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別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

　市では、走行中に二酸化炭素を排出せず、地球
温暖化防止に有効な電気自動車（ＥＶ）を５台導
入し、２月３日、市役所前で導入式を行いました。
日常業務で使用するほか、イベントや学校での環
境教育・学習などでＥＶの普及啓発に活用します。 
　このうち各区に配置された３台の外装デザイン
はＥＶをアピールするため、女子美術大学の学生
から募集し、３人のデザインを採用しました。 
お問い合わせ　環境政策課　1０４２－７６９ー８２４０ 
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相模原ごみＤＥ71大作戦　実施中 相模原ごみＤＥ71大作戦　実施中 相模原ごみＤＥ71大作戦　実施中 

L I N E U P 今号の主な内容 

銀河アリーナ開館２０周年記念事業 
  フィギュアスケート アイスショー 12

みんなのスポ・レク情報 8 9

４月１０日（日）統一地方選挙 2
募集  地域活性化事業交付金の助成事業 3
ボランティア始めてみませんか 4
春の大きなおはなし会�5

ＥＶ自動車導入でエコＰＲ 
～女子美術大学生が外装デザイン～ 

で な い 

「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 

発　行／相模原市 

〒252－5277 

相模原市中央区中央2丁目11番15号 

ホームページ 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 
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お問い合わせ　こども青少年課　1０４２－７６９－９８１１

　２月９日、南区相模大野にある伊勢丹相模原店に、市地域子育て支援拠
点事業「子育て広場　たんと」がオープンしました。
　「子育て広場　たんと」は、いつでも自由に訪れ、子育ての相談や情報交
換ができる場を提供することで子育ての不安を解消するなど、地域の子育
てを支援するために設置し、子育ての知識と経験のある子育て支援団体の
スタッフが相談に応じるなど、安心して訪れることができる場です。
　また、この事業は、市民からの提案をもとに市民と行政が協働で事業を
行う協働事業提案制度により、子育て支援団体の提案と、実施場所を改修
し提供する企業の協力、そして行政の協働により実現したものです。

地域の子育て力を
大きく育てたい
運営スタッフ・
子育て支援団体
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　「たんと」には必要な研

修を受け、スキルを持った“たんとサポータ 
ー”が常駐しています。また、「ちょっと聞
いてみたい」などの相談は、名札にリボンの
付いている「子育てマイスター」に遠慮なく
聞いてください。
　いつでも誰もが、ほっとできる居場所であ
りたいと思っています。

開催日時　月～金曜日 
　　午前１０時～午後３時

※祝日、年末年始、伊勢丹相模
原店の休業日は休み

対　象　３歳ぐらいまでの乳幼
児とその保護者

※子どもの預かりは行いません。

南区相模大野４－４－３
伊勢丹相模原店６階ベビー＆
キッズコミュニティーテラス
1０４２－７４０－３４０４

離乳食セミナー

　栄養士が離乳食中期（生後７か月頃）から完了期
の食事についてお話します。
日　時　３月１２日（土）・１３日（日）午後３時～４時
会　場　伊勢丹相模原店
定　員　各１５人（申込順）
※子どもや祖父母も一緒に参加できます。
申し込み　電話でこども青少年課（1０４２－７６９－

９８１１）へ

いっしょに行こうよ！

取り組んでいます！ 子育て支援取り組んでいます！ 子育て支援

　市では、市民約１万人を対象にしたアンケート調査や、公募市民、学識
経験者などによる検討を行い、平成２２～２６年度の５年間を計画期間とす
る「さがみはら　いきいき親子　応援プラン～市次世代育成支援行動計画
（後期計画）」を策定して、総合的な子育て支援に取り組んでいます。
　同プランで、地域子育て支援拠点事業は、市内３か所で実施すること
を目標に取り組みを進めています。
　同プランは、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 
市政情報 → 市政運営 からもご覧になれます。
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　乳幼児を持つ親が気軽に交流で
きるように、地域住民が実行委員会
を組織し、市内１４か所のこどもセン
ターで、週１～３回、午前１０時～正
午に集いの場を運営しています。
　こちらもご利用ください。
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た ん と た ん と 
子育て広場 

OPENOPENOPEN
オープン 

絵本や 
おもちゃも 
　あるよ！ 

絵本や 
おもちゃも 
　あるよ！ 

絵本や 
おもちゃも 
　あるよ！ 
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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。
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年間総所得
上限額　　

世帯構成（例）
※年齢は平成２３年４月１日現在の満年齢世帯人数

２２７万円父か母３０歳、子ども７歳２人

３０８万円父３７歳、母３５歳、子ども１０歳３人

３７９万円父４１歳、母４０歳、子ども１３歳と１０歳４人

４１３万円父３９歳、母３８歳、子ども１３歳と８歳と４歳５人

※所得上限額は世帯構成や家賃の有無などで異なります。

②平成２２年度か２３年度に次のいずれかに該当するか、申請予定の人
○母子世帯などに対する児童扶養手当を受けている　
○生活保護が停止・廃止になった
○世帯全員に障害があるか寡婦・寡夫で、市民税が非課税
○災害により市民税・固定資産税・個人事業税のいずれかが減免された
○世帯全員の国民健康保険税が減免か徴収猶予された
○世帯全員の国民年金の掛け金が減免された
○社会福祉協議会から生活福祉資金の貸し付けを受けた
申し込み　各市立小・中学校、各区役所区民課・まちづくりセンター・出

張所・連絡所・公民館、生涯学習課各教育班、学務課にある申請書
（市ホームページの　申請書ダウンロード　→　小・中学校　からダウ
ンロード可）と、該当理由を証明する書類（コピー可）を３月１５日
（新１年生は４月２２日）までに子どもが就学する学校へ

※前年度に引き続き希望する人も新たに申し込みが必要です。
※申し込みは年度途中でも随時受け付けますが、援助の開始は申請した月
からです。

※生活保護（教育扶助）を受けている人は修学旅行費と医療費が援助対象
ですが、申請書の提出は不要です。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

　市では、生活や農業に被害を発生させ、深刻な問題となっているアライグマの生息地域の拡大を防止するた
め、捕獲を行っています。アライグマの被害を受けた場合や目撃した場合は、連絡してください。

Qどうしてアライグマを捕獲するのか　
　アライグマはペットとして輸入された外来生物で、人や農林業などに被害を及ぼすため、法律で特定外来生
物に指定され、飼うことや運ぶこと、野外に放つことなどは禁止されています。これからの季節は繁殖期に入
るため、積極的な捕獲は生活や農作物への被害縮小に効果があります。

Qハクビシンやタヌキも見かけたら連絡するのか
　連絡の必要はありません。これらは、鳥獣保護法により保護されているため、市では捕獲できませんが、被
害者が県や市の許可を受け捕獲できます。
　また、ハクビシン等による農作物被害で困っている人には、防護柵などの設置費用の一部助成を行ってい
ますので、相談してください。

お問い合わせ 防護対策事業補助金についてアライグマについて地　区
城山経済観光課　　1０４２－７８３－８０６５城　山
相模湖経済観光課　1０４２－６８４－３２４０相模湖
藤野経済観光課　　1０４２－６８７－２１１９藤　野

津久井経済観光課　1０４２－７８０－１４１６津久井環境課　　1０４２－７８０－１４０４津久井
農　政　課　　　　1０４２－７６９－８２３９水みどり環境課　1０４２－７６９－８２４２その他

　子どもの小・中学校への就学にあたり、経済的な理由でお困りの人に学
用品費や給食費などの費用の一部を援助します。
援助内容　学用品・通学用品費、修学旅行費、給食費、医療費（学校保健

安全法に規定する疾病の治療費）、めがね購入費　など
対　象　国公立の小・中学校か中等教育学校（前期課程）に在学する市内

在住の子どもの保護者で、①か②に該当する人
①収入が少ない人（所得上限・審査あり）
目安になる年間総所得上限額（平成２２年中の世帯全員の総所得の合計額）

小・中学校への就学費用を援助

アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララライイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググ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ママママママママママママママママ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のののののののの特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴

○体長５５㎝前後で尾まで含めると約
８０㎝になる。
○尾に５本～１０本のしま模様がある。
○人の手のような５本指の足がある。
○雑食性で繁殖力が強い。
○木登りや泳ぎがうまい。

※４つの選挙を１度に期日前投票できるのは、４月２日からです。期日前
投票所は、３月下旬発行の本紙号外などでお知らせします。

お問い合わせ　市選挙管理委員会事務局　1０４２－７６９－８２９０

　市長、市議会議員、県知事、県議会議員の４つの選挙を同時に行いま
す。告示日と期日前投票の開始日は次のとおりです。

県・市議会議員選挙市長選挙県知事選挙

４月１日（金）３月２７日（日）３月２４日（木）告示日

４月２日（土）３月２８日（月）３月２５日（金）期日前投票の開始日

　中央区の特色や個性をイメージしたシンボルマーク・カラーを募集し、
多くの作品が寄せられました。選考委員会で選んだ候補作品の中から、皆
さんの投票により決定していきます。
投票期間　３月５日（土）～４月８日（金）
対　象　　中央区内在住か在勤・在学、中央区内で活動中の人
※候補作品、投票方法など詳しくは、３月５日から、中央区役所、中央区
内の各まちづくりセンター・連絡所・公民館などに掲示するポスターか、
市ホームページの 中央区 をご覧ください。

お問い合わせ　中央区役所地域政策課　1０４２－７６９－９８０１

中央区シンボルマーク・カラーの投票を実施

選挙人・在外選挙人名簿の登録確認（縦覧）
　新たに相模原市の同名簿に登録された人は、登録内容を確認できます。 

縦覧期間・時間　３月３日（木）～７日（月）午前８時３０分～午後５時
縦覧場所　各区選挙管理委員会事務局（中央区について５日・６日は、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）

お問い合わせ　緑区選挙管理委員会事務局　　1０４２－７７５－８８２０
　　　　　　　中央区選挙管理委員会事務局　1０４２－７６９－９２５９
　　　　　　　（５日・６日は1０４２－７５４－１１１１○代 ）
　　　　　　　南区選挙管理委員会事務局　　1０４２－７４９－２１１７

対　象　※すでに登録されている人は除く縦覧の種類
平成３年３月２日までに生まれ、２２年１２月１日までに市の住民基
本台帳に記録され、２３年３月１日まで引き続き記録されている人選挙人名簿

海外に転出し引き続き３か月以上滞在し、在外選挙人名簿への登
録申請をした人で、２３年３月２日までに在外選挙人名簿に登録さ
れた人

在外選挙人
名簿

※各まちづくりセンターで取り扱える手続きや、場所については市ホーム
ページの 施設一覧 をご覧になるか、コールセンターへお問い合わせく
ださい。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

月～金曜日は、お近くのまちづくりセンターで、証明書の発行など多く
の手続きができますので利用してください。

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月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のののののののの各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各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区区区区区区区区区区区区役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役役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所所所所所所所所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区区区区区区区区区区区区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民民民民民民民民民民民民課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課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はははははははは混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混混雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑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すすすすすすすす

各区のまちづくりセンター
緑　区＝大沢、城山、津久井、相模湖、藤野
中央区＝大野北、田名、上溝
南　区＝大野中、麻溝、新磯、相模台、相武台、東林

土曜日開庁のお知らせ
　平日、来庁できない人のために、第２・第４土曜日に開庁しています。
開庁日時　毎月第２・第４土曜日午前８時３０分～正午
※４月２日（土）は臨時開庁します。
※他市町村への確認が必要なものなど、一部取り扱いできない業務があり
ます。

各区役所区民課
国民健康保険課



���23 (2011) .3.1No.1212

　近年発生した大地震によるケガの原因のうち、約３～
５割が家具類の転倒やガラスの飛散によるものです。地
震に備えて、家具転倒防止器具の取り付けや、ガラス飛
散防止フィルムの貼り付けなどの対策を行いましょう。
家具、調度品の転倒、移動を防ぐ
　家具などは金具や１８番線以上の太さの針金で留めまし
ょう。
ガラスでのケガを防ぐ
　ガラスが飛び散らないように、飛散防止の透明フィルムを貼りましょう。

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８

入塾説明会
　軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。次の場
合は、廃車届・異動届などを提出してください。
○廃車・譲渡・盗難などで、現在それらの車両
を所有していない

○３月３１日までに市外に転居する
○所有者が死亡した

お問い合わせ　市民税課　1０４２－７６９－８２９７

地域で取り組む住みよいまちづくり

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域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化事事事事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業業業業交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付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助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助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事事事事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業業業業
　地域の皆さんが、地域の課題解決に向けて自主的に
取り組む事業に対して交付します。
対象事業　各地区の活性化につながる事業
対象団体の要件　５人以上の団体
事業の実施期間　４月～平成２４年３月　
※対象地区や交付条件など詳しくは、市ホームページ
をご覧になるか、お問い合わせください。

募集

 引っ越しの多いシーズンに

家具の転倒防止などの対策を

　市有地で利用計画のない物件を売却します。

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

令第１６７条の４に該当しない人
○風俗営業・暴力団事務所等として使用しない人
○市税を滞納していない人

※詳しくは、城山まちづくりセンターにある案内をご覧ください。
申し込み　案内に付いている申込書を３月１６日（必着）までに同センター（1０４２

－７８３－８１１５）へ

最低売却価格用途地域地目面　積所在地

３４１万８，２２４円第二種中高層住居専用地域
建ぺい率６０％　容積率２００％宅地３６．２１㎡緑区原宿２丁目

３０６４－１４

市有地を売却

　平日や日中に、市税（国民健康保険税を除く）の納付相談や納税がで
きない人のために、相談窓口を開設します。電話での相談もできます。

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

電話番号会　場
日　時

夜　間休　日

０４２－７６９－８３００納税課※
（市役所第２別館２階）

３月１７日（木）
　　２４日（木）
午後５時３０分
　～７時

３月１９日（土）
　　２７日（日）
午前９時
～午後４時

０４２－７４９－２１６３南市税事務所
（市南区合同庁舎３階）

０４２－７７５－８８０８

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

市税（国民健康保険税を除く）の

休日・夜間納税相談窓口のご利用を

　１０月から始まる同塾の概要などについて説明します。

会　場　総合学習センター
対　象　市内小・中学校の教員を志望する人

※同塾の内容など詳しくは、同センターのホームページをご覧ください。
申し込み　電話で同センター（1０４２－７５６－３４４３）へ

定員（申込順）時　間日にち
７０人午後７時～８時３０分３月１８日（金）
２００人午後２時～３時３０分　　２６日（土）

提出先車　種
ナンバープレート、標識交付証明書、印
鑑を持って、直接、市民税課、緑市税事
務所、同津久井税務班、南市税事務所、
城山・相模湖・藤野まちづくりセンターへ

原動機付自転車
（排気量１２５㏄以下）
ミニカー、小型特殊自動車（フ
ォークリフト、農耕作業車など）

軽自動車協会相模支所
愛川町中津字桜台４０７１－３３
1０４６－２８５－１８８８

二輪の軽自動車
（排気量１２５㏄超２５０㏄以下）

相模自動車検査登録事務所
愛川町中津字桜台７１８１
1０５０－５５４０－２０３７

二輪の小型自動車
（排気量２５０㏄超）

軽自動車検査協会神奈川事務所相模支所
愛川町中津字桜台４０７１－５
1０４６－２８４－４５５０

三輪・四輪の軽自動車
（排気量６６０㏄以下）

原動機付自転車・軽自動車を持っている人

廃車届などは３月中に提出を

申し込み　各区役所地域政策課・まちづくりセンターにある申請書（市ホームページの 緑区 ・ 
中央区 ・ 南区 からダウンロード可）と必要書類を、活動を予定する地区のまちづくりセ
ンター（橋本・小山・清新・横山・中央・星が丘・光が丘・大野南地区は各区役所地域政
策課）へ提出してください。

※申し込みの前に、事業内容などを各提出先へ相談してください。特に４月、５月に事業を予定
している場合は、早めに相談してください。

※提出期限は地区ごとに異なりますので、詳しくは各提出先へお問い合わせください。

　　　　　　　　　自治会への加
入を促進する活動
自治会未加入者と一緒に加入促進
の方法について話し合い
中和田自治会（大野南地区）
　未加入者を交えて自治会の意義
や役割について議論を重ね、加入
促進チラシを作成するなど、自治
会への加入を促進する活動を行っ
ています。

　　　　　　　新たな地
域活動の担い手の育成を
進める活動
老朽化した史跡の案内
看板を再整備
大野北地区史跡を守る会

（大野北地区）
　子どもたちや地域住民の郷土愛の醸成を図ること
などを目的に、参加者を募って学習会や現地調査を
行い、地区内に残る史跡の案内看板を再整備してい
ます。

※このほか、地区特有の課題解決
などの優先的な視点を設ける地
区もあります。詳しくはお問い
合わせください。

こここここここここここここんんんんんんんんんんんんんななななななななななななな視視視視視視視視視視視視視点点点点点点点点点点点点点ででででででででででででで

優優優優優優優優優優優優優先先先先先先先先先先先先先的的的的的的的的的的的的的ににににににににににににに助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成

　　　　　　　地域への関心を
高めるような事業など、地域活
動への参加者の増加を図る活動
遊歩道を再生して来訪者を増や
し地区の活性化を図る
なぐら談会（藤野地区）
　自治会や老人会等と連携して遊歩道の整備や標識・イ
ラストマップを製作し、訪れる人を増やすとともに、地
域の住民交流と活性化を図っています。

　　　　　　　　　　　
　ＮＰＯや企業、ボランテ
ィア団体などと連携した取
り組みを進める活動
地区で活動している人たちが
集まり芸術祭を開催
相武台芸術祭実行委員会

（相武台地区）　
　昨年１２月、地区で活動している人や団体の発表の場と
することや、活動の輪を広げることを目的に、ＮＰＯ法
人が中心となって芸術祭を開催しました。子どもから高
齢者まで約６００人の参加者が歌やダンスを披露し、会場を
訪れた多くの人たちを魅了しました。

現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中のののののののののののののののののののののの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かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかからららららららららららららららららららららら

ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッククククククククククククククククククククククアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッププププププププププププププププププププププ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

お問い合わせ
市民協働推進課　1０４２－７６９－８２２６

各区役所地域政策課・まちづくりセンター

自治会加入促進

担い手育成
活動団体の連携強化

参加者増加
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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。

　南保健福祉センターの４か月児健診のときに、絵本の読み聞かせを行う
など、子どもに本を開く楽しさを伝えるボランティアを募集します。
期　間　４月～平成２４年３月　　定　員　３０人（抽選）
※当選者に全６回の研修を実施。日程等詳しくはお問い合わせください。
※申込書と要項を送りますので、ファクスかＥメールに住所、氏名、ファ
クス番号、Ｅメールアドレス、「ブックチャンス」と書いて、３月３０日
までにらいぶらいぶ（6０４２－７４１－７１９６　Eメール info@live-lib.jp）へ

お問い合わせ　市立図書館　1０４２－７５４－３６０４

協働事業　ブックチャンスボランティアを募集 相模の大凧センター　凧ボランティア（登録制）を募集
ボランティア始めてみませんか

　葬儀・お墓の契約時のポイントや最近の葬儀事情についての講演と、参
加者を交えて意見交換をします。
日　時　３月１７日（木）午後２時～４時
会　場　中央公民館　　対　象　市内在住の人＝７０人（申込順）
申し込み　電話で生活安全課（1０４２－７６９－８２２９）へ

消費者と事業者の暮らしの問題交流会

安心できる葬儀のために 　「生涯学習社会における社会教育施設のあり方」をテーマに、社会教育
委員会議の検討状況の発表と、参加者を交えて意見交換をします。
日　時　３月１９日（土）午後２時～３時３０分
会　場　総合学習センター　　定　員　１００人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　生涯学習課　1０４２－７６９－８２８６

社会教育委員会議　シンポジウム

知識を深め、ともに考えてみませんか

和田の里交流祭「こいこいまつり」
　緑区佐野川で５月３日～５日に開催する、和田の
里交流祭「こいこいまつり」で泳がせます。

お問い合わせ・送付先
和田の里みちくさの会の小野寺　章さん
〒２５２－０１８１　緑区佐野川１４４９－３

1０４２－６８７－５１０７

泳げ鯉のぼり相模川
　相模川高田橋上流で４月２９日～５月５日に開催する、「泳
げ 鯉 のぼり相模川」で約１，２００匹の鯉のぼりを泳がせます。

こい

※子どもが初節句の場合は、鯉のぼりに名前を書き入れて送
ってください。

※傷み具合などにより、泳がせることができない鯉のぼりは、
丁重に供養します。

送付先　泳げ鯉のぼり相模川実行委員会事務局
　　　（田名まちづくりセンター内）
　　　〒２５２－０２４４　中央区田名４８３４　1０４２－７６１－００５６

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

応募方法 直接か郵送、宅配便に住所、氏名、電話番号を書いて、３月３１日（必着）までに各送付先へ

津久井の自然に親しもう

　森林整備などのお話と枝打ち・間伐を体験し
ます。
日にち　３月２０日（日）〈小雨決行〉
時　間　午前９時１５分～午後４時
集　合　午前９時１５分に相模湖駅改札前
会　場　相模湖湖畔（緑区若柳）
費　用　１，０００円（保険代等）
申し込み　ファクスに住所、氏名、年齢、電話

番号、「森林整備体験教室」と書いて、
３月１４日までに、緑のダム北相模事務局
（16０３－３４１１－１６３６）へ

協働事業

森林整備体験教室
　大自然の中で週末の農園ライフを楽しみませ
んか。
利用期間　４月～平成２４年３月（更新可）
所在地　緑区牧野８３５４ほか
区　画　１５区画（１区画＝３３㎡）
年間使用料 　１区画５，０００円
※レストハウスや駐車場、耕運機があります。
必ず現地を確認してから申し込んでください。

申し込み　電話でふじの森のがるでんセンター
（1０９０－５１９１－３０２０）へ

お問い合わせ　藤野経済観光課　1０４２－６８７－２１１９

市民農園利用者募集

「ふじの」がるでん山の里
日にち　３月３１日（木）
時　間　午前８時５０分～午後４時３０分
集合・解散場所　市民会館前
対　象　市内在住か在勤・在学の２０歳以上の人
定　員　５５人（抽選）
費　用　２，０００円（食事代など）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電

話番号、「さがみこ再発見の旅」と書い
て、３月１５日（必着）までに同実行委員
会の清水　勇さん（〒２５２－０１７１　緑区与
瀬１００６　1０４２－６８４－４１４４）へ

さがみ湖カタクリの郷や相模湖の遊覧船一周

さがみこ再発見の旅

　ＮＨＫ大河ドラマ「 江 ～姫たちの戦国～」の浅井三姉妹の話題を中心に、
ごう

ドラマでは語られない史実をお話します。

時　間　午前１０時～正午　　対　象　市内在住か在勤の人＝５０人（申込順）
申し込み　直接か電話で大野北公民館（1０４２－７５５－６６０１）へ

「江」　浅井三姉妹〈全３回〉

　小原宿本陣管理人の歴史トークと、同公演の公募のメンバーが、日常の
出来事などを題材にした朗読発表をします。
日　時　３月１２日（土）午後２時
会　場　小原宿本陣　　定　員　２０人（抽選）
申し込み　電話か、Ｅメール（１組３人まで）に住所、氏名、電話番号、参

加者の人数、「朗読発表」と書いて、３月５日までに市民文化財団
（1０４２－７４９－２２０５　Eメール kikaku@hall-net.or.jp）へ

朗読発表公演+小原の歴史トーク

まいにちを朗読する

新しい発見、体験をしよう

会　場テーマ日にち
市立図書館（中央区鹿沼台）江の生まれた時代３月１１日（金）

大野北公民館江と姉たち　　１８日（金）
江の求めた社会とは　　２５日（金）

　音声ソフトによるパソコン操作の基礎と、生活に役立つインターネット
の利用方法をマンツーマンで学びます。
日　時　３月２６日（土）・２７日（日）午前１０時～午後４時
会　場　総合学習センター
対　象　市内在住の視覚障害者＝５人（申込順）
申し込み　電話で３月２５日までに総合学習センター（1０４２－７５６－３４４３）へ

視覚に障害がある人のための

パソコン体験講習会〈全２回〉
　「ダイヤ凧」を作ってあげてみよう。
日　時　３月２９日（火）午前９時３０分～正午
会　場　相模原麻溝公園
対　象　小学生＝２０人（申込順）※小学校３年生以下は保護者同伴
費　用　２００円
申し込み　電話で市みどりの協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

凧マイスター出張講座　

世界でひとつだけの凧を作って、凧あげしよう！

j
j

j

j
j j

j
j j

jj

j

鯉のぼりを泳がせよう！～鯉のぼり募集～

５m以上（初節句の場合） 

名　　前 

　江戸時代後期（１８３０年頃）から始まったと伝えられている本市の大   凧   揚
おお だこ

げ文化に、市民が親しみやすくなるような活動をします。
活動内容　○同センターに展示している凧の紹介
　　　　　○同センターや出前講座で凧づくりを指導
※凧作りの研修があります。日程など詳しくは、お問
い合わせください。

申し込み　直接か電話で、３月１５日までに同センター
（1０４６－２５５－１３１１）へ

図書館・公民館共催
歴史講座

？ ？ ！！ ？
？ ？ ！！ ？
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発見しよう！ まちの中の小さな自然
～まちの中で花のヒミツをみつけよう～

　会場周辺を自然観察指導員と散策し、まちの中に息づく生き物を観察します。
日　時　３月２１日（祝）〈荒天中止〉午前９時３０分～１１時３０分
会　場　環境情報センター周辺
※参加希望者はルーペなど観察に必要な道具（貸し出しあり）を持って、
直接同センターへ

バスで行こう 親子でガスの科学館
エネルギーのはてな〈？〉を学び、なるほど〈！〉を実感しよう

　暮らしを支えるエネルギー「ガス」の役割や特長を、体験や実験をしな
がら学びます。
日　時　３月２６日（土）午前８時３０分～午後４時３０分
集合・解散場所　環境情報センター
会　場　ガスの科学館（江東区豊洲）
対　象　小学生とその保護者＝４０人（申込順）
申し込み　電話で環境情報センター（1０４２－７６９－９２４８）へ

かんきょう学習セミナー
　自然環境観察員が平成２２年度に実施した調査結果の報告と、津久井地域
の森林の現状と保全などについてお話します。
日　時　３月１９日（土）午後１時３０分～４時３０分
会　場　環境情報センター
定　員　８５人（先着順）
※希望者は直接会場へ

マンスリー水槽
　「アネモネ」の花をテーマに、アネモ
ネフィッシュ（クマノミ）のなかまを展
示します。
期　間　３月３１日（木）まで
生　物　スパインチークアネモネフィッ

シュ など
ホワイトデー水槽
　ホワイトデーにちなんだ生き物を展示します。
期　間　３月１３日（日）まで　　展示生物　イバラトミヨ など

お得な入館パスポート
　　『ふれあいパス』の販売
販売期間　４月３０日まで　　有効期限　平成２４年３月３１日
料　金　親子セット券（大人１人＋小・中学生１人）１，０００円
　　　　大人９００円、小・中学生３００円、６５歳以上の人４５０円
 特典 
●入館スタンプ１０個で、横浜・八景島シーパラダイスのアクアリゾーツパ
ス（水族館３施設パス）をプレゼント

※３月中の購入者に、初回の入館スタンプを２個プレゼントします。
●購入者限定イベントの実施　　●売店商品を５％ 割引（一部を除く）

早春の水郷で生き物とふれあおう
相模川ふれあい科学館

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

春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春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ききききききききききききききききききききききききききききききななななななななななななななななななななななななななななななおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお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なななななななななななななななななななななななななななななな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

市立図書館（中央区鹿沼台）　1０４２－７５４－３６０４
　絵本の読み聞かせや紙芝居など
日にち　３月２４日（木）
時　間　午前１１時＝２・３歳児向け
　　　　午後３時＝４歳児以上向け
定　員　各８０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

相武台分館　1０４６－２５５－３３１５
　人形劇「はらぺこあおむしのへんしん」や絵本の読み
聞かせなど
日にち　３月１６日（水）　　
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
定　員　各５０人（先着順）　※希望者は直接会場へ

相模大野図書館　1０４２－７４９－２２４４
　人形劇「三まいのおふだ」やパネルシアターによる読
み聞かせなど
日にち　３月２４日（木）
時　間　午後２時＝３歳～５歳児向け
　　　　午後３時＝６歳児以上向け
定　員　各１５０人（先着順）　※希望者は直接会場へ

ア
ネ
モ
ネ
フ
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シ
ュ

募集 自然環境観察員
　「身近な生きもの調査」などを通じて、市民の視点から
自然環境の変化などを捉えるボランティアを募集します。
登録期間　４月１日～平成２４年３月３１日
対　象　市内在住か在勤・在学の中学生以上の人
申し込み　直接か郵送、Ｅメールに住所、氏名、職業（学生は学年）、電

話番号を書いて、３月３１日（必着）までに環境政策課（〒２５２－５２７７ 
中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２４０　Eメール kankyousei 
saku@city．sagamihara．kanagawa．jp）へ

 杜 のホールはしもと多目的室　
もり

　人形劇「だいくとおにろく」など
日にち　３月２５日（金）
時　間　午後２時＝２・３歳児向け 

　午後３時３０分＝４歳児～小学生向け
定　員　各２００人（先着順。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

お問い合わせ　1０４２－７６９－９２４８環境情報センターの催し

何度だって入れちゃう。
３回の利用で、もうお得！

 講演会 　田名向原遺跡　発見から活用まで
　住居状遺構発見から史跡田名向原遺跡公
園・旧石器ハテナ館のオープンに至る経過
をお話します。
日　時　３月１２日（土）午後２時～４時
定　員　１００人（先着順）
※希望者は直接会場へ

 体験教室 　黒曜石で矢じりを作ろう！
　縄文人の気分になって、シカ角などを使
いながら黒曜石で矢じりを作ります。
日　時　３月２０日（日）午後２時～４時
対　象　小学生以上の人＝３０人（申込順）
費　用　１００円（材料費）
申し込み　電話で同館（1０４２－７７７－６３７１）へ

アマチュアの部受賞作品展

旧石器ハテナ館の催し
フォトシティ
さがみはら２０１０

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らららら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写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真真文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化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をををを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信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信

※②は３月２２日（火）・２３日（水）・２８日（月）は休館
お問い合わせ　フォトシティさがみはら実行委員会事務局（文化振興課内）

1０４２－７６９－８２０２

会　場日　時
八千代銀行相模原・橋本・ 
淵野辺・相模大野支店

３月２日（水）～４日（金）、７日（月）・８日（火）
午前９時～午後３時

県立藤野芸術の家
３月３日（木）～１７日（木）　※火曜日は休館
午前９時～午後９時
（３日は午後１時から、１７日は午後１時まで）

市農業協同組合
さがみ夢大通り支店

３月１１日（金）、１４日（月）～１７日（木）
午前８時４０分～午後４時

①相原二本松商店街の加盟店３月１８日（金）～２９日（火）
①各展示店舗の営業時間内
②午前９時～午後４時３０分 ②尾崎咢   堂記念館

がく

矢じり

史跡田名向原遺跡公園

保護者同伴可
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○○美術
展 

○○美術
展 

△△美術
館 

TEA

　家庭ごみの排出量は、市民の皆さんのご協力により、減少傾向になっています。
　しかし、まだたくさんの資源が一般ごみとして捨てられており、それらを資源と
して分別することで、さらに家庭ごみを減量することができます。 
　そこで、市ではレモン１個分（約１００ｇ）のごみを減らす「相模原ごみＤＥ    ７１

で

    大作
ない

戦」を行っています。 
　皆さんも、レモン１個分の家庭ごみ減量にご協力お願いします。 

　「相模原ごみＤＥ    ７１
で

    大作戦」では、平成２０年度の市民１人１日あ
ない

たりの家庭ごみ排出量から、レモン１個分（約１００ｇ）を減量化・資
源化することで、地球環境を守っていく取り組みです。日々何気な
く捨てている一般ごみを分別して、リサイクルするなど４Ｒを実践
し皆さんもレモン１個分の家庭ごみ減量をめざしましょう。

　また、これまで市で処理できなかった次のものを、粗大ごみ
として受け入れます。

今までこれから品　目

市で処理
できないもの

粗大ごみ
※この５品目
は北清掃工
場への持ち
込みのみ

コンクリートブロック（６個まで）
レンガ（１５個まで）
耐火金庫
つけもの石（コンクリート製）
物干し台（コンクリート製）

北清掃工場への持ち込み　
曜　日　月～金曜日（祝日を除く）
時　間　午前８時３０分～１１時４５分、午後１時～４時

お問い合わせ　北清掃工場　1０４２－７７９－１１１０

バケツ（金属製以外） ビデオテープ

ティーバッグの袋

ワイシャツやストッキングの台紙 発泡スチロール（ 梱  包 用）
こん ぽう

湿布薬のフィルム

たばこの箱

訂正表

出し方のポイント出し方品　目�
ペー
ジ

３０㎝未満のものは「一般ごみ」�  粗大ごみウォータージャグ（金属製）５

冷風機、天井埋込型など対象外あり�  家電リサイクル法対象品エアコン（室外機含む）５

購入先か専門の業者へ�  市で処理できないものエンジンオイル６

５０㎝以上のものは「粗大ごみ」�  一般ごみ洗濯かご（金属製以外）１５

５０㎝未満のものは「一般ごみ」※大きさにより要解体�  粗大ごみ茶だんす１７

３０㎝以上のものは「粗大ごみ」�  金物類のこぎり（柄が金属製以外）２０

お問い合わせ
資源循環推進課
1０４２－７６９－８２４５

トイレットペーパーの芯

Copyrights ○c 分別戦隊シゲンジャー銀河 WebCreators Fairytale/ 相模原市

○○○○○店 

○○○○○店 

○○％ 
OFF

オープンセール開催 オープンセール開催 

そそそそそそそそそそそそそそそそそれれれれれれれれれれれれれれれれれももももももももももももももももも立立立立立立立立立立立立立立立立立派派派派派派派派派派派派派派派派派ななななななななななななななななな資資資資資資資資資資資資資資資資資源源源源源源源源源源源源源源源源源ででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすす
普段何気なく捨てているごみ。その中には資源として出せるものがあります。例えばこんなもの、一般ごみとして捨てていませんか？

ポケットティッ
シュに入ってい
る広告の紙

メモ用紙

割り箸の袋
美術館や博物館
などの入場券

　ここで紹介したもの

は全て雑がみという立

派な資源です。紙袋な

どにまとめて資源とし

て出してね。

4Ｒ

 Refuse ＜発生抑制＞
リフューズ

不要なものは買わない、使わない

冷蔵庫の中をこまめにチェックし、必要なものだけ購入する
マイバッグを持参し、レジ袋を断る

マイ箸などを使い、割り箸などは受け取らない

 Reuse ＜再使用＞
リユース

ものを繰り返し使う

壊れたものをできるだけ修理して使う
衣類など、まだ使えるものは必要な人に使ってもらう 
フリーマーケットやリサイクルショップを利用する

 Reduce ＜排出抑制＞
リデュース

　　　　ごみになるものを減らす

　　　　生ごみは十分水切りして
　　　　から出す

 Recycle ＜再生利用＞
リサイクル

ごみを再び資源として使う

お菓子の箱を紙製容器包装で出す
食品トレイの汚れを落として、プラ製容器包装で出す

円 

ＳＩＺＥ 

○○○○○ 

服などについ
ている値札

 ちょっと待っ
て　　

封筒（窓付きのセ
ロハンは除く）

　家庭からでるごみ・資源の分
別方法をまとめた「家庭ごみ分
別事典」を発行しました。「ご
みと資源の日程・出し方」と併
せて利用してください。
配布場所　資源循環推進課、各

区役所区民課・まちづく
りセンターなど

おわびと訂正
　「家庭ごみ分別事典」の記載に誤りがありました。
おわびして右表のとおり訂正しますので、切り取って、
「家庭ごみ分別事典」と一緒に保管してください。

ごみの分別事典を発行しました
切り取り

ごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみコココココココココココココココココンンンンンンンンンンンンンンンンンシシシシシシシシシシシシシシシシシェェェェェェェェェェェェェェェェェルルルルルルルルルルルルルルルルルジジジジジジジジジジジジジジジジジュュュュュュュュュュュュュュュュュサササササササササササササササササーーーーーーーーーーーーーーーーービビビビビビビビビビビビビビビビビススススススススススススススススス
～ごみと資源の分別よろず相談会～

　ごみや資源の分別に関する疑問にお答えします。
日にち　３月２５日（金）・２８日（月）～３１日（木）
時　間　午前９時～正午、午後１時～４時
会　場　市役所本館１階ロビー
※希望者は直接会場へ

分分分分分分分分分分分分分分分分分別別別別別別別別別別別別別別別別別ででででででででででででででででできききききききききききききききききるるるるるるるるるるるるるるるるるかかかかかかかかかかかかかかかかかななななななななななななななななな？？？？？？？？？？？？？？？？？
　皆さんからの問い合わせが多いものや、間違えやすいものを集めました。次の中から選んで、
分別に挑戦してください。

ＣＤ・ＤＶＤ

クリアファイル たばこ 

※傘布が外せない場合、骨組みが金属製以外の場合は粗大ごみ

傘布

骨組み
外して
一般ごみ

ひもで縛って
金物類

布団

●一般ごみ　　●プラ製容器包装　　●雑誌・雑がみ　　●紙製容器包装　　●粗大ごみ

傘の骨組みは〈粗大ごみ〉でしたが〈金物類〉と
して出せるようになりました

資資資資資資資資資資資資資資資資資源源源源源源源源源源源源源源源源源とととととととととととととととととしししししししししししししししししててててててててててててててててて
出出出出出出出出出出出出出出出出出せせせせせせせせせせせせせせせせせるるるるるるるるるるるるるるるるるももももももももももももももももものののののののののののののののののががががががががががががががががが増増増増増増増増増増増増増増増増増えええええええええええええええええままままままままままままままままましししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたた

　市では、これまで一般ごみや粗大ごみとして扱っていた次の
ものを、ごみの減量化を進めるために資源として収集します。

今までこれから品　目

一般ごみ
布類

資源の日に収集

バッグ（革製・布製・ビニール
製）※キャスター付きは除く

ベルト、帽子
革製衣類、ダウンジャケット

金物類
資源の日に収集

針金、針金ハンガー

粗大ごみ

炊飯器や餅つき機の内釜
グリル鍋やホットプレートのプ
レート
傘の骨組み（金属製のみ）

３３３３３３３３３３３３３月月月月月月月月月月月月月かかかかかかかかかかかかからら
ららららららららららら

身近なことから始めよう

　“DE ７１”の「 DE 」は「Do
で

it Everybody! （みんなで取

り組もう！）」、「  ７１ 」 は「相
ない

模原 ７１万市民」という意味で、

「でない」と読みます。

近隣の主な自治体の 
家庭ごみ排出量 
（平成２０年度：市独自調査） 

横
浜
市 

八
王
子
市 

横
須
賀
市 

相
模
原
市 

川
崎
市 

４６０g ４８５g ５０７g
５７２g ６００g

市の家庭ごみ排出量 （１人１日あたり） 

６００ 

５００ 

４５０ 

５５０ 

０ 

〈年度／平成〉 

〈
排
出
量
／
ｇ
〉 

５７８ ５７８ 

１９ 

５７２ ５７２ 

２０ 

４７２ 

目標 ２１ 

５５２ 
ごみDE    ７１

で

    大作戦
ない

キャラクター

レモンちゃん
レモン１個分のごみ
ダイエットキャラ
クター

１万７００トン 

最終処分場延命 最終処分場延命 

4～6年の延命 4～6年の延命 

ごみ処理経費削減 

1年間で2～3億円 

１年間で２万６，０００トン 
ごみ収集車約１万３，０００台分 １年間でスギ７４万本が吸収するＣＯ２量 

何で１００ｇなの？
　市では一般廃棄物処理基本計画の中で、市民１人１日あたり
の家庭ごみ排出量の数値目標を、平成２４年度には５３０ｇ以下と
していますが、２０年度は５７２ｇでした。これは近隣都市などと
比べても多く、まだまだ減量できる状況です。
　そこで、みんなで地球温暖化防止などに貢献できる目安とし
て、わかりやすいレモン１個分（約１００ｇ）を目標としています。

答
え

プラ製容器包装

紙製容器包装

傘の出し方

※５０㎝未満のもの

プラスチック＝プラ製容器包装ではありません。
　プラ製容器包装とは商品を入れたもの（容器）や包んだもの（包装）
で、プラ製容器包装のマークが目印です。バケツやクリアファイルなどは
容器包装ではなく商品そのものなので、プラ製容器包装ではありません。

紙のリサイクルには分別が必要です。
　紙類は、雑誌・雑がみがもう１度雑誌として生まれ変わったり、紙製容
器包装が段ボールの中芯や板紙に生まれ変わるなどさまざまな再生用途が
あります。そして、そのさまざまな用途の紙を一定の品質で作るためには
材料となる古紙の品質をそろえることが重要なので、同じ紙でも分別する
ことが大切なのです。

このマークが
目印です

発泡スチロール（梱包用）、湿布薬のフィルムプラ製容器包装
資
源 トイレットペーパーの芯雑誌・雑がみ

ティーバッグの袋、ワイシャツやストッキングの台紙、たばこの箱紙製容器包装

バケツ（金属製以外）※、クリアファイル、ＣＤ・ＤＶＤ、ビデオテープ一般ごみご
み 布団粗大ごみ

※５０㎝以上のものは粗大ごみ

※　　マークがつ
いていないもの
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ねんりんピック剣道選考会
　合同稽古により選考します。
日　時　４月３日（日）午前１０時～正午
会　場　市体育館（市役所前）
対　象　市内在住の昭和２７年４月１日以前に生

まれた人
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、生年月

日、電話番号、「剣道選考会」と書いて、
３月２３日（必着）までに市体育協会へ

市民登山教室（初級）「西湖鬼ヶ岳」
日　時　４月１６日（土）午前６時～午後７時
集　合　午前６時に相模原駅
対　象　市内在住か在学の人＝４０人（抽選）
費　用　７，５００円
申し込み　往復はがきに全員の住所・氏名（ふ

りがな）・年齢・性別・電話番号、教室
名を書いて、３月１８日（必着）までに市
体育協会か、Ｅメールで市山岳協会の田
村和久さん（kazuhisa-tamura@jcom. 
home.ne.jp）へ

春休みジュニアボウリング教室
日　時　３月２８日（月）・２９日（火）
　　　　①午前１０時～正午
　　　　②午前１１時～午後１時
会　場　①相模ファーストレーン
　　　　　（1０４２－７５５－１０８８）
　　　　　相模原パークレーンズ
　　　　　（1０４２－７５５－１１１０）
　　　　②城山レイクボウル（1０４２－７８２－３００１）
対　象　市内在住か在学の小・中学生
定　員　各会場２０人（申込順）
費　用　１，０００円
申し込み　電話で３月２７日までに各会場へ

陸上競技Ｂ級審判員取得講習会
日　時　３月６日（日）午前９時～午後４時
会　場　県立体育センター（藤沢市）
対　象　１８～６０歳の人
費　用　４，０００円
※内容など詳しくは、市陸上競技協会ホームペ
ージをご覧ください。

市民少林寺拳法選手権大会
日　時　４月１７日（日）午前９時
会　場　総合体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の人
申し込み　電話で３月１８日までに市体育協会へ

初級・中級水泳教室〈全１０回〉
日　時　４月１２日～６月２１日（５月３日を除く）

の毎週火曜日午前１０時～正午
会　場　さがみはらグリーンプール
対　象　市内在住の１８歳以上の人
定　員　８０人（抽選）
費　用　６，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、

年齢、電話番号、教室名を書いて、３月
１５日（必着）までに市体育協会へ

フォークダンス＆レクダンス交流大会
日　時　３月１９日（土）午後１時～４時
会　場　市体育館（市役所前）
費　用　５００円
※希望者は直接会場へ

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

市体育協会からのお知らせ

みんなの ス ポ

講座・教室

申し込み費　用定　員
（申込順）対　象時　間日にち講座・教室名

　直接か電話で
同プールへ

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
午前１１時～正午３月７日（月）

　　８日（火）
歩き方〈全２回〉

午後２時３０分～３時３０分転倒予防〈全２回〉

６００円（追加は１人につき、大人４００円、子
ども２００円）２０組３～６歳の子どもと

その保護者午後１時～２時
３月１２日（土）親子プール

４００円８０人３０歳以上の人３月１７日（木）健康栄養

春季水泳教室

申し込み費　用定　員
（申込順）対　象時　間日にち

（４月２９日～５月５日を除く）教室・クラス名

　往復はがきに、住
所、氏名、年齢、性
別、電話番号、教室・
クラス名を書いて、３
月１０日（必着）までに
同プールへ（兄弟姉
妹の連名可）

各２，０００円各４０人
（抽選）

３～６歳の子ども午後４時
　～４時５０分

４月５日～５月３１日の火曜日火曜日
幼児水泳
〈全８回〉 ４月６日～６月１日の水曜日水曜日

４月８日～６月３日の金曜日金曜日

小学生

Ａ＝午後５時
　　～５時５０分
Ｂ＝午後６時
　　～６時５０分

４月５日～５月３１日の火曜日Ａ＝水慣れ
　　～クロール
Ｂ＝背泳ぎ
　　平泳ぎ
　　バタフライ

火曜日

小学生水泳
〈全８回〉 ４月６日～６月１日の水曜日水曜日

４月７日～６月２日の木曜日木曜日

　受講証（持ってい
る人）か、初めて同
プールの教室に参加
する人は写真（縦３
㎝×横２．５㎝）、受講
料を持って、直接同
プールへ

２，０００円２０人中学生・高校生午後６時～７時４月８日～６月３日の金曜日中高生水泳〈全８回〉

各５，０００円

２０組
２歳以上のおむつが取
れている子どもとその
保護者

午前１１時～正午
４月４日（月）・７日（木）・１４日（木）
　　１８日（月）・２１日（木）・２８日（木）
５月１２日（木）・１６日（月）

親子水泳〈全８回〉

各３０人１８歳以上の人

午後１時～２時

４月５日～５月３１日の火曜日

クロール

成人水泳
〈全８回〉

背泳ぎ

マスターズ

４月６日～６月１日の水曜日

平泳ぎ

バタフライ

個人メドレー

午後６時～７時４月８日～６月３日の金曜日
クロール

バタフライ

各７，０００円（中学
生以下各３，５００円）

３０人２５ｍ以上泳げる
小学生以上の人

午後６時～７時３０分４月９日・１６日・２３日、５月２１日・２８日
６月１１日・１８日の土曜日

初心者・初級飛び込み
〈全７回〉 ２５人午後７時３０分～９時中・上級

お問い合わせ　1０４２－７５８－３１５１
〒２５２－０２４２　中央区横山５－１１－１さがみはらグリーンプールの催しさがみはらグリーンプールの催し

みんなで泳ごう !みんなで泳ごう !春だ
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県障害者スポーツ大会

  
対　象　平成２３年４月１日現在、１３歳以上の障害者

（ 膀  胱 か直腸機能障害以外の内部障害者を除く）
ぼう こう

申し込み　直接か電話、ファクス、Ｅメールで、①②③
は３月１６日、④は３月３０日までに障害福祉課（1 

０４２－７６９－８３５５　6０４２－７５９－４３９５　Ｅメール 
shougai-fukushi@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

・レ ク 情 報 

会　場日にち競技会
湘南とうきゅうボウル

（藤沢市）４月１０日（日）

ボウリング
（知的障害者）①

県総合リハビリテーション
センター（厚木市）

アーチェリー
（身体障害者）②

県立体育センター
（藤沢市）

５月１５日（日）陸上
（身体障害者）③

５月２９日（日）陸上
（知的障害者）④

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

みんなで歩こう！

集　合日にち
※小雨決行コース

午前９時２０分まで
に京王線若葉台駅
へ

３月８日（火）
多摩よこやま
の道 

〈１０㎞・１８㎞〉

午前９時２０分まで
に開成駅前公園
（小田急線開成駅
徒歩５分）へ

３月１４日（月）松田の河津桜 
〈１４㎞〉

⑤フラワーアレンジメント ～コサージュと花かごの作り方～
日　時　３月２２日（火）午前１０時～１１時
定　員　２０人（申込順）　　費　用　２，５００円

⑥春の工作教室　立体紙飛行機作成と飛ばし方
日　時　３月２４日（木）午後２時３０分～４時３０分
対　象　小・中学生＝２０人（申込順）
※親子での参加も可
費　用　５００円

⑦ジュニア・アスリート個別栄養相談室
　相模女子大学の管理栄養士が個別で相談に応じます。
日　時　３月１５日（火）午前９時４５分～午後１時
対　象　小・中学生の保護者＝６人（申込順）
費　用　１，０００円

⑧チアリーディング体験教室
　相模女子大学チアリーディング部のコーチが指導します。

定　員　各５０人（申込順）　　費　用　各３００円

①ソフトエアロビクス＆ストレッチ〈全４回〉
日　時　３月１０日～３１日の毎週木曜日午後２時４５分～４時
対　象　１８歳以上の人＝１５人（申込順）　　費　用　２，０００円

②テーピング講習会

費　用　各３，０００円（テーピング代を含む）

③中学生ワンポイント陸上教室
　（走り幅跳び、走り高跳び）
　国士舘大学陸上競技部の学生が指導します。
日　時　３月１９日（土）午前９時３０分～正午
対　象　中学生＝各２０人（申込順）
費　用　各１００円

④ベーシックインストラクターセミナー
　ストレッチポールを使ったエクササイズで、日本コアコンディショニ
ング協会が認定する同インストラクターのライセンスが取得できます。
日　時　３月１９日（土）午後１時３０分～４時３０分
定　員　１５人（申込順）　　費　用　６，３００円

対　象時　間日にち教室名
小・中学生午前１０時～１１時

３月２６日（土）
ジュニア

３歳以上の未就
学児午前１１時３０分～午後０時３０分キッズ

申し込み　①～⑥は電話か、ファクス、Ｅメール、⑦⑧はＥメールに、住所、氏名（ふりがな）、年齢
（⑦は子どもの年齢）、学年、性別、電話番号、催し名（③は種目も）を書いて、同競技場へ

お問い合わせ　1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１
Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp相模原麻溝公園競技場の催し

市立博物館で

 縄文体験教室

縄文時代の道具作りに挑戦〈全３回〉
　縄文時代の矢と土器を作って、当時の暮らしや技術を学ぶ、小
学校５年生以上向けの体験教室です。

定　員　３０人（抽選）
申し込み　往復はがき（１枚３人まで）に全員の住所・氏名・年

齢・電話番号、「縄文体験教室」と書いて、３月１５日（必
着）までに市立博物館へ

お問い合わせ　
市立博物館　1０４２－７５０－８０３０

〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５

星空観望会（４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。
日にち　４月１日～２２日の毎週金曜日
時　間　午後７時～８時３０分
定　員　各６０人（抽選）　※中学生以下は保護者同伴
申し込み　往復はがきかＥメール（１組１枚５人まで）に、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（必着）までに同館（Ｅメール star@ 
city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

市民の博物館活動発表会
　博物館のボランティアなどが日頃の活動や研究を発表します。
日　時　３月１７日（木）午前１０時～午後４時３０分
定　員　１００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

会　場内　容時　間日にち

市立博物館
矢作り午前１０時

～午後４時

３月２７日（日）

土器作り４月１０日（日）

史跡勝坂遺跡公園火おこし・土器焼
き・弓矢体験

午後１時
　～４時５月１日（日）

体験しよう。楽しもう。体験しよう。楽しもう。

日にち　３月２２日（火）
時　間　午前１０時～１１時３０分
会　場　銀河アリーナ
対　象　１５歳以上のトレー

ニング未経験者か
初心者

定　員　２０人（申込順）
費　用　５００円
申し込み　直接か電話で３月１０日までに

同アリーナ（1０４２－７７６－５３１１）
へ

トレーニング器具の
使い方教室 

定　員対象（中学生以上の人）時　間日にち

各２０人
（申込順）

初心者向け
午前１０時～正午

３月１２日（土）
競技者・指導者向け　　１９日（土）
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読者の

ひろば
（敬称略）

宿泊利用①相模川清流の里

②たてしな自然の村

　５月まで平日に空きあり
申随時受け付け
６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３月１０日までに各施設へ。抽
選後の空き室の申し込みは３月２１
日から電話で①7０１２０－９８８－
５４７②1０２６７－５５－６７７６へ
①６月の休館日　１３日（月）・１４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

マンション管理士・一級建築士

による無料相談会

日３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

日本年金機構の受付時間

時○月～金曜日（祝日を除く）＝
午前８時３０分～午後５時１５分
○時間延長（週初めの開所日）＝
午後５時１５分～７時
○週末（毎月第２土曜日）＝午前
９時３０分～午後４時
問相模原年金事務所（1０４２－７４５
－８１０１）

非常勤保健師

　介護予防に関する保健指導など
勤務　４月から月～金曜日で午前
８時３０分～午後５時（勤務日・時
間は応相談）
勤務地　あじさい会館、シティ・
プラザはしもと
賃金　時給１，７６０円
対保健師の資格がある人＝若干名
申電話で介護予防推進課（1０４２－
７６９－９２４９）へ

衛生試験所の臨時的任用職員

　微生物検査等の臨床検査業務
勤務　４月中旬から月～金曜日で、
午前８時３０分～午後５時
賃金　日額１万７７２円
対臨床検査技師の資格がある人
定１人
申電話で３月１５日までに同所（1 

０４２－７６９－８３４８）へ

市社会福祉事業団の嘱託職員

　障害者の就業・生活支援業務など
①自立支援相談員
賃金　月額１７万８，０００円
②生活支援員
賃金　月額１６万２，３００円

◇　　　◇
勤務　週５日で、午前８時３０分～
午後５時１５分のうち７時間４５分
勤務地　障害者支援センター松が
丘園
対普通自動車運転免許があり、パ
ソコン操作ができる、①は社会福
祉士か精神保健福祉士の資格があ
る人＝各若干名
申直接か郵送で履歴書を３月１０日
（消印有効）までに同事業団（〒
２５２－０２２３　中央区松が丘１－２３
－１　1０４２－７５０－１９０５）へ

埋蔵文化財調査員（非常勤特別職）

　埋蔵文化財の調査と文化財保護
事務
勤務地　津久井地区の道路発掘現
場など
勤務　５月～平成２４年３月の月～
金曜日（事業での土・日曜日、祝日
勤務あり）で、午前９時～午後５時
報酬　月額２０万５，４００円
対次のすべてに該当する人＝２人
○普通自動車運転免許があり、日
常的に車の運転をしている
○発掘調査と整理作業経験がある
○発掘調査報告書の執筆歴がある
（調査経緯・経過、遺跡立地等の
項目のみの執筆と概要報告等の執
筆は除く）
申直接か郵送で、履歴書（写真貼
付）、発掘調査等履歴・報告書執
筆歴、作文（「これまでに経験した
発掘調査」を原稿用紙６００～８００字）
を３月１０日までに文化財保護課
（〒２５２－５２７７　中央区中央２－
１１－１５　1０４２－７６９－８３７１）へ

日本語巡回指導講師

　帰国・外国籍の子どもへの日本
語教育支援と生活指導など
勤務　１回３時間、週４日程度
報酬　１回５，９７０円
対次のいずれかに該当する人
○教員免許がある
○日本語教育能力検定試験に合格
している
○日本語教師養成講座（４２０時間以
上）を修了している
定若干名
申直接か郵送で履歴書（写真貼付）
と作文（「私の日本語指導方法」を
４００字程度）を３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

公園ボランティア

　相模原麻溝公園の花壇などの手
入れを行う各種ボランティア
※希望者は合同説明会への参加が
必要
合同説明会
日３月２６日（土）
時午前９時３０分～正午
会総合体育館
申電話で市みどりの協会（1０４２
－７７７－２８６０）へ

子育てサポーター

　ふれあい親子サロンなどで子育
てを支援するボランティア
活動場所　各こどもセンターなど
対市内在住で子育て支援に意欲が
ある人
※登録には講習会の受講が必要
講習会
日３月１７日（木）
時午前９時３０分～１１時３０分
会市役所会議室棟第３会議室
申電話で３月１４日までにこども青
少年課（1０４２－７６９－９８１１）へ

相模川ビレッジ若あゆの

臨時看護師

　利用者のけがや病気に対する応
急処置
勤務　４月から週３～４日で、午
前８時３０分～午後９時のうち５～
６時間
賃金　時給１，２７０円
対看護師資格のある人
定若干名
申３月１５日までに電話連絡のうえ、
履歴書と看護師免許証を持って同
所（1０４２－７６０－５４４５）へ

国民年金推進相談員

勤務　月～金曜日の午前８時３０分
～午後５時で、指定する７時間
勤務地　国民年金課か緑区役所区
民課
報酬　月額１９万２，３００円
対国民年金制度の知識がある人
定若干名
申国民年金課にある申込書（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）と作文を３
月１０日までに同課（1０４２－７６９－
８２２８）へ

市立博物館 学芸員実習生

　資料の取り扱いや整理方法など
期間　８月・９月のうち８日間
対大学で学芸員の資格課程を履修
している人＝１５人
申市立博物館にある申込要項に付
いている申込書（同館ホームペー
ジからダウンロード可）と必要書
類を、３月２０日までに同館（1０４２
－７５０－８０３０）へ
※必要書類など詳しくは、申込要
項をご覧ください

お知らせ 

募　　集 

　　　　　　　　　　▼教育シンポジウム　テーマは　
　　　　　　　　　　「社会マネジメントを担える女
性の育成」３年間の成果　３月４日（金）午後１時～
５時、相模女子大学マーガレットホール　�問 同大学（1 

０４２－７４２－２７３４）
▼フィオーレ「春の夕べのコンサート」　曲目は「乾
杯の歌」ほか　３月４日（金）午後７時～９時、 杜 の

もり

ホールはしもと。費用１，５００円　�問 渋谷（1０９０－１７９７
－２９８１）
▼民謡まつり　津軽三味線と唄の披露　３月５日（土）
午前１１時３０分～午後４時、サン・エールさがみはら
�問 石川（1０４２－７３３－２１７７）
▼三曲協会定期演奏会　筝   、 三 絃   、尺八による「日本

こと さん げん

唱歌集」など　３月６日（日）午後１時～４時、あじ
さい会館　�問 高松（1０４２－７７３－６６７１）
▼ＰＨＯＴＯ四季の会写真展　３月１５日（火）～２０日

（日）午前９時３０分～午後６時（１５日は午後１時から、
２０日は午後５時まで）、相模大野ギャラリー　�問 佐藤
（1０４２－７４４－４６６４）
▼弥栄わくわくどきどき理数教室　高校生などが実験
の楽しさを教えます。３月１９日（土）午前９時３０分～午
後０時３０分、県立弥栄高校。対象は小学校５年生～中学
生とその保護者。定員各２０人（抽選）。講座内容や申込方
法など詳しくは、同校ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください　�問 同校（1０４２－７５８－４６９５）
　　　　　　会費など詳しくは個別にお問い合わせく
　　　　　　ださい。
▼太鼓　週３回午前１０時、横山公民館ほか。対象は小
学校３年生～６０歳ぐらい　�問 松浦（1０９０－５７９６－６７３５）
▼フラダンス　原則月４回木曜日午後１時、大野北公
民館ほか。初心者歓迎　�問 新井（1０４２－７５２－９８７８）
▼ヨガ体操　毎週土曜日午前１０時４０分、市体育館（市
役所前）　�問 市川（1０４２－７５２－６２０８）
▼絵手紙　毎月第２土曜日午後１時３０分、サン・エール

仲 間

催 し
費用の記載がない
場合は無料です。

さがみはら。初心者歓迎　�問 村上（1０４２－７７４－０８８２）
▼社交ダンス　毎週木曜日午後１時、上鶴間公民館。
初心者歓迎　�問 村田（1０４２－７４２－９３９５）
▼書道　毎月第１・第３水曜日午前１０時、杜のホール
はしもと。初心者歓迎　�問 横島（1０４２－７７１－３６４７）
▼児童絵画造形　毎週火曜日午後３時３０分、ソレイユ
さがみ。対象は３歳～小学校６年生　�問 寺床（1０９０
－４０１１－５０３２）
▼油絵　月３回火曜日午後１時、大野北公民館。初心
者歓迎　�問 草間（1０４２－７４４－０９８７）

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。

施設のお休み

平成２３年度こどもセンター
日偶数月の第３日曜日と１２月２９
日（木）～平成２４年１月３日（火）
問こども施設課
さがみはら市民活動サポートセ
ンター
日３月５日（土）
問同所（1０４２－７５５－５７９０）
さがみはら 国  際  交  流 ラウンジ

こく さい こう りゅう

日３ 月 ６ 日 （ 日 ）
がつ か にち

問 同  所 （1０４２－７５０－４１５０）
どう しょ

さがみはら北の丘センター
日３月８日（火）
問同所（1０４２－７７３－５５７０）
東林ふれあいセンター
日３月１４日（月）
問同所（1０４２－７４５－７６６０）
れんげの里あらいそ
日３月１４日（月）
※新磯こどもセンターは午後１
時から利用可
問同所（1０４６－２５５－１３１１）
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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。

リサイクルスクエア　３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、３月２０日までに各会場へ
※抽選発表は３月２１日（祝）午後
１時
おもちゃの病院
日時３月６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
フリーマーケット
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
※出店者の募集は終了

◇　　　◇
問資源循環推進課

市少年少女合唱団　定期演奏会

　曲目は「ふるさとの四季」、「世
界に一つだけの花」ほか
日３月２０日（日）
時午後１時３０分～３時３０分
会市民会館
※観覧希望者は直接会場へ
問青少年学習センター（1０４２－
７５１－００９１）

鼓笛まつり

　１２隊の小学生鼓笛隊と中学・高
校生のリーダー隊の演奏
日３月１３日（日）
時午前１０時３０分～午後４時
会市民会館
※観覧希望者は直接会場へ
問青少年学習センター（1０４２－
７５１－００９１）

女子美術大学大学院

修了制作作品展

日３月１０日（木）～２０日（日）
時午前１０時～午後５時（入館は４
時３０分まで）
会女子美アートミュージアム
問同所（1０４２－７７８－６８０１）

ソレイユさがみの催し

女性のための個別キャリアカウン
セリング
日３月２５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
男性のくらしナビ「寝たきりにな
らない健康体操 ｣
日時３月２５日（金）午前１０時３０分～正午
定男性３５人（申込順。夫婦での参
加可）
市民企画講座「セルフマッサージ・
ストレッチ 自分でできるボディ
ケア」
日３月２５日（金）
時午後６時３０分～８時３０分
定３０人（申込順）
市民企画講座「こどもに自信を持
たせる色彩コミュニケーション術 ｣
日時３月２６日（土）午前１０時～正午
対６歳以上の子どもとその保護者
定１２組（申込順）
費２００円
女性のための心とからだの健康相談
日３月２６日（土）
時午後１時３０分、２時３０分
定各１人（申込順）
市民企画講座「認知症サポーター
養成講座 ｣
日３月２９日（火）
時午後１時３０分～３時３０分
定４０人（申込順）
介護を楽にするおしゃべりサロン
日３月３１日（木）
時午後１時３０分～３時３０分
定６人（申込順）

◇　　　◇
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（申込時に要予約）

津久井障害者地域活動支援センター　

竹の子祭

　自主製品の販売やハンドベルの
演奏（午前１１時と午後１時）
日３月８日（火）
時午前１０時３０分～午後２時
※希望者は直接会場へ
問同センター（1０４２－７８０－０７４０）

ピエロと遊ぼう！

　パフォーマンスショーや、バル
ーンミニ教室など
日３月２９日（火）
時午後２時～３時
会けやき体育館
対市内在住か在学の障害児とその
付き添い＝３０組（申込順）
※小学生～高校生の兄弟姉妹の参
加も可
申直接か電話、ファクスに住所、
氏名、電話番号、「ピエロと遊ぼう」
と書いて、３月２５日までにけやき
体育館（1０４２－７５３－９０３０　6０４２
－７６９－１２００）へ

土曜コンサート

マンドリン＆弦楽四重奏

日３月１２日（土）
時午後５時３０分～７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）

県立相模原公園

サカタのタネグリーンハウスの催し

「ふれあい写友会」写真展
日３月１３日（日）まで
時午前９時３０分～午後４時
春蘭展
日３月８日（火）～１３日（日）
時午前９時３０分～午後４時
マンスリーコンサート
　フルートデュオコンサート
日３月２０日（日）
時午後１時３０分～３時

◇　　　◇
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

初心者民謡講座〈全１０回〉

日４月１４日～６月３０日の毎週木曜
日（５月５日・１９日を除く）
時午後２時～４時
会市民会館
定３０人（申込順）
費２，０００円
申電話で３月３１日までに市民謡協
会の後藤さん（1０４２－７５４－２５２８）
へ

トークサロン

地域・市民活動のすすめ

日３月１９日（土）
時午後２時～４時
会けやき会館
定２０人（先着順）
費２００円（大学生以下は無料）
※希望者は直接会場へ
問さがみはら市民会議の神田さん
（1０９０－４１２４－１９８５）

初心者陶芸体験教室〈全２回〉

日３月１９日・２６日の土曜日
時午前９時３０分～正午
会相模の大凧センター
対市内在住の６０歳以上の人
定２０人（申込順）
費２，０００円
申直接か電話で新磯ふれあいセン
ター（1０４６－２５５－１３１１）へ

基礎から始める投資

～今さら聞けない初歩の初歩～

日３月１６日（水）
時午後６時３０分～８時３０分
会サン・エールさがみはら
定５０人（抽選）
申往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「基礎から始める投資講座」
と書いて、３月１０日までに同所（〒
２５２－０１３１　緑区西橋本５－４－
２０　1０４２－７７５－５６６５）へ

若者自立支援セミナー「若者支援

マップ～道に迷ったあなたへ」

日時３月２２日（火）午後２時～４時
会サン・エールさがみはら（緑区
西橋本５－４－２０）
対１５～３９歳の人＝７０人（申込順）
申電話で３月１９日までにさがみは
ら若者サポートステーション（1 

０４２－７０３－３８６１）へ
※個別カウンセリングあり

講演・講座 

３
月
１
日
〜
７
日
は

春
の
火
災
予
防
運
動

「
消
し
た
か
な
」

あ
な
た
を
守
る

合
言
葉

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

市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

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

 銀河アリーナ 開館２０周年記念事業  

フィギュアスケートアイスショー
　２００２年・２００３年世界選手権３位、２００３年四大陸選手権優勝で、現在、プロ
スケーターとして活躍する本田武史さんや、２００６年四大陸選手権６位の浅田 
舞さんなどによる華麗な氷上の舞いをお楽しみください。

浅田 舞さん

春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春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花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花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楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽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せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか
本沢梅園一般開放

　今年も、梅の開花に合わせて、川尻財産
区の本沢梅園を一般開放します。
　梅の豊かな香りに包まれて、春の訪れを
感じてみませんか。
期　間　３月１６日（水）まで

時　間　午前９時３０分～午後３時３０分
会　場　緑区川尻４４５７－１（城山発電所そば、無料駐車場あり）
交　通　橋本駅北口から三ケ木行きバスで「都井沢」下車、徒歩約３５分

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

さがみ湖カタクリの郷
　阿津川のほとりにある広さ２，８００㎡の
林の中に、約８０～１００年前から自生するカ
タクリ１０万株が群生しています。
期　間　３月１９日（土）～４月５日（火）
※開花状況等により変更することがあります。

時　間　午前１０時～午後５時〈雨天休園〉
会　場　緑区寸沢嵐７６３ 　　入園料　３００円（小学生以下、障害者は無料）
交　通　相模湖駅から三ケ木行きバスで「寸沢嵐」下車、徒歩３分

お問い合わせ　相模湖観光協会　1０４２－６８４－２６３３

開設期間　３月１２日（土）～１０月３１日（月）、１１月の土・日曜日、祝日
受付時間　午前９時～午後５時
宿泊期間　７・８月、９月の土・日曜日・祝日の前日で、２泊３日以内
予約方法　利用日の前々月の１日から、電話で各キャンプ場へ

（例）６月１５日利用の場合、４月１日から受付可

望地弁天キャンプ場
1０４２－７６０－６０７７

上大島キャンプ場
1０４２－７６０－６０６６

施設

テントサイト３０張分
貸出用テント１６張
貸出用バーベキューコンロ２４台

テントサイト１００張分
貸出用テント３０張
貸出用バーベキューコンロ６０台設備

炊事場、水洗トイレ

利用者協力金
２泊３日１泊２日日帰り利用人数
３，０００円２，０００円１，０００円１～１０人

国道16号 

国道129号 
上大島 上大島 上大島 

渓松園 渓松園 
大島 大島 

相模川 
自然の村入口 
相模川 
自然の村入口 

相模線 相模線 

相模川 相模川 相模川 
清流の里 
相模川 
清流の里 

上大島 
キャンプ場 
上大島 
キャンプ場 望地弁天 

キャンプ場 
望地弁天 
キャンプ場 

高田橋 高田橋 

望地 
キャンプ場入口 
望地 
キャンプ場入口 

橋本 

上溝 

南橋本 

相模原 横浜線 横浜線 

上田名 

※以後、１０人増えるごとに日帰
り１，０００円、１泊２日２,０００円、
２泊３日３,０００円増し

　元サッカー日本代表
で現在、東京ヴェルデ
ィ育成アドバイザーと
して小・中学生の指導
育成を中心に活動して
いる都並敏史さんが、
体験談などを語ります。

上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上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島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンププププププププププププププププププププププププププ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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望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弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天天キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンププププププププププププププププププププププププププ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
３月１２日オープン
～予約受付を開始しました～

時　間　午後１時～１時３０分頃、４時～４時３０分頃
定　員　各１，２００人（自由席、入場整理券が必要）
入場整理券の配布（１人４枚まで、先着順）
　３月５日（土）午前９時から　
同アリーナ、総合体育館、北総合体育館、
けやき会館、相模湖林間公園

お問い合わせ
銀河アリーナ　1０４２－７７６－５３１１

中央区弥栄３－１－６
○Ｃ テレビ東京

本田武史さん

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●日

都並敏史さん

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３//////////////////////

入場無料

日にち　３月２５日（金）
時　間　午後６時３０分～８時３０分
会　場　あじさい会館
定　員　３５０人（抽選）
申し込み　往復はがき
かＥメール（１枚５
人まで）に、住所、
氏名、電話番号、「スポーツ講演会」と
書いて、３月１０日（必着）までに市体育
協会（〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６
－２３　けやき会館内　1０４２－７５１－５５５２ 
Ｅメール taikyo@jade.dti.ne.jp）へ
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