＡＬＥＲＴの情報は、自動的に放送するシステムのため、昼夜を
問わず２４時間いつでも放送されます。
○このシステムは、国のコンピューターが人の手を介さず自動的に発信
するシステムのため誤報などの可能性があります。その場合はキャン
セル放送が流れます。
○緊急地震速報について、震源が近いときや直下型地震の場合は、速報
が間に合わないことがあります。
○放送が聞こえないときや聞き取りにくい場合は、ひばり放送テレフォ
ンサービス（２４時間対応）からひばり放送の内容を聴くことができます。

ひばり放送テレフォンサービス　1０１８０－９９４－８３９
※通話料がかかります。　

警警警警警警警警警警警警警警警報報報報報報報報報報報報報報報ががががががががががががががが流流流流流流流流流流流流流流流れれれれれれれれれれれれれれれるるるるるるるるるるるるるるる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

パブリックコメント

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７５１－９１２８
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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。

暮らしの知識を身に付けよう

地球環境や宇宙を学ぼう

くらしの講座〈全３回〉
　子どもの成長に関わる食と住まいの知識やコツを学びます。
時　間　午前１０時～正午　　会　場　大野北公民館

※２月２７日は申込者が１５人以上の場合、午後２時～４時にも開催します。
対　象　子育て中の母親＝３０人（申込順）　　費　用　５００円（調理材料費）

　　　　　　「食べもの情報」ウソ・ホント
　　　　　　　   ～メディアに惑わされない食生活～

　アミノ酸は体に良いのか、ビタミンは天然が良く
て合成はだめなのかなど、確かな根拠がないままに
語られる「食べ物神話」を科学的に検証します。
日　時　２月２２日（火）午後１時３０分～３時３０分
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
講　師　高橋久仁子さん（群馬大学教育学部教授）
定　員　１００人（申込順）

申し込み　電話で生活安全課（1０４２－７６９－８２２９）へ

講演と事例報告「これからの協働事業」
～協働事業の継続と発展を考える～

　公共的な課題に行政と市民が協働で取り組む事業について、基調講演
や事例報告、意見交換を通して考えます。
日　時　２月５日（土）午後１時～４時
会　場　相模女子大学マーガレット本館会議室１　　定　員　５０人（先着順）
費　用　５００円（資料代）※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　パートナーシップ市民フォーラムさがみはら　1０９０－６５２３－８２８０

活動を発信する団体、発信したい団体へ

 ホームページで情報を発信しよう！
～団体ホームページ制作手順説明会を開催～

　市では、協働事業として、地域で活動している自治会や団体、サーク
ルなどが情報を発信できる、市民向けポータルサイトを４月に開設しま
す。このポータルサイトを活用して情報発信するための説明会に参加し
ませんか。団体のページ作成の手伝いの申し込みも受け付けます。
日　時　２月１９日（土）午後２時～４時　　会　場　けやき会館
対　象　市内で活動する団体・サークル、自治会など＝５０団体（申込順）
申し込み　市民協働推進課、さがみはら市民活動サポートセンター、各

公民館にある申込書を２月１６日までに市コミュニティサイト運営
プロジェクトへ

お問い合わせ
市コミュニティサイト運営プロジェクト（鮎川）　1０９０－４６１３－７９３１

おはなしボランティア養成講座〈全４回〉
　読み聞かせ方やお話の語り方、絵本やテキストの選び方などのノウハ
ウを学びます。
日にち　２月１８日（金）・１９日（土）・２５日（金）、３月４日（金）
時　間　午前１０時～正午、１９日は午後２時～４時　
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　市内で小学生を対象におはなしボランティアとして活動してい

る人か始めようと思っている人＝２０人（抽選）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、ボランティア活

動経験の有無と内容・年数、応募の理由、講師への質問、講座名
を書いて、２月８日（必着）までに同館（〒２５２－０２３３　中央区鹿
沼台２－１３－１　1０４２－７５４－３６０４）へ

手話通訳者養成講座・基本課程〈全２４回〉
日　時　４月２７日～１２月１４日の原則毎週水曜日午前１０時～正午
会　場　障害者支援センター松が丘園
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上の人で、手話経験が２年以上

あり通訳者をめざす人＝２０人（選考）
費　用　１，５００円程度
申し込み　障害者支援センター松が丘園、けやき体育館にある申込書を

２月１５日（必着）までに同園（1０４２－７５８－２１２１）へ

環境講演会 地球温暖化から見るほんとうの環境問題
　さまざまな問題を解決してきた人類が、なぜ「環境問題」を解決できないの
か。脳研究の第一人者である養老さんが、環境問題解決のヒントを語ります。
日　時　３月４日（金）午後７時～８時３０分
会　場　サン・エールさがみはら（緑区西橋本５－４－２０）
講　師　養老孟司さん（解剖学者）
定　員　２００人（申込順）
申し込み　電話（１組３人まで）で２月２８日までに

コールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

コズミックカレッジ・アドバンストコース
　ＪＡＸＡ相模原キャンパス施設見学やロケット・宇宙科学研究者の実
験室訪問、スターウオッチングなどで宇宙科学を体験します。
日にち　３月２７日（日）～２９日（火）〈２泊３日〉　
会　場　ＪＡＸＡ相模原キャンパス、相模川ビレッジ若あゆ
対　象　小学校５年生～中学生＝３０人（選考）
費　用　１万２，０００円〈予定〉（宿泊費・食費・交通費）
申し込み　渉外課、各公民館にある応募用紙〈ＪＡＸＡ宇宙教育センタ

ーホームページ（http://edu.jaxa.jp/）からダウンロード可〉と
作文を２月２８日（必着）までに、日本宇宙フォーラムコズミック
カレッジ・アドバンストコース事務局（1０３－５２００－１３０２）へ

民俗芸能大会
　市域の伝統的な民俗芸能を披露します。
日　時　２月２０日（日）午後１時～４時
会　場　津久井中央公民館
出演団体　番田神代神楽保存会、田名八幡宮 獅  子 舞保存

し し

会、大沼土窯 搗 き 唄 保存会、大島諏訪明神獅子舞保存会、ぼうち唄保存会、
つ うた

下九沢御嶽神社獅子舞保存会、新田名音頭保存会
招待団体　上町 囃子 連（緑区中野）　※観覧希望者は直接会場へ

はやし

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

２月２６日（土）・２７日（日）　小原宿本陣・小原の郷周辺

灯りの街「小原宿ライトアップ」を歩く
　数々の 行灯 などの 灯 りが本陣や街道沿いを暖かく幻想

あんどん あか

的に照らします。お焼きやうどんなどの販売もあります。
時　間　午後５時３０分～８時

※小原宿本陣周辺は２月２０日（日）～２７日（日）に行灯が点灯します。

学校支援ボランティアで教育をサポート
　授業や学校行事、環境整備の支援、登下校時の見守り活動など、子
どもたちの学習や安全を支える活動に参加しませんか。

　はじめよう！学校支援
ボランティア入門講座
　学校支援ボランティアの活
動内容や活動時に配慮するこ
となどを学びます。
日にち　２月２４日（木）
対　象　学校支援ボランティ

アに関心がある人

時　間　午前１０時～１１時３０分
会　場　総合学習センター　　定　員　各４０人（申込順）
申し込み　直接か電話で同センター（1０４２－７５６－３４４３）へ　

学校支援ボランティア
情報交換会

　市内の各小・中学校で学校支
援ボランティア活動をしている
人の情報交換会を行います。
日にち　３月３日（木）
対　象　学校支援ボランティア

として活動している人

内　容日にち

子どもの自立を育む部屋づくり　～片付けのコツを知ろう～２月１７日（木）

健やかな子を育てるための食習慣
～家庭の食事と子どもの成長を考えよう～　　２４日（木）

親子でつくる料理教室　～手作り 餃子 をつくろう～
ぎょうざ

　　２７日（日）

協働によるまちづくりを進めよう協働によるまちづくりを進めよう 暮らしの知識を身に付けよう

地球環境や宇宙を学ぼう ボランティアで地域・社会に貢献しようボランティアで地域・社会に貢献しよう

くらしを考える
つどい相模原

講演・講座で学ぼう！講演・講座で学ぼう！

お問い合わせ　小原宿活性化推進会議事務局
　　　　　　　 （相模湖経済観光課内）1０４２－６８４－３２４０

養
老
孟
司
さ
ん
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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。

発見しよう！
まちの中の小さな自然（２月）

　環境情報センター周辺を自然観察員と散策し、まちの中に
息づく植物や生きものについて学びます。
日　時　２月９日（水）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　環境情報センター
※参加希望者は、飲み物、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

お問い合わせ　環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８

対　象時　間講　座　名
小・中学生＝各
２０人（申込順）
※小学校３年生以
下は保護者同伴

 午後１時
 　～２時

①買い物博士になろう「エコな誕生パーティーを開くには !?」
　環境にやさしい買い物のしかたを学びます。

午後２時３０分
　～３時３０分

②電気博士になろう「クリップモーターを作ってみよう！」
　電気の上手な使い方を学び、クリップモーターを作ります。

小・中学生とそ
の保護者＝１０組
（申込順）

 午後１時
 　～２時

③料理博士になろう「エコなおやつづくり」　
エネルギーを無駄にせず、ごみを減らしておいしいおやつを
作ります。　費用　１人１００円

小学生とその保
護者＝１６組（申
込順）

午後２時３０分
　～４時３０分

④地球博士になろう「親子で作ろう！ソーラーオルゴール～目
指せエコ博士～」　地球温暖化について知り、暮らしの中で
できる省エネの工夫を学びます。

小・中学生
（保護者同伴可）

午後１時　　
　～１時２０分

⑤食べ物博士になろう
　地球環境と食べ物の関係を学びます。

午後１時３０分
　～１時５０分

⑥水博士になろう　家庭で使用する水と自然との関係を学び、
水の大切さを学びます。

午後２時　　
　～２時２０分

⑦エネルギー博士になろう　毎日の生活におけるエネルギーの
無駄使いを知り、省エネについて勉強します。

午後２時３０分
　～２時５０分

⑧葉っぱ博士になろう　私たちの暮らしや自然環境の中で、
葉っぱが果たしている役割を学びます。

午後３時　　
　～３時２０分

⑨ごみ博士になろう
　ごみの分別と、ごみを減らす工夫を学びます。

午後３時３０分
　～３時５０分

⑩鳥博士になろう　身近に見られる野鳥の暮らしぶりを学び、
人間と動植物との共生について学びます。

午後１時　　
　～４時３０分

⑪紙すき名人になろう「牛乳パックではがきづくり」　牛乳パッ
クを使って紙すきをします。　持ち物　洗って開いた牛乳パック

⑫園芸名人になろう　「ペットボトルで植木鉢」
　ペットボトルを利用して植木鉢を作ります。
　持ち物　水やお茶などのペットボトル
⑬折り紙名人になろう「リサイクルペーパーで折り紙工作」
　チラシや包装紙などで封筒やしおりを作ります。
⑭お手伝い名人になろう「アクリル毛糸でポンポンたわし」
　余ったアクリル毛糸で洗剤のいらないタワシを作ります。
　持ち物　太めのアクリル毛糸５m位
⑮発電名人になろう「自分の力で発電体験」
　自転車や手回しで発電体験をします。

申し込み　①～④は電話かＥメールに氏名、学年、電話番号、講座名を書いて、同センタ
ー（1０４２－７６９－９２４８　Ｅメール kankyo@eic-sagamihara.jp）へ。⑤～⑮は直
接会場へ

くらしの経済講演会 来てけらっしゃい！

オラの日米くらしと　　　　
　　　　お金のおもしろ講座

　日本とアメリカの暮らしや金銭感覚の違いを学びます。
日　時　３月１１日（金）午後７時～８時３０分
会　場　あじさい会館
講　師　ダニエル・カールさん（タレント）
定　員　３３０人（抽選）
申し込み　電話（１組５人まで）で２月２１日まで

にコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ
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　食べ物やエネルギーを大切にする、水を汚さない、ごみを
減らすなど、環境を考えながら料理を楽しみます。
日　時　３月２日（水）午前１０時～午後１時
会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）
定　員　２４人（申込順）　費　用　５００円
申し込み　電話で環境情報センター（1０４２－７６９－９２４８）へ

ともに創ろう 男女共同参画社会

お問い合わせ　男女共同参画課　〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５
　　　　　　　1０４２－７６９－８２０５　6０４２－７５３－９４１３

これからのエネルギーを考える
環境セミナー

日にち　２月１９日（土）

時　間　午後２時～４時

定　員　６０人（申込順）

介護を楽にするおしゃべりサロン

日にち　２月２４日（木）

時　間　午後１時３０分～３時３０分

定　員　６人（申込順）

女性のための
個別キャリアカウンセリング

日にち　２月２５日（金）

時　間　①午前９時

　　　　②１０時３０分

　　　　③午後１時

　　　　④２時３０分

　　　　（１人９０分以内）

定　員　各１人（申込順）

※①②未就学児（２歳以上）の保育

あり（申込時に要予約）

女性のための心とからだの健康相談

日にち　２月２６日（土）
時　間　午後１時３０分
　　　　　　２時３０分
定　員　各１人（申込順）

大学生といっしょに作ろう !!
かんたんおやつクッキング

　ナポリタン、プチパンケーキ
日にち　２月２６日（土）
時　間　午前１０時～正午
対　象　小学生＝２４人（申込順）
費　用　３５０円（材料費・保険料）

講演会
「女性のための高血圧予防」

日にち　３月８日（火）
時　間　午後６時３０分～８時
定　員　３０人（申込順）

市民企画講座
楽しいマジックで地域デビュー

日にち　３月１８日（金）
時　間　午前１０時～正午
対　象　１５人（申込順）
費　用　３００円（材料費）

申し込み　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）

こども環境学校　

　工作や体験を通して、地球にやさしい暮らし方を学びます。
日にち　２月２７日（日）　　会　場　環境情報センター

男女共同参画に関する意見・苦情・相談を受け付け

　男女共同参画に関する市の施策への意見や、性別による人権侵害の相談・
苦情などを男女共同参画専門員（弁護士・有識者）が伺います。
　また、調査の結果、必要があると認められるときには、市や関係者に対
して助言・是正などの要請・要望などを行います。
申し込み　男女共同参画課、ソレイユさがみにある「男女共同参画に関す

る意見等申出書」（市ホームページの 申請書ダウンロード → 男女
共同参画 からダウンロード可）を同課へ

ソレイユさがみ女性相談室の女性相談員を募集

　セクシュアルハラスメントや職場の問題、夫婦関係、女性への暴力、育
児不安など、生活全般的な相談指導などを行います。
勤　務　４月から週４日以内、原則５時間３０分
報　酬　月額１６万７，９００円
対　象　次のいずれかに該当する人＝３人（選考）
　　　　○社会福祉士か精神保健福祉士の資格があり、相談業務・活動の経験がある
　　　　○大学で児童福祉、社会福祉、心理学を専攻する学科か、これらに相
　　　　　当する課程を修めて卒業し、関連する相談業務・活動の経験がある
　　　　○公的機関が実施する女性のための相談事業で、相談員を務めた経験がある
申し込み　男女共同参画課、ソレイユさがみにある申込書を２月１０日まで

に同課へ

さがみはら男女共同参画推進員を募集

　男女共同参画推進のための広報や啓発事業の企画・運営などを行います。
任　期　委嘱日（４月頃）～平成２５年３月３１日
謝　礼　活動１回につき２，０００円
対　象　市内在住の２０歳以上の人＝１５人程度（選考）
申し込み　直接か郵送、ファクス、Ｅメール（danjo@city.sagamihara. 

kanagawa.jp）に住所、氏名、年齢、職業、電話番号、応募動機（８００
字程度）を書いて、２月２３日（必着）までに男女共同参画課へ

ソレイユさがみの催し
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みんなの スポ・レク情報 

さがみはらグリーンプールの講座・教室 さがみはらグリーンプールの講座・教室 

費　用定員
（申込順）対　象時　間日にち講座・教室名

各４００円各１０人高校生以上の人
午前１１時～１１時４５分 

２月１２日（土）・１３日（日）はじめての
バランスボール〈全２回〉 午後２時～２時４５分

３，０００円３０人
クロール・平泳ぎ・背泳ぎ・バ
タフライで２５ｍ以上泳げる小学
校４年生～中学生

午後５時３０分～６時３０分
２月１６日（水）～１８日（金）
　　２１日（月）～２５日（金）
３月１日（火）～４日（金）

体力アップ水泳〈全１２回〉

各４００円
（６５歳以上の人と
障害者は無料）

各１５人６０歳以上の人
午後１時３０分～２時３０分２月１６日（水）・１７日（木）ウオーキング〈全２回〉

午前１１時～正午２月１８日（金）・１９日（土）転倒予防〈全２回〉

各１，０００円各２０人
１８歳以上の人午前１０時～１１時３０分２月１８日（金）大人の脳トレ・右脳トレーニング

小学生以上の人（小学校１～３
年生は保護者同伴）午前１０時～正午３月５日（土）はじめてのビーズアクセサリー

各８００円各１５人

３歳～年中午後２時３０分～３時３０分 
２月２３日（水）～２６日（土）リズムダンス１期〈全４回〉

年長午後４時～５時

３歳～年中午後２時３０分～３時３０分 
３月２日（水）～５日（土）リズムダンス２期〈全４回〉

年長午後４時～５時

みんなで歩こう！
高幡不動尊・節分会 〈１３㎞〉

日にち　２月３日（木）〈小雨決行〉
集　合　午前９時２０分にパルテノン多摩
　　　　（多摩センター駅徒歩５分）
解　散　高幡不動尊境内
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

申し込み　①②はＥメール、③④は電話かファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、
性別、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

①ジュニアチアリーディング

日にち　２月２６日（土）
時　間　午前１０時～１１時
対　象　小・中学生
定　員　５０人（申込順）
費　用　３００円

申し込み　直接か電話で同プール
（1０４２－７５８－３１５１）へ

キッズサッカー教室
　東京ヴェルディ相模原の指導者がサッカーの楽しさを
教えます。

日　時　２月２７日（日）午前１０時～正午
会　場　名倉グラウンド
対　象　市内在住か在学の小学校１～３

年生＝３０人（申込順）
費　用　５００円

申し込み　直接か電話で相模湖林間公園（1０４２－６８５－
１３３０）へ

スキースクール

日にち　３月２５日（金）～２７日（日）
集　合　２５日午後７時３０分＝相模大野中央公園、

　　　　　８時＝市役所
会　場　長野県志賀高原熊の湯スキー場
費　用　中学生以上２万７，０００円、小学生以下２万

２，５００円（リフト、レンタルスキー代は別途）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、生年月日、

性別、電話番号、集合場所、参加区分、レ
ンタル希望者は身長、靴、服のサイズを書
いて、３月４日（必着）までに市体育協会へ

市民ゴルフ大会
日　時　３月１４日（月）午前８時
会　場　相模原ゴルフクラブ
定　員　３２０人（抽選）
費　用　２万１，６３０円（プレー費含む）
申し込み　往復はがきかＥメールに全員の住所・

氏名・生年月日・性別・電話番号・「市
民ゴルフ大会」と書いて、２月１６日（必
着）までに市体育協会へ

沿道でご声援を！

市町村対抗「かながわ駅伝」競走大会
日　時　２月１３日（日）午前９時スタート
コース　秦野市中央運動公園～県立相模湖公園
　　　　〈５１．５㎞〉
※交通規制にご協力ください。
※コースや交通規制など、詳しくは市体育協会ホー
ムページをご覧になるか、お問い合わせください。

中級テニス教室
日にち　３月６日（日）〈予備日３月１３日（日）〉
時　間　午前８時３０分～午後４時３０分
会　場　淵野辺公園
対　象　高校生以上でテニス歴おおむね３年以

上の人＝７０人（抽選）
費　用　４，５００円
申し込み　往復はがき（１人１枚）に住所、氏

名、年齢、電話番号、「中級テニス教室」
と書いて、２月１５日（必着）までに市体
育協会へ

※市テニス協会ホームページからも申し込めます。

グラウンド ･ゴルフ交流大会
日　時　３月１２日（土）午前８時３０分～正午
会　場　相模総合補給 廠 　　費　用　１，０００円

しょう

申し込み　はがきに住所、氏名、電話番号、車
の人は車のナンバーを書いて、２月２０日
（必着）までに市体育協会へ

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

定員
（抽選）対　象区　分

各４０人
小学校４年生～高校生ジュニア

５歳以上の子とその保護者親子

相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝公公公公公公公公公公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園園園園園園園園園園競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競競技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場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験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室
②キッズチアリーディング

日にち　２月２６日（土）
時　間　午前１１時３０分～午後０時３０分
対　象　３歳以上の未就学児
定　員　５０人（申込順）
費　用　３００円

③ニュースポーツ

　ドッチビーやユニカールを体験します。
日にち　２月２６日～３月２６日の毎週土曜日

（３月５日を除く）
時　間　午後１時３０分～３時
対　象　小学生以上の人＝各２０人（申込順）
費　用　各３００円

④スポーツチャンバラ

日にち　２月２６日～３月２６日の毎週土曜日
（３月５日を除く）

時　間　午後１時３０分～３時
対　象　４歳以上の人
定　員　各２０人（申込順）
費　用　各３００円

市体育協会からのお知ら
せ
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

読者の

ひろば
（敬称略）

協働事業提案制度説明会

　４月に提案を募集する同制度の
概要と事業の取り組み状況
日２月２１日（月）
時午後１時３０分～３時
会けやき会館
定５０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問市民協働推進課

建物の耐震巡回相談

日２月９日（水）
時午後１時～４時
会大野中公民館
※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

リサイクルスクエア

２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、２月１８日までに各会場へ
※抽選発表は２月１９日（土）午後
１時
おもちゃの病院
日２月６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
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２月１３日（日）
時午前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）

◇　　　◇
問資源循環推進課

市清掃施設の

ダイオキシン類測定結果

　清掃施設からの排出ガスなどの
ダイオキシン類を測定した結果、
全ての項目で法令に定める基準値
を下回っていました。
　詳しい測定結果は、各行政資料
コーナー・まちづくりセンター・
出張所か、市ホームページの 暮
らしの情報 → リサイクルとごみ
→ 計画・統計など でご覧になれ
ます。
問清掃施設課

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

２月～４月の空き状況　平日に空
きあり
申随時受け付け
５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２月１０日までに各施設へ。抽
選後の空き室の申し込みは２月２１
日から電話で①7０１２０－９８８－
５４７②1０２６７－５５－６７７６へ
①５月の休館日　１６日（月）・１７
日（火）
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

２月は「省エネルギー月間」

　電気を上手に使って地球温暖化
を防止しましょう。
①部屋の室温は２０℃ 以下に設定
②電気を使わないときはスイッチ
をＯＦＦ
③待機電力はカット
問関東電気保安協会相模原事業所
（1０４２－７７２－１５５１）

マンション管理士による

無料相談会

日２月１１日（祝）
時午後１時３０分～５時
会おださがプラザ
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）
申電話かファクス、Ｅメールに住
所、氏名を書いて、首都圏マンシ
ョン管理士会相模原部会事務局
（1０４２－７６５－０２２１　6０４２－７０５
－３１４２　Ｅ t-nakamura@a-tem 
po.co.jp）へ

マンション管理士・一級建築士等

によるマンション無料相談会

日２月１３日（日）
時午後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
定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

巡回貿易投資相談会

日２月２５日（金）
時午前１０時～正午
会相模原商工会館
対個人輸入や国際ビジネスを始め
る人
定２組（申込順）
申電話か、ファクス、Ｅメールに、
企業名、氏名、電話番号を書いて、
市産業振興財団（1０４２－７５９－
５６００　6０４２－７５９－５６５５　Ｅso 
ho@ssz.or.jp）へ

「自動車不具合情報ホットライン」

に情報をお寄せください

　迅速なリコールの実施やリコー
ル隠し等の防止に役立てます。
7０１２０－７４４－９６０〈月～金曜日
（祝日、年末年始を除く）午前９
時３０分～正午、午後１時～５時３０
分〉
自動音声　1０３－３５８０－４４３４（年
中無休、２４時間）
ホームページ　
http://www.mlit.go.jp/RJ/

相模湖やまなみ祭の出店者

　フリーマーケットや模擬店など
日４月２９日（祝）
時午前１０時～午後３時
会県立相模湖公園
定７４組（抽選）
費１，０００円～２，０００円
※費用など詳しくはお問い合わせ
ください。
申相模湖商工会、商業観光課、各
総合事務所経済観光課・公民館等
にある申込書を、３月１日までに
同商工会（1０４２－６８４－３３４７）へ

若葉まつりＬＩＶＥ

出演バンド・スタッフ（実行委員）

説明会　２月１６日（水）午後７時
ＬＩＶＥ本番　５月１５日（日）午
前１０時～午後５時
対市内で音楽活動をしている高校
生以上の人・団体
定１０組
費１，５００円
申直接か電話で、２月１４日までに
総合学習センター（1０４２－７５６－
３４４３）へ

フリーマーケットの出店者

日３月２０日（日）〈雨天中止〉
時午前９時～午後０時３０分
会橋本台リサイクルスクエア
対説明会（３月上旬）に出席でき
る市内在住の人＝３８人（抽選）
※業者の出店、飲食物（缶詰など
含む）・生き物・電化製品・大型
家具の販売は不可
費１，０００円
申往復はがき（１世帯１枚）に、
住所、氏名（ふりがな）、電話番
号、販売品目、「フリーマーケッ
ト出店希望」と書いて、２月１５日
までに資源循環推進課（〒２５２－
５２７７　中央区中央２－１１－１５　1 

０４２－７６９－８２４５ ）へ

湘北建築高等職業訓練校の訓練生

（建築大工）

期間　４月から毎週土曜日で３年
間
時午前９時～午後５時
会県立産業技術短期大学校（横浜
市旭区中尾２－４－１）
対経験の浅い建築大工職の人
定３０人
費年間１８万円程度
申電話で３月１５日までに湘北建築
高等職業訓練校事務局（1０４６－
２５１－０９９０）へ

つるし 雛 展
びな

日２月２５日（金）～２７日（日）
時午前９時～午後５時（２５日は午
前１０時から、２７日は午後４時まで）
会新磯ふれあいセンター
問同センター（1０４６－２５５－１３１１）

お知らせ 

イベント 

募　　集 

施設のお休み

さがみはら北の丘センター
日２月８日（火）・９日（水）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）

　　　　　　　　　　▼民話の語り「むかしむかしな」
　　　　　　　　　　演目は「 鳥  呑  爺 」ほか７話　２

とり のみ じい

月１２日（土）午後２時～４時、 杜 のホールはしもと多
もり

目的室。定員２００人（先着順）、費用５００円（高校生以
下無料）　�問 木名瀬（1０４２－７７１－６３７１）
▼ＮＥＣ相模原吹奏楽団定期演奏会　曲目は「威風堂
々」ほか　２月１２日（土）午後２時３０分～４時３０分、
杜のホールはしもと　�問 同事務局（1０４２－７７１－０６０２）
▼障害者を雇用するための企業方策　松為信雄さん
（県立保健福祉大学教授）の基調講演とパネルディス
カッション　２月２３日（水）午後１時～４時３０分、神
奈川障害者職業能力開発校（南区桜台１３－１）。定員
１００人（申込順）　�申 電話ですずらんの会（1０４２－
７７７－１７９０）へ
▼バードウォッチングとネイチャーゲームのつどい　
２月２６日（土）午前９時３０分～午後２時、県立相模原

公園ほか。定員３０人（申込順）、費用３００円　�申 はがき
に全員の住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、高崎
宏美（〒２５２－０３３３　南区東大沼２－１－２０　1０４２－
７４５－３１９３）へ
▼お話の出前「銀のすずめ」発表会　民話や童話など
の朗読　３月２日（水）午後１時～４時、相模原南市
民ホール　�問 髭野（1０９０－６１８２－９３５８）
　　　　　　会費などは個別にお問い合わせください。
　　　　　　▼社交ダンス　毎週火曜日午後８時、小
網地域センター　�問 西野（1０４２－７８４－２５１８）
▼フラダンス　月３回金曜日午前１０時、大野南公民館ほ
か。初心者歓迎、体験あり　�問 菅原（1０４２－７４６－１４８０）
▼太極拳　月３回土曜日午後１時３０分、けやき会館　
�問 坂下（1０４２－７５３－０７２９）
▼健康太極拳　原則、毎週金曜日午後１時２０分、ソレイ
ユさがみほか。体験あり　�問 柳井（1０８０－５６４８－５５６６）
▼詩舞　毎週水曜日午後１時、大野南公民館。初心者
歓迎　�問 鮑子（1０４２－７４２－０３２２）

仲 間

催 し
費用の記載がない
場合は無料です。読者の

ひろば
（敬称略）

▼絵手紙　毎月第１・第３土曜日午前９時３０分、総合
学習センター。初心者歓迎　�問 松浦（1０４２－７７６－
０５０３）
▼巨木を訪ねる　巨木にまつわる史実や史跡を訪ね、
巨木のパワーに触れる　毎月第３日曜日、県内や周辺
都県　�問 宮原（1０４２－７７８－２５４２）
▼短歌　月１回土曜日か日曜日午後１時３０分、大野北
公民館ほか。初心者歓迎　�問 大友（1０４２－７６３－５２２４）
▼話し方　毎週木曜日午後７時、大野北公民館　�問 吉
村（1０４２－７５４－３６６２）

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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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。本紙２㌻で４月１５日号～１０月１日号に掲載する広告を募集しています。

ロビーコンサート

　バイオリン、チェロ、ピアノに
よるチャイコフスキー作曲「花の
ワルツ」ほか
日２月１７日（木）
時午後０時２０分～０時４５分
会市役所本館１階ロビー
※希望者は直接会場へ
問市民文化財団（1０４２－７４９－
２２０５）

ハローインターナショナルサロン

「 世  界 のお 正  月  料  理  教  室 」
せ かい しょう がつ りょう り きょう しつ

　 中  国 、ベトナム、カンボジアの
ちゅう ごく

お 正  月  料  理 の 調  理 、 会  食 、 懇  談 
しょう がつ りょう り ちょう り かい しょく こん だん

日２   月
　

   ２０ 日 （ 日 ）
がつ にち にち

時 午 前   １０ 時 ～ 午 後   ２時   ３０ 分 
ご ぜん じ ご ご じ ぷん

会ソレイユさがみ（ 緑 
みどり

 区  橋  本 ６－
く はし もと

２－１）
定２５ 人 （ 申  込  順 ）

にん もうし こみ じゅん

費８００ 円 
えん

申 直 
ちょく

 接 
せつ

か 電  話 でさがみはら 国  際 交    
でん わ こく さい こう

 流 ラウンジ（1０４２－７５０－４１５０）
りゅう

へ

チェロの音色に親しむ１日

チェロのお話とミニコンサート

日２月２０日（日）
時午前１１時～午後３時
会県立藤野芸術の家
対小学生以上の人＝３０人（申込順）
費１，５００円
申電話で２月２日から県立藤野芸
術の家（1０４２－６８９－３０３０）へ

土曜コンサート

「オカリナ＆フルート」

日２月１９日（土）
時午後５時３０分
会サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
定２２０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同所（1０４２－７７５－５６６５）

女子美アートミュージアム

「障害理解とアートフィールド

参画支援の取組　報告展覧会」

日２月２０日（日）まで
時午前１０時～午後５時（入館は４
時３０分まで）
※火曜日休館（２月１日を除く）
問同ミュージアム（1０４２－７７８－
６８０１）

市立博物館　星空観望会（３月）

　プラネタリウムで星空解説後、
４０㎝大型望遠鏡で観察
日３月４日～２５日の毎週金曜日
時午後７時～８時３０分
定各６０人（抽選）
※中学生以下は保護者同伴
申往復はがきか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、希望日（第２希
望まで）、「星空観望会」と書い
て、３月１５日までに同館（〒２５２
－０２２１　中央区高根３－１－１５ 
1０４２－７５０－８０３０　Ｅstar@city. 
sagamihara.kanagawa.jp）へ

自作ビデオ上映会

　アマチュアビデオカメラマンが
撮影・編集した作品の上映会
日２月２０日（日）
時午後１時～４時３０分
会市立図書館（中央区鹿沼台）
対市内在住か在勤・在学の人
定４０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問視聴覚ライブラリー（1０４２－
７５３－２４０１）

県立相模原公園の催し

園芸教室　肥料ってなに？
日２月６日（日）
時午後１時３０分～３時３０分
定４０人（申込順）
園芸教室　山野草を使ったコケ玉
づくり
日２月２０日（日）
時午後１時３０分～３時３０分
定３０人（申込順）　　費１，０００円
自然観察会　冬鳥と冬芽の観察
日時２月２６日（土）午前１０時～正午
定４０人（申込順）
費３００円（小学生以下の人は無料）

◇　　　◇
申電話で同公園（1０４２－７７８－
１６５３）へ
サカタのタネグリーンハウス
「細野武男」油彩画展
日２月１３日（日）まで
「大堀幸生」写真展
日２月１５日（火）～２７日（日）

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

相模川ふれあい科学館の催し

バレンタイン水槽
　バレンタインデーにちなんだ生
きものを展示
日２月１３日（日）まで
展示生物　チョコレートグラミー
マンスリー水槽
　水仙をテーマに黄色や白色の魚
を展示
日２月２７日（日）まで
展示生物　アミメチョウチョウウ
オ　など

◇　　　◇
時午前９時３０分～午後４時３０分
費３００円 （小・中学生１００円、６５歳
以上の人１５０円）
休館日　月曜日（祝日の場合は翌
日）
問同館（1０４２－７６２－２１１０）

たのしい植物工作教室

「シュロとクマザサの葉っぱ遊び」

日２月２６日（土）
時午前１０時～正午
会史跡勝坂遺跡公園
定３０人（申込順）
申電話で文化財保護課（1０４２－
７６９－８３７１）へ

旧石器ハテナ館

「土器作り」

日２月２０日（日）
時午後２時～４時
対小学生以上の人
定３０人（申込順）
費２５０円（材料費）
申電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）
へ

国際経済セミナー

「新時代を迎えたアジア大洋州の

ＦＴＡ～本格活用時代の幕開け～」

日２月２５日（金）
時午後２時～５時
会産業会館
定１２０人（申込順）
申電話か、ファクス、Ｅメールに、
企業名、氏名、電話番号を書いて、
市産業振興財団（1０４２－７５９－
５６００　6０４２－７５９－５６５５　Ｅso 
ho@ssz.or.jp）へ

子どもおもしろ実験教室

「本の中の実験をしてみよう」

日２月２０日（日）
時午後２時～３時
会市立図書館（中央区鹿沼台）
対小学生
※小学校４年生以下は保護者同伴
定２０人（申込順）
費５０円
申電話で同館（1０４２－７５４－３６０４）
へ

保護者向け不登校対応セミナー

　不登校を体験した人のお話
日２月２２日（火）
時午後２時～４時
会青少年相談センター
対不登校や登校しぶりのある児童・
生徒の保護者
定３０人（申込順）
申電話で２月１８日までに青少年相
談センター（1０４２－７６９－８２８５）へ

アロマテラピー活用術講座

「ルームフレグランスを作ろう」

日２月２６日（土）
時午前１０時～正午
会さがみはら北の丘センター
対１８歳以上の人
定２０人（申込順）
費２，０００円
申直接か電話で同センター（1０４２
－７７３－５５７０）へ

花器を作ろう！「竹細工教室」

日２月２７日（日）
時午後１時３０分～５時
会相模の大 凧 センター

だこ

対中学生以上の人
定１５人（申込順）
費１，０００円
申直接か電話で同センター（1０４６
－２５５－１３１１）へ

市民交流文化講演会

「知ろう！学ぼう！江戸しぐさ」

　江戸時代の商人道や人間関係を
円滑にする知恵など
日２月１９日（土）
時午後２時～４時
会千木良公民館
定７０人（申込順）
申電話でまちづくり「 湖 の星」の

みず

鈴木さん（1０９０－４９１０－１３１１）へ

講演・講座 
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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。本紙２㌻で５月１日号～１０月１日号に掲載する広告を募集しています。

土に親しみ収穫の喜びを知ろう土に親しみ収穫の喜びを知ろう土に親しみ収穫の喜びを知ろう

コミュニティ農園生きがい農園健康づくり農園レクリエーション農園農　園　名

　利用者で構成する委員会で運
営管理します。農家による農作
業の指導が受けられ、駐車場が
あります。

　余暇を利用して、農作業に親しむための農園です。農園に駐車場はありませんので、徒歩か自転
車で行ける農園を選んでください。概　　要

２００６コミュニティ農園　９区画
所在地　中央区田名９９８３－１

表３の７農園３４４区画表２の３農園７８区画表１の１９農園９３０区画募集農園（抽選）

５０㎡１０㎡３０㎡、５０㎡２０㎡区画面積（１区画）

４年１０か月
（２８年１月３１日まで）

１年１０か月
（２５年１月３１日まで）

２年１０か月
（平成２６年１月３１日まで）

利用期間（４月から）

年間１万円以内
４，０００円

（１年１０か月）
１万２，０００円、１万５，０００円

（２年１０か月）
１万２，０００円
（２年１０か月）

管 理 料

市内在住で、２月１日現在、市民農園を利用していない人で利用している人と同一世帯でない人（住民登録上の世帯で判断します。）
※生きがい農園は６０歳以上の人

対　　象

農政課、高齢者福祉課、城山・津久井・相模湖・藤野経済観光課、緑・南区役所総務課、各まちづくりセンター・出張所・連絡所・
公民館・図書館にある申込書を２月１５日（必着）までに農政課へ
※各農園の利用について詳しくは、申込書と一緒にある募集案内か市ホームページの 暮らしの情報 → 市民農園・農産物 → 市民農
園について をご覧になるか、お問い合わせください。

申し込み

区画数所在地農園名
３１中央区横山台１－３９横山台Ｆ
５７中央区陽光台６－１１陽光台Ｃ
４０中央区緑が丘１－２０緑が丘
８７南区大野台１－９大野台Ｃ
９３南区若松２－２３若松Ｂ
８０南区東大沼４－２東大沼
１０５南区上鶴間本町６－１５上鶴間Ｂ
８４南区旭町２４旭町
３４南区磯部４３５５－１磯部

表３　生きがい農園
区画数所在地農園名
３８中央区上溝３８６６上溝第１
４０中央区清新１－４清新１丁目
５１中央区青葉２－７青葉
６６南区東大沼３－２９東大沼３丁目

　自然の中で農業体験してみませんか。
利用期間　平成２４年３月まで
所在地　緑区青野原１１４１－イほか
募集区画・年間利用料（申込順）
　３０㎡＝１０区画　１万６，５００円
　４５㎡＝１０区画　２万４，７５０円
※契約日により月割り計算します。
※駐車場や休憩所などがあります。また、 鍬 や耕運

くわ

機などを無料で貸し出します。
申し込み　電話で２月２１日からＪＡ津久井郡青野原

支所（1０４２－７８７－０００３）へ

表２　健康づくり農園
水道管理費区画数区画面積所在地農園名
あり１万５，０００円４５３０㎡緑区城山４－３０３－１第１農園

なし
１万５，０００円９５０㎡緑区川尻４３４８－３第３農園
１万２，０００円２４３０㎡緑区川尻１６０８－１第６農園

お問い合わせ

レクリエーション農園・コミュニティ農園

農政課　1０４２－７６９－８２３９

健康づくり農園

城山経済観光課　1０４２－７８３－８０６５

生きがい農園

高齢者福祉課　1０４２－７６９－９２３１

　市民農園は、近隣住民や利用者間でのトラブルを防止するため、利用条件や禁止行為
を定めています。快適な農園ライフを営むためルールを守りましょう。

表１　レクリエーション農園
区画数所在地農園名
３８緑区相原１－３相原A
２８緑区元橋本町３７元橋本Ｃ
４２緑区橋本台２－１１橋本台
８中央区田名４４７４－２田名A
２８中央区田名４４７５田名Ｂ
３４中央区上溝４－１６上溝Ｃ
２９中央区上溝４－１６上溝E
４１中央区横山台１－４横山台Ｂ
３２中央区横山台１－４０横山台Ｃ
３９中央区横山台２－２４横山台Ｅ

区画数所在地農園名
４０南区上鶴間本町２－３８谷口

４７南区相模大野９－１７相模大野
９丁目

６２南区東林間２－４東林間

　農家の人から指導を受けながら、区画ごとに用意した種や苗で農作業を体験できます。

年間利用料　３万１，０００円（収穫野菜代、入園料、管理等利用料などを含む）
対　象　市内在住か在勤の人
※申し込み多数の場合は抽選。結果は３月上旬にお知らせします。
申し込み　往復はがき（１世帯１枚）に住所、氏名、年齢、電話番号、「ふれあい農園」と書い

て、２月１５日（必着）までに農政課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－
８２３９）へ

募集区画利用期間所在地
１５区画程度（１区画３０㎡）平成２４年３月まで（希望者は更新可）中央区淵野辺本町２－２５

－初心者でも安心・農作業体験－

淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵淵野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれああああああああああああああああああああああああああああああいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農農園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園
グリーンファーム青野原グリーンファーム青野原

4月からの農園利用者を募集4月からの農園利用者を募集
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