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皆さんのご意見を市政に反映します 2

身近な相談相手 ４月からの市民相談 3
新卒未就職者等人材育成事業 
　　正社員をめざしてスキルアップ！ 4

都市間の広域的な課題解決に向けて 5

6 7

てくてく  桜  散歩  桜色の季節を楽しもう てくてく  桜  散歩  桜色の季節を楽しもう てくてく  桜  散歩  桜色の季節を楽しもう 

L I N E U P

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

今号の主な内容 

アップくん 
（市選挙啓発　 
キャラクター） 

統一地方選挙
～４つの選挙（市長、市議会議員、

県知事、県議会議員）を実施～

緑　区 

２人 

中央区 

３人 

南　区 

３人 

県議会議員の定数が決定しました 
 

　私たちの暮らしに結びつく大事な選挙です。あ
なたの一票を大切にしましょう。 
　なお、政令指定都市への移行により、市議会・
県議会議員の選挙区が各区となり、区ごとの候補
者に投票することになります。
 
 
 
 

※詳しくは、３月下旬発行の本紙
号外をご覧ください。 

投 票 日　４月１０日（日）　　
投票時間　午前７時～午後８時 

お問い合わせ
市選挙管理委員会事務局　1０４２－７６９－８２９０

広報 広報 

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/

編　集／総務局渉外部広聴広報課  1042－769－8200
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毎月1日・15日発行

１５3

「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

22年10月1日に行われた国勢調査の速報値（概数）

人 口  717,561　　

世 帯  302,652　　
平成22年10月1日現在
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大野北まちづくり 

センター・公民館 

大野北まちづくり 

センター・公民館 

市立図書館 市立図書館 
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身近なところで

国際交流

身身近近ななととこころろでで
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みどり区

みどり区版
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市市経経営営評評価価委委員員会会委員
　「さがみはら都市経営ビジョン・アクションプラン」の進捗状況等に
ついて、評価を行います。
任　期　委嘱の日から２年間（５月に委嘱予定、会議は年５回程度）
定　員　４人（選考）
担　当　経営監理課

1０４２－７６９－９２４０　6０４２－７５４－２２８０
〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５
Ｅメール keieikanri@city.sagamihara.kanagawa.jp

野外体験教室運営協議会委員
　相模川ビレッジ若あゆと、ふじの体験の森やませみの運営等について
協議します。
任　期　５月から２年間（会議は年２回程度）
定　員　２人（選考）
担　当　相模川自然の村野外体験教室

1０４２－７６０－５４４５　6０４２－７６０－５２１５
〒２５２－０１３５　緑区大島３４９７－１
Eメール wakaayu＠sagamihara-kng.ed.jp

委員を募集委員を募集

皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆皆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さささささささささささ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んんんんんんんんんんんんんんんんんんん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のののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見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ををををををををををを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市市市市市市市市市市市市市市市政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政ににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反反映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映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すすす

納付税額が減少する・還付税額が増加する場合
　原則、平成２４年３月１５日までに更正の請求をして
ください。
納付税額が増加する・還付税額が減少する場合
　早めに修正申告をしてください（加算税、延滞税
がかかる場合があります）。

お問い合わせ　所得税について　　　相模原税務署　1０４２－７５６－８２１１
　　　　　　　市・県民税について　市民税課　　　1０４２－７６９－８２２１

　武力攻撃事態などにおける国民の保護のための措置を行う実施体制など
を定めた同計画の一部を変更します。
資料の配付・閲覧場所　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　配布・閲覧場所にある資料を確認のうえ、４月１３日（必着）
までに危機管理室（1０４２－７６９－８２０８）へ

新設する課　
コンプライアンス推進課　本館３階（総務局総務部に設置）
　法令遵守体制を強化し、業務執行状況のチェック等を行います。
　1０４２－７０７－７０４０
土木積算監理課　第１別館２階（都市建設局に設置）
　土木工事における設計・積算事務等の適正化を図ります。
　1０４２－７０７－７０４１
※なお、南部学校給食センター（教育局教育環境部）は廃止し、清新学校
給食センターへ業務を統合します。

お問い合わせ　行政組織について　　　職員課　1０４２－７６９－８２１３
　　　　　　　事務室の場所について　管財課　1０４２－７６９－８３０５

　改修工事完了から３か月以内に申告してください。
耐震改修　
対　象　昭和５７年１月１日以前に建築された住宅
減額期間　工事完了の翌年度から２年間
減額率　固定資産税の２分の１

バリアフリー・省エネ改修
対　象　○バリアフリー改修　平成１９年１月１日以前に建築された住宅

○省エネ改修　　　　平成２０年１月１日以前に建築された住宅
減額期間　工事完了の翌年度分
減額率　固定資産税の３分の１

※一定の要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。　
お問い合わせ　資産税課　1０４２－７６９－８２２４

提提出出ししたた確確定定申申告告書書にに
誤誤りりががああっったたととききはは

４４月月１１日日かからら 市市のの組組織織がが変変わわりりまますす

パパブブリリッッククココメメンントト ごご意意見見ををおお寄寄せせくくだだささいい

市国民保護計画の変更市国民保護計画の変更

ｅｅ－－モニターモニター（市政モニター）（市政モニター）を募集を募集

※合格者は、５月１日以降、随時採用します。
※詳しくは、職員課、各まちづくりセンターなどにある受験案内（市ホー
ムページの　相模原市、職員募集。　からダウンロード可）をご覧くださ
い。
申し込み　受験案内に付いている申込書と職務経験・実績書を郵送で職員

課へ
応募状況に応じ随時選考（面接等）を実施し、採用候補者を決定します。
採用予定人員に達した場合は申し込みを締め切ります。

お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３

受験資格職務内容募集期間募集人数選考区分

昭和２６年４月２日以降に生まれ、
医師免許があり、保健事業に必要
な公衆衛生の知識がある人。ただ
し、平成１６年以降に医師免許を取
得した人は、医師法第１６条の２に
規定する初期臨床研修を修了した
人

公衆衛生
業務随時募集１人医師

（公衆衛生）

昭和２６年４月２日以降に生まれ、
看護師か准看護師の免許があり、
診療所業務に必要な知識・経験が
ある人

診療所に
おける看
護師業務

随時募集１人看護師

　土地開発公社保有地で利用計画のない物件を売却します。

最低売却価格用途地域地目面積所在地

４,６６９万５,６００円

第一種中高層住居専用地域
（一部第一種住居地域）
建ぺい率 ６０％
容積率 ２００％

雑種地４５７.８０㎡

中央区東淵
野辺３丁目
２２０８－３５９、
４０４

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）
申込条件　住宅敷地として利用すること
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

※詳しくは、土地開発公社（土地利用調整課内）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３０日までに同公社（1０４２－７６９

－８２０９）へ

市市職職員員をを募募集集

耐耐震震・・ババリリアアフフリリーー・・省省エエネネ改改修修でで

固固定定資資産産税税（（家家屋屋））をを減減額額ししまますす

土土地地開開発発公公社社保保有有地地をを売売却却

　市民の皆さんの意見を市政に反映するため、インターネットや郵送で市
政に関するアンケートに回答いただきます。（年３・４回程度）
期　間　５月下旬～平成２４年３月
対　象　市内在住の１６歳以上の人（２３年度中に１６歳になる人を含む。公務

員など公職にある人やモニター経験が連続して２年を超える人は除
く。世帯で１人まで）＝２００人（選考）

申し込み　郵送・ファクス・Ｅメールか、広聴広報課や各行政資料コーナ
ー・まちづくりセンターなどにある募集案内に付いているはがきに、
住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号、希望コース（インター
ネットか郵送）、Ｅメールアドレス（インターネットコースの人）、
市政モニター経験の有無（ある場合は時期）、応募動機を書いて、
４月８日（必着）までに広聴広報課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－
１１－１５　1０４２－７６９－８２９９　6０４２－７３０－５２５８　Ｅメール e-monitor 
@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

※市ホームページの 電子申請 からも申し込めます。

市・県民税の申告
　申告書を提出し
ていない人は、早
めに申告してくだ
さい。

所得税の申告

対　象　市内在住の２０歳以上の人（本市の他の審議会などの委員、職
員、議員を除く）

申し込み　各担当課・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）・図書館にある応募用
紙（市ホームページの 市政情報 → 審議会・情報公開・個人情
報 からダウンロード可）を直接か郵送、ファクス、Eメールで
４月５日（必着）までに各担当課へ
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マンション管理セミナーマンション管理セミナー

時　間　午後１時30分～４時
※希望者は直接会場へ

　（市民相談と労働相談、外国人相談を除く）

身近な相談相手身近な相談相手 
 44 月月かかららのの市市民民相相談談

予約が必要な
相談の申し込み
（申込順）

◎当日午前８時３０分から電話で各相談先へ
○２週間前から電話で各相談先へ
●前の週の水曜日（休日の場合は前日）から電話で相談先へ
□事前に電話で各相談先へ

会場・相談日・時間

内　容相談名
（相談員）

まちづくりセンター市民相談室
藤　野

1０４２－６８７－５５１４
相模湖

1０４２－６８４－３２１４
津久井

1０４２－７８０－１４００
城　山

1０４２－７８３－８１０３
緑区役所

1０４２－７７５－１７７３
南区役所

1０４２－７４９－２１７１
中央区役所

1０４２－７６９－８２３０

第２・第４火曜日第１・第３火曜日月曜日水曜日毎　日月～金曜日夫婦、家族など
日常生活上の悩
みごと

市民相談
（市民相談員）
※電話での相談
も可　　　

午前９時～正午、午後１時～４時午前９時～午後５時

□６月・９月・ 
１月・３月の 
第４金曜日

□５月・８月・ 
１０月・２月の 
第４金曜日

□第３金曜日□第２金曜日
◎水曜日◎金曜日

◎火曜日
相続、離婚など
日常生活上の法
律全般

法律相談
（弁護士） ○第４木曜日○第２木曜日

偶数月の
第１火曜日

奇数月の
第１木曜日

偶数月の
第１金曜日

奇数月の
第２木曜日　第３水曜日　第１水曜日第２水曜日国などの仕事へ

の意見や要望
行政相談

（行政相談委員）

第３水曜日第２金曜日第２水曜日第１金曜日　第４金曜日　第２水曜日第１・第３金曜日人権に関する
心配ごと

人権相談
（人権擁護委員）

　管理組合の運営や大規模修繕の問題など、マンション管理士等が相談に
応じます。
日　時　毎月第１月曜日（平成２４年１月を除く）午後１時３０分～４時３０分
会　場　中央区役所市民相談室
対　象　市内分譲マンション居住者や管理組合役員
申し込み　電話で建築指導課（1０４２－７６９－８２５３）へ

分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲譲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マママママママママンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン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シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョ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無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料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相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口
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ををををををををををををををををを開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））

　マンションの外断熱改修の効果などをお話します。
日　時　３月２６日（土）午後１時３０分～４時
会　場　市民会館　　定　員　５０人（申込順）
申し込み　電話で相模原マンション管理組合ネットワーク（1０４２－８５５－
　　　０５５５）へ

４４月か
ら月から

会場・相談日
内　容相談名

（相談員）
市民相談室

緑区南区中央区

◎第２月曜日◎第４月曜日◎第１・第３
月曜日　

相続・贈与税
など

税務相談
（税理士）

◎第１木曜日◎第２水曜日◎第４水曜日相続に伴う不動
産登記など

登記相談
（司法書士）

　第２木曜日　第１木曜日　第３木曜日新築などに関す
る技術的なこと

新築・増改築
修理等の相談
（相談協力員）

　第２金曜日　第３水曜日　第１水曜日健康保険、年金、
労働など

社会保険労務士相談
（社会保険労務士）

　第４水曜日　第３水曜日
成年後見、官公
署に提出する書
類の作成など

行政書士相談
（行政書士）

　第３月曜日　第１月曜日◎第２金曜日
不動産取り引き
や借地・借家契
約など

不動産相談
（宅地建物取引主任者）

　地域課題や社会的課題の解決に向けて、市民の皆さんと市が協働して取
り組む、新たな事業の提案を募集します。
提案の募集区分
市民提案型事業　市民の皆さんが自ら企画・立案・実施する事業プラン
行政提案型事業　市が提示するテーマで企画・立案・実施する事業プラン
※行政提案型事業のテーマは、４月１日以降に説明会や市ホームページ等
でお知らせします。

提案者の要件　５人以上の団体で、組織の定款・会則等を定めているなど
募集期間　４月１日～２８日
提案の申し込み　市民協働推進課、さがみはら市民活動サポートセンター、

ソレイユさがみ、さがみはら国際交流ラウンジ、各行政資料コーナ
ー・公民館にある募集要領に付いている提案書（市ホームページの
市政情報　→　市政への参加・連携　→　パートナーシップ　→　平成２３
年度協働事業提案の募集　からダウンロード可）を同課へ

※詳しくは募集要領をご覧になるか、お問い合わせください。
説明会　
日　時　４月３日（日）午後１時３０分～４時　　会　場　ウェルネスさがみはら
定　員　５０人（先着順）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市民協働推進課　1０４２－７６９－９２２５

会場・相談日・時間
内　容相談名

（相談員） 中央区役所市民相談室

毎週木曜日労使関係、労働条件、
解雇など

労働相談
（県相談員） 午前９時～正午、午後１時～４時

●第２・第４月曜日
（１０月１０日は１０月１７日、平成２４年１月９日
は１月１６日に変更）

交通事故に関する相談交通事故相談
（弁護士）

中国語＝水曜日
スペイン語・ポルトガル語＝金曜日
英語＝第３水曜日

市政や日常生活に関する
こと。弁護士による法律
相談も実施（第４木曜日、
外国人相談時に要予約）。

外国人相談
（外国人相談員）
専用電話　　　　
1０４２－７６９－８３１９ 午前９時～正午、午後１時～４時

　相模原市の物産や観光スポットなどを東京都庁でＰＲ。ＪＡＸＡ展示コ
ーナーでは「はやぶさ」５分の１モデルなどを展示します。
日にち　３月１６日（水）～２２日（火）
時　間　午前９時３０分～午後６時３０分（３月１６日は午前１１時から、２２日は

午後４時まで）
会　場　東京都庁全国観光ＰＲコーナー（第１本庁舎２階）

お問い合わせ　広聴広報課　1０４２－７６９－８２００

魅力発信魅力発信 潤潤水水都都市市 ささががみみははらら キキャャンンペペーーンン

※４月１日以降は午前６時３０分～午後６時３０分に谷口北口・南口自転車駐
車場で随時受け付けます（日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日を除く）。
駐車料　自転車１か月＝１，５００円（学生１，０００円）
　　　　原動機付自転車（１２５㏄以下）１か月＝２，５００円
※３～６か月の利用は割り引きがあります。

お問い合わせ　都市整備課　1０４２－７６９－８２５８

　国道１６号谷口 跨  線 橋下の谷口北口・南口駐輪場が市営になります。
こ せん

24年度実施に向けて　24年度実施に向けて

協働事業提案制度提案募集協働事業提案制度提案募集
４月１日からの定期利用の事前受け付け

３月１６日（水）～３０日（水）現在、定期利用をしている人
期　間

３月２６日（土）～３０日（水）新規に定期利用を希望する人

午前９時～午後８時（土・日曜日、祝日も受付可）時　間

市営相模大野駅北口自転車駐車場（南区相模大野４―３―１）場　所

谷谷口口北北口口・・南南口口駐駐輪輪場場４４月から市営に！月から市営に！

相相談談はは無無料料、、秘秘密密はは守守りりまますす
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　資源の日に穴を開けずにカセットボンベやスプレー缶が出されると、資源
回収車の火災や処理施設での爆発など、人命に関わる重大な事故につながる
場合があり、危険です。必ず使い切ってから、火気に注意し、風通しの良い
場所で穴を開けて出してください。

お問い合わせ　資源循環推進課　1０４２－７６９－８２４５

　平成２２年１２月１日現在の厚生労働省・文部科学省の調査による全国の大
学卒業予定者の就職内定率は６８．８％で、同時期の調査結果としては、平成
８年度の調査以来、過去最低の水準でした。この事業は、厳しい就職状況

の中で、高校や大学を卒業しても就職が決まっていない人に市内企業で働
く機会を創出し、意欲のある若い人が集まることで市内企業と周辺地域が
活性化することをめざしています。

緊急相談窓口を開設中 ※希望者は直接会場へ
失業した人や職を失う恐れのある人を対象に、個別相
談や職業紹介等を実施しています。

　毎年９月に市民会館で、緑区（橋本・大沢地区）・中央区・南区に住
んでいる高齢者を対象に開催していた敬老会事業が、４月以降、地区ご
との実施に変わります。地区ごとの内容など詳しくは、本紙各区版など
でお知らせします。

皆さんがお住まいの身近な地区で実施します
　次の地区ごとに実施します。

※城山・津久井・相模湖・藤野地区では、今までどおり地区ごとに実施
します。

企画・運営は市民が主体です
　敬老会事業は、地区自治会連合会・社会福祉協議会・老人クラブ連合
会・民生委員児童委員協議会や、これらの団体などで組織された実行委
員会が主催します。市民が主体になり、事業を企画・運営していきます。

時期や対象者・内容などは地区ごとに検討します
　地区によっては、実施時期や対象者などが、これまでの９月開催や
７７歳の人と８０歳以上の人から、変わる場合があります。

お問い合わせ　高齢者福祉課　1０４２－７６９－９２３１

使使用用済済みみののカカセセッットトボボンンベベややススププレレーー缶缶はは

穴穴をを開開けけてて 資資源源のの日日にに出出ししててくくだだささいい

　社会人としての基礎知識や働く上で必要な技能などを研修等を通じて習
得し、研修終了後に研修先企業での正規雇用をめざします。

就業形態
　研修期間中、同事業の受託企業（パソナ）の契約社員として雇用
研修内容
基礎研修（１か月）＝ビジネススキル・マナー、パソコンスキル等の習得
就業実習（最長３か月）＝研修先企業で技能・知識・ノウハウ等を習得
時　給
　大学卒業程度１，３５３円　　高校卒業程度１，０９６円

就就職職活活動動ををししてていいるる人人ををササポポーートトすするる

就職支援センター就職支援センターご利用ください

応募書類の準備

面接・就職

就職先の希望と条件を明確にする

求人情報の収集

正正規規雇雇用用のの促促進進とと、、市市内内企企業業のの活活性性化化

新新卒卒未未就就職職者者等等人人材材育育成成事事業業

就職したい就職したい未未就就職職者者とと 人材を求める人材を求める市市内内企企業業をを結結ぶぶ

新卒未就職者等人材育成事業新卒未就職者等人材育成事業 正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社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員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員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をををををををををををををををををめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざ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ててててててててててててててててててててててててててててててててててススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス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ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル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ッッッッッッッ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プププ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

緑区（橋本・大沢地区）・中央区・南区内在住の高齢者へ緑区（橋本・大沢地区）・中央区・南区内在住の高齢者へ

敬老会事業を地区ごとに実施しま敬老会事業を地区ごとに実施しますす 　４月から地震などに備え、ストーマ用装具を次の施設で預かり、保管します。
保管場所　陽光園、障害者支援センター松が丘園、上九沢身体障害者デイサ

ービスセンター、津久井保健センター、南保健福祉センター
※保管条件など詳しくは、お問い合わせください。
※災害等発生時は、預けている施設へ受け取りに来てください。
申し込み　障害福祉課、緑・中央・南障害福祉相談課、城山・津久井・相模

湖・藤野保健福祉課、各まちづくりセンターにある申込書を４月１日
～２８日（必着）に障害福祉課（1０４２－７６９－８３５５）へ

　地震などの災害発生時に予想される水不足の不安を軽減するため、生活用
水（洗濯やトイレに使う水）として井戸水を、無償で提供していただく同制
度を４月から開始します。
※対象になる井戸や登録方法など詳しくは、市ホームページの　防災・防犯
→ 防災 をご覧になるか、お問い合わせください。

お問い合わせ　危機管理室　1０４２－７６９－８２０８

　同センターでは、若年者や女性を中心に、求職活動中の人
を支援するため、無料で職業紹介や個別相談等を実施してい
ます。就職に関する悩みは、何でも相談してください。

　自分のことを人にうまく伝え
られず悩んでいる人などに、話
し方のコツをお話します。

日にち　４月１８日（月）
時　間　午後１時～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
定　員　２０人（申込順）
申し込み　電話で同センターへ

就職支援セミナーの開催
　就職が決まるまでの一般的な流れや、仕事への心構え、就
職が決まった後にも役立つ知識などを習得します。

履歴書の書き方と面接対策を指導
　効果的で好印象を与える履歴書の書き方、就業意欲が伝わ
る職務経歴書の書き方・面接方法などを指導します。

専門相談員による個別相談
　経験豊かな専門相談員（キャリアコンサルタント）が相談
者の能力や目標に合わせて相談に応じます。

求人情報の提供
　同センター独自の求人情報やハローワーク相模原の求人情
報などを提供します。

君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君もももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももコココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョョ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ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン

の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のののののののの達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人ににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに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ななななななななななななななななななななな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れれれれれれ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るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

災害時協力井戸登録制度井井戸戸をを持持っってていいるる人人ははごご協協力力ををおお願願いいししまますす

お問い合わせ
申し込み・説明会等について　パソナ・厚木　7０１２０－２３２－１３４

（月～金曜日の午前９時～午後５時３０分）
　　　　　　　制度について　産業・雇用政策課　1０４２－７６９－８２３８

地　区区
橋本、大沢緑　区※
小山、清新、横山、中央、星が丘、光が丘、大野北、田名、上溝中央区
大野中、大野南、麻溝、新磯、相模台、相武台、東林南　区

1０４２－７００－１６１７　緑区橋本３－２５－１ 橋本ＭＮビル４階　　開所日時　月～土曜日（祝日、１２月２９日～１月３日を除く）午前８時３０分～午後５時

災害に備えストーマ用装具を保管します
人工肛門・人工膀胱を人工肛門・人工 膀胱 を

ぼうこう

保有している人へ保有している人へ

定　員
（選考）

研修期間
（最長）

対　象
次のいずれかに該当する未就職者

３５人第１期
５月６日～９月５日

大学・高校等を平成２３年３月に卒業する
大学・高校等を平成２０年３月以降に卒業し
ている

２０人第２期
７月１日～１０月３１日３９歳以下である

定　員会　場時　間日にち

各２０人
（申込順）

産業会館
午前１０時
午後１時
午後３時

３月２２日（火）
　　２５日（金）
　　３０日（水）

相模原商工会館
４月６日（水）
　　１２日（火）
　　１８日（月）

同事業の研修・実習を受けるには事前に説明会への参加が必要です
説明会日程

申し込み　電話でパソナ・厚木へ。同社ホームページ（http://www.pa 
sona.co.jp/pr/sagamihara/）からも申し込めます。

同センターを利用した就職までの道のり
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都都市市間間のの広広域域的的なな課課題題解解決決にに向向けけてて都都市市間間のの広広域域的的なな課課題題解解決決にに向向けけてて

○ 国に対する政策提案・意見表明
　「国の施策及び予算に関する提案」や「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」など、地域
主権改革や国の翌年度予算編成の動向等を踏まえ、政府や各政党に対して直接、指定都市共同の意見提出を行っ
ています。
○ 提言書等の提出、シンポジウムの開催
　環境、安全・安心、地方分権の推進について報告書・提言書をまとめ、国などの関係機関に提出しています。
また、市民と課題意識を共有するためのシンポジウム等を開催しています。
○ 市長会議・部会における活動
　昨年５月に開催された「指定都
市市長会議in相模原」では、年３
回開催される市長会議における議
論に加え、より具体的な提案を機
動的に行っていくため、各市長で
構成される「部会」を設置するこ
とが決められました。相模原市長
は「地域主権推進部会」に所属し、
地方自治法制の在り方や国が進め
る地域主権改革の内容について、
検討を行っています。

　本市は、平成２２年４月１日の政令指定都市移行を機に、九都県市首脳会

議、指定都市市長会など、都県や政令指定都市の首長で構成する組織に加

入しました。

　皆さんも、「九都県市指定低公害車」と書かれたステッカーが貼られた

トラックを見かけたことや、最近では、子ども手当制度に関する声明など

「指定都市市長会」の活動についての報道をご覧になったことがあるので

はないでしょうか。

　本市も、それらの構成員として、国への提言・要望活動のほか、環境や

防災等に関する共同活動や地方分権に関する研究など、首都圏や大都市等

に共通するさまざまな広域的な課題に対し、近隣自治体との連携も含め、

他都市と協調した取り組みを進めています。

お問い合わせ　広域行政課　1０４２－７６９－８２４８

　首都圏の１都３県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）の知事と政令指定都市（横浜市、
川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）の市長で構成され、国への政策提言や広域的課題に
ついて話し合いをしています。今年度は５月と１１月に開催され、本市では、ものづくり中小企
業の国際競争力強化などについて提案し、国へ共同要望を行いました。

　指定都市市長会は全国１９の政令指定都市
の市長で構成され、緊密な連携のもとに、
大都市行財政の円滑な推進と伸張を図るこ
とを目的としています。

政政令令指指定定都都市市移移行行記記念念誌誌
「「政政令令指指定定都都市市へへののああゆゆみみ」」

をを発発刊刊

　昨年４月の政令指定都市移行を記念
し、政令指定都市移行の経過などを収
録した「政令指定都市へのあゆみ」
（Ｂ５判 ２１０㌻）を発刊しました。
〈収録内容〉
● 相模原市のすがた
● 政令指定都市移行
をめざして（推進
体制の整備等）

● 神奈川県との協議
● 行政区の設置準備
● 総務省との協議
● 議会・市民等の取組
● 政令指定都市・相模原の誕生（移行
記念事業等）

販売場所　各行政資料コーナー
価　　格　３，０５０円

国国
なな
どど
へへ
のの
提提
言言

共共
通通
課課
題題
へへ
のの
取取
りり
組組
みみ

大都市制度検討部会　国・道府県からの事務権限の移譲、都
道府県や周辺市町村との連携、大都市における新たな税財政
制度の構築等について検討を行う。

市民生活・都市活力部会　社会保障の在り方など、市民生活
に直結する各種制度に関する提言や、都市活力の維持・向上
のための各種大都市施策等に関する検討を行う。

地域主権推進部会　国の出先機関の廃止、「地域の自主性を確
立するための戦略的交付金」（一括交付金）、市町村への権限移
譲等、国の地域主権戦略会議の動向に合わせた検討を行う。指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指

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定定定
都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都
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市市市市市市
長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長
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会会会
議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議

○災害時帰宅支援ステーション
　災害時に電車などの公共交通機関が不通になった
場合、徒歩で帰宅する人たちを支援するために、コ
ンビニエンスストアやファストフード店、ファミリ
ーレストラン、ガソリンスタンドなどと協定を結ん
でいます。これらの店舗では、トイレ、水道水の利
用や、道路交通情報の提供など可能な範囲で協力し
ていただけることになっています。
※同ステーション一覧は、同委員会ホームページ（http:// 
www.９tokenshi-bousai.jp/）からご覧になれます。

　地震災害や風水害、その他の危機に関する総合的
な防災対策・危機管理の共同研究、相互応援、合同
防災訓練等について検討するなど、防災対策・危機
管理の向上に取り組んでいます。
○合同防災訓練 
　九都県市が互いに連携・協力し、合同防災訓練を
実施しています。

九都県市首脳会議 委員会の活動九都県市首脳会議　委員会の活動
九都県市首脳会議では、環境問題、防災・危機管理などの課題を具体的　九都県市首脳会議では、環境問題、防災・危機管理などの課題を具体的

に研究する委員会が設置され、普及啓発活動などを実施しています。に研究する委員会が設置され、普及啓発活動などを実施しています。

　廃棄物に関する深刻な問題を解決するため、廃棄物の適正処理や処理における環境負荷を低減す
る「資源循環型社会」の構築をめざして、システムづくりや啓発活動を行っています。
○３Ｒ普及促進キャンペーン
　毎年１０月、ごみの発生抑制（リ
デュース）、再使用（リユース）、
再生利用（リサイクル）の３Ｒを
普及促進する事業を行っていま
す。
　右の大型ポスターは、昨年１０月、
相模大野駅にも掲示しました。

【２１年度基準】　　　　　
九都県市指定低公害車証

○大気環境の改善に向けた取り組み
　窒素酸化物等の排出ガスの評価と
ともに、地球温暖化対策にも配慮し
て燃費性能の評価を行い、環境負荷
の少ない自動車を指定しています。

指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指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定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都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市市市市市市市市市市市市長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長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会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
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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ののののののののの取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組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みみみみみみみみみみみみみみみみみ

～～そそれれぞぞれれのの都都市市のの力力をを活活かかししたた連連携携・・協協力力～～

大大災災害害ややテテロロななどどのの危危機機にに備備ええてて
～～防防災災・・危危機機管管理理対対策策委委員員会会～～

地球環境保全のために～環境問題対策委員会～地球環境保全のために ～環境問題対策委員会～

資源循環型社会をめざして ～廃棄物問題検討委員会～資源循環型社会をめざして　～廃棄物問題検討委員会～

　快適な地域環境を創造するほか、地球環境の保全に貢献
するため、普及啓発活動や大気環境・水質改善、緑の保全
などに取り組んでいます。
○地球温暖化防止への取り組み
　「冷暖房の適温設定」、「省エネの取り組み推進」など、省エ
ネルギー型ライフスタイルへの転換を呼びかけています。
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九都県市合同防災訓練 相模原市会場
（昨年８月２９日淵野辺公園隣接地ほかで実施）

広域応援訓練広域応援訓練 消防機関応援訓練消防機関応援訓練
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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。

　

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地地地中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中ににににににににににににににににににににににににににににににににに埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋埋ももももももももももももももももももももももももももももももももも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れれれたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーージジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ

関連事業 考古の日「さがみはら遺跡リレートーク」前編
○テーマ「相模原市遺跡調査３８年の歩み」
講　師　大貫英明（市教育委員会）
○テーマ「津久井城を掘る」 
講　師　近藤英夫さん（東海大学教授）
　　　　　野口浩史さん（県公園協会）
○テーマ「縄文時代後晩期の川尻集落を考える」
講　師　石井　寛さん（横浜市ふるさと歴史財団）　ほか
日　時　３月２０日（日）午後１時～４時３０分
定　員　２００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

関連事業 １日考古学体験　※発掘は行いません
　土の中にはどんな遺跡が眠っているのか。地表に出
てきた縄文土器を採集し、調べてみよう。
日　時　４月１６日（土）午前１０時～午後３時
会　場　川尻石器時代遺跡、城山公民館
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、「１日考古学体験」と
書いて、３月３１日（必着）までに同館（〒２５２－
０２２１　中央区高根３－１－１５）へ

春休み特別上映　プラネタリウム・全天周映画　　※希望者は直接会場へ
午後３時３０分午後２時３０分午後１時３０分午前１１時上映開始時間

プラネタリウム
「南十字星と逆さま
オリオン～南半球か
ら見た星空～」

全天周映画
「ＨＡＹＡＢＵＳＡ」

火～金曜日
３月２５日（金）まで 全天周映画

「かいけつゾロリ宇宙
たんけん大さくせん」

全天周映画
「銀河鉄道の夜」

土・日曜日、祝日

３月２６日（土）～３１日（木）

定　員　各２１０人（先着順）　　費　用　５００円（４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円）

桜桜のの開開花花がが待待ちち遠遠ししいいここのの季季節節、、
市市内内のの桜桜のの名名所所をを紹紹介介ししまますす。。
満満開開のの桜桜をを見見ななががらら、、おお弁弁当当にに舌舌

つつづづみみ、、ななんんてていいかかががでですすかか？？

　３万年以上前にさかのぼる市内最古級の石器や、
新たに発見された縄文時代の資料、戦国の山城とし
て有名な津久井城跡の出土品など、先人たちの暮ら
しの姿を秘めた出土品の数々をぜひご覧ください。
期　間　３月２０日（日）～５月８日（日）
展示解説　日　時　４月３日（日）午後２時～２時３０分
※希望者は直接会場へ
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橋本駅 橋本駅 

相模原駅 相模原駅 

相模大野駅 相模大野駅 

 春 季 企 画 展

地地中中にに埋埋ももれれたたメメッッセセーージジ
－相模原市遺跡発掘調査成果展－

　約３５０本の山桜やソメイヨシノが湖畔を彩ります。
交　通　橋本駅北口から三ヶ木行きバスで 

水の苑地＝「城山高校前」下車 
花の苑地＝「津久井湖観光センター前」下車

津久井湖さくらまつり

水の苑地　フリーマーケットや特産品の販売

花の苑地　ステージイベントや特産品の販売

日にち　４月２日（土）・３日（日）
時　間　午前１０時～午後４時（３日は３時まで）
会　場　県立津久井湖城山公園

お問い合わせ　
津久井湖さくらまつり実行委員会事務局
水の苑地＝城山経済観光課　1０４２－７８３－８０６５
花の苑地＝津久井経済観光課　1０４２－７８０－１４０５

桜並木ライトアップ

期　間　３月下旬～４月上旬
時　間　午後６時～１０時
会　場　相模原警察署前交差点～税務署入口交差

点付近

　市役所さくら通りから西門交差点まで約１．６㎞
に約３００本のソメイヨシノが咲き誇ります。

　相模川自然の村公園では、河津桜を中心に約５０本の桜が楽し
めます。上大島キャンプ場では桜の下でのバーベキューがお
すすめです。

交　通　橋本駅南口からコミュニティバスで相模川自
然の村行き終点下車、徒歩約５分

おおさわ桜まつり　会　場　上大島キャンプ場

　文化芸能の発表やミニＳＬ乗車体験など
日　時　４月２日（土）正午～午後５時
　　　　　　３日（日）午前１０時～午後２時

～ライトアップ～

日　時　３月２５日（金）～４月３日（日）午後６時～８時

お問い合わせ　おおさわ桜まつり実行委員会事務局（大沢まちづくりセンター内）　1０４２－７６１－２６１０

　１０年前から伊豆の河津
桜を植樹し、今では２５０本
に。桜を見ながら相模湖
林間公園から阿津川沿い
を散策できます。
交　通　相模湖駅からバ

スで三ヶ木行き「相模湖林間公園入口」下車

阿津さくらまつり

　地粉で作ったうどんなどを販売
日にち　３月１９日（土）・２０日（日）
時　間　午前１０時～午後９時　　　
会　場　相模湖林間公園入り口周辺

お問い合わせ
相模湖経済観光課　1０４２－６８４－３２４０

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）　1０４２－７６９－８２３６

　「憲政の神」と呼ばれた政治家、尾崎 行  雄 （ 咢  堂 ）を知っていますか。安政５（１８５８）年、旧
ゆき お がく どう

津久井郡又野村に生まれ、明治２３年、３１歳のときに第１回総選挙で衆議院議員に選出され、以降
２５回連続当選、６３年間議員として憲政の発展に尽くした人物です。
　東京市長時代の明治４５年、日米の友好の証しとして米国ワシントンのポトマック公園に３，０００本
の桜の苗木を贈り、今ではワシントンの名所になっています。その桜が日本に里帰りし、「咢堂
桜」と命名され、その内３２本が尾崎咢堂記念館や津久井地区の小・中学校などに植樹されています。

市市市市市市市市市市市市市市市市立立立立立立立立立立立立立立立立博博博博博博博博博博博博博博博博物物物物物物物物物物物物物物物物館館館館館館館館館館館館館館館館でででででででででででででででで
市立博物館でちちちちちちちちちちちちちちちちょょょょょょょょょょょょょょょょっっっっっっっっっっっっっっっっとととととととととととととととと寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄りりりりりりりりりりりりりりりり道道道道道道道道道道道道道道道道
ちょっと寄り道

信州の桜を見に行こう！

　たてしな自然の村に宿泊し、高遠城址公園
の桜や伊那梅園の見学、山菜採りなど、春の
信州を満喫します。
日にち　○４月１１日（月）～１２日（火）
　　　　○４月１３日（水）～１４日（木）
集　合　午前７時４５分に相模原駅前
解　散　午後６時ごろに同駅前
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　各４０人（抽選）
費　用　各１万３，５００円（４食付き）
申し込み　往復はがきかファクスに、全員の
　　　住所・氏名（代表者に○）・年齢・電

たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて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ししししししししし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ななななななななななななななななななななな自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然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ののののののののの村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村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おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお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見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見バババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババスススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ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アアアアアアアアアーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
（１泊２日）

市史講演会　日本歴史の中の相模原－津久井地域（３）－
　近世前期の津久井領ならではの古文書を紹介します。
日　時　３月２６日（土）午後２時～４時
定　員　２００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　市立博物館　1０４２－７５０－８０３０
開館時間　午前９時３０分～午後５時

３月・４月の休館日　月曜日（祝日を除く）、３月２２日（火）

11 相模川新磯河川
敷

22 津久井湖

33 市役所さくら通
り

７７ 中央区並木の桜
並木 ８８ 桜桜   ＳＳｔｔｏｏｒｒｙｙ 咢堂桜咢堂桜

44 相模川自然の村
公園

相模川自然の村
公園

上大島キャンプ
場

上大島キャンプ
場

話番号、希望日、「たてしな自然の村バス
ツアー」と書いて、３月２８日（必着）まで
に、たてしな自然の村（〒３８４－２３０９　長
野県北佐久郡立科町芦田八ヶ野赤沼平９９５ 
1０２６７－５５－６７７６　6０２６７－５５－７１８８）へ

高
遠
城
址
公
園

旅行企画
　信州リゾー
　トサービス
実　施
　相鉄観光

　尾崎咢堂記念館
　咢堂の写真や肖像画、遺品、幅広い活動
に関する資料を保存、展示しています。

開館時間　午前９時～午後４時３０分
３月・４月の休館日　月曜日（祝日を除く）、３月２２日（火）・２３日（水）
交　通　橋本駅北口からバスで三ヶ木行き「奈良井」下車、徒歩約１５分

お問い合わせ　尾崎咢堂記念館　1０４２－７８４－０６６０

ちちちちちちちちちちちちちちちちょょょょょょょょょょょょょょょょっっっっっっっっっっっっっっっっと
ととととととととととととととと寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄りりりりりりりりりりりりりりりり道道

道道道道道道道道道道道道道道
ちょっと

寄り道

咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢咢堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂をををををををををををををををを知
知知知知知知知知知知知知知知知ろろろろろろろろろろろろろろろろうううううううううううううううう咢堂を知
ろう９９

　今回、紹介した桜の名所は、ほんの一
部です。皆さんもお気に入りの桜を見つ
けて、桜の季節を楽しみませんか。

ここここででもも桜桜をを楽楽ししめめまますす！！
●１１ 鹿沼公園（中央区鹿沼台）
交　通　淵野辺駅南口から徒歩約３分

お問い合わせ　鹿沼公園　1０４２－７５５－９７８１

●１２ 横山公園（中央区横山）
交　通　上溝駅から徒歩約７分

お問い合わせ　横山公園　1０４２－７５８－０８８６

●１３ 下原やえざくら通り（南区下溝）
交　通　原当麻駅から徒歩約１５分

お問い合わせ　市観光協会
（商業観光課内）　1０４２－７６９－８２３６

　極上の温泉で花見風呂。春ならではの景色を楽
しみませんか。
開館時間　午前１０時～午後９時（３月は８時まで）
※水曜日休館（祝日の場合は翌日）
入館料　３時間６００円、１日９００円（小学生３時間

３００円、１日５００円）
交　通　藤野駅からバス（１時間に１・２本程度）

でやまなみ温泉行き「やまなみ温泉入口」
下車、徒歩２分

お問い合わせ
藤野やまなみ温泉　1０４２－６８６－８０７３

1100 藤野やまなみ
温泉

　青根緑の休暇村いや
しの湯周辺（緑区青根）

お問い合わせ　いやしの湯
1０４２－７８７－２２８８

こちらも
おすすめ ！

※桜が開花すると、周辺は混雑します。来場は公共交通機関を利用してください。

　相模線の線路沿いに約
１㎞続く桜並木。電車に
乗って、車窓から桜のト
ンネルを楽しむのもおす
すめです。
交　通　相武台下駅から

すぐ

新磯桜まつり

　鼓笛隊のパレードや、
お 囃 子   を披露

はや し

日　時　３月２６日（土）午前１０時～午後３時
会　場　新磯公民館ほか

お問い合わせ　新磯観光協会
（新磯まちづくりセンター内）1０４６－２５１－００１４

６６ 新磯まちづくりセンタ
ー前

55 相模湖　阿津桜

Sagamihara　 Map

尾崎咢堂記念館

藤
野
や
ま
な
み
温
泉

交 通 相模原駅から徒歩約１５分

　ピンクのじゅうたんを敷き詰めたように咲く芝ざ
くら。通称「芝ざくらライン」と呼ばれ、その距離
は約１．４㎞。日本一の長さを誇ります。
交　通　相武台下駅から徒歩約１５分

相模川芝ざくらまつり

期　間　４月２日（土）～１７日（日）
会　場　相模川新磯河川敷
※河川敷の臨時駐車場の利用には、安全管理協力金
として１台５００円が必要です。

※芝ざくらの苗などを販売します。

お問い合せ
コールセンター　1０４２－７７０－７７７７
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに…

1０４２－７７０－７７７７
6０４２－７７０－７７６６○R

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

対　象　平成２３年４月１日現在、市内在住の６０歳以上の人
受講できる科目　１人１科目（第３希望まで申し込み）
※これまで受講した学科は申し込みできません。
※運動を行う講義は医師等から運動制限をされていない人に限ります。
受講期間　５月下旬～平成２４年２月ごろ〈全２４回〉

毎回午前か午後の２時間
年間受講料　各６，０００円（教材費は別途必要）

　あじさい大学は、学ぶこ

とを通じて、高齢者の皆さ

んに生きがいと喜びに満ち

た生活をしていただくため

に開設しています。

　農作業の実習や講義を通して、人手不足に悩む農家の手
伝いをする人を育成します。
期　間　４月６日～平成２４年２月８日の原則水曜日
会　場　市農業協同組合営農センター（緑区田名２４３６）
対　象　同組合の所管内〈緑区（橋本・大沢地区）、中央区、

南区〉に在住の６５歳以下で事前説明会に参加できる
人＝２０人程度（抽選。事前説明会で面接あり）

申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、農業経
験の有無を書いて、３月３１日（消印有効）までに農政
課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－
７６９－９２３３）へ

事前説明会
日　時　４月６日（水）午前１０時から　　会　場　同センター

　米や野菜づくりなどの農業体験や、自分たちで育てた農作物での野外炊事など、年間を
通して活動します。
日にち　５月７日（土）、６月１２日（日）、７月９日（土）、９月３日（土）、

１０月１５日（土）、１１月６日（日）、１２月３日（土）、平成２４年２月４日（土）
時　間　午前８時４０分～午後３時
対　象　市内在住の小・中学生とその保護者＝２０組程度８０人（抽選）
※未就学児（２歳以上）の保育あり（要予約）
費　用　未就学児４００円、小 ･中学生１，６００円、

保護者３，２００円
申し込み　はがきに代表者の住所、全員の氏名

（ふりがな、代表者に○）・性別、子ど
もの学校名と学年、電話番号、保育希望
の有無を書いて、３月３１日（必着）まで
に相模川ビレッジ若あゆ（〒２５２－０１３５
緑区大島３４９７－１ 1０４２－７６０－５４４５）へ

昨
年
の
田
植
え

参加者募集

会   場定　員
（抽選）時間帯曜日内　容学科名

あじさい会館２４人午前月

書の基本と実習書道 若竹園
各２０人午後

火

城山保健福祉センター木

あじさい会館

２４人午後水刻字と 篆  刻 の基礎と実習
てん こく

刻字

２０人午前
木

油絵の基礎と実習

美術 ２４人午後水彩画の基礎と実習

各２４人
午後金水墨画の基礎と実習

（墨絵）

午前水木版画の基礎と実習版画

けやき体育館
各２４人

午前火
陶芸の基礎と実習陶芸

れんげの里あらいそ午後水

南保健福祉センター
各３６人午後

木
民謡の基礎と実習民謡

あじさい会館金

青少年学習センター３６人午前月詩吟の基礎と実習詩吟

けやき体育館７０人午後月健康体操

健康

東林ふれあいセンター
各３６人午前

火
みんなで楽しく歌おう
（コーラス） けやき体育館

おださがプラザ５６人午後足下からの健康づくり

れんげの里あらいそ５０人午前水初歩からの健康太極拳

ソレイユさがみ４０人午後金楽しく健康づくり体操

あじさい大学学科一覧

申し込み　高齢者福祉課、各区役所区民課・まちづくりセンター・出張所・
連絡所・公民館などにある「学生募集案内・入学申込書」に付いて
いる「申込専用はがき」か、市ホームページの 電子申請 で、４月
４日（必着）までに高齢者福祉課へ

※各学科の内容など詳しくは、「学生募集案内･入学申込書」をご覧ください。
※電話での申し込みはできません。

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

会   場定　員
（抽選）時間帯曜日内　容学科名

ソレイユさがみ２４人
午前水シニアの食を彩る調理

の基本と応用調理 南保健福祉センター３０人

ウェルネスさがみはら２４人午前金

あじさい会館３６人午後火短歌の鑑賞と実習文芸

プロミティふちのべ
（中央区鹿沼台１－９－１５）４２人午前

月

中世文学
（宇治拾遺物語）

文学

あじさい会館３６人午後近代文学
（夏目漱石・森鴎外）

 杜 のホールはしもと
もり

各３６人

午前火江戸文学（雨月物語）

あじさい会館
午後水上代文学（万葉集）

午前金平安文学
（源氏物語の世界）

あじさい会館各３６人
午前水世界の考古学と日本の

考古学
歴史

午前
木日本の歴史・郷土の歴史

ソレイユさがみ４８人金世界の歴史と日本

麻布大学４０人午前月人と動物の共生を知る
教養

環境情報センター４２人午前火健康な生活を保つ環境
（生活環境）

シルバー人材センター
南事務所
（南区相模大野８－９－６）

２０人午後木パソコン・デジカメの
基礎と実習パソコン

あじさい会館２４人午前火草花の育て方・楽しみ方園芸

学生募集

美は掌中に在り―中国の小さなやきもの
　　　　with 町田市立博物館所蔵東南アジア陶磁小品集美在掌中

　「焼き物を楽しむこと」をテーマに、手のひ
らサイズの愛らしい中国陶磁ばかりを集めた珠
玉のコレクションを紹介します。
期　間　３月１９日（土）～５月１５日（日）
開館時間　午前９時～午後４時３０分
会　場　町田市立博物館（町田市本町田３５６２）
※月曜日休館（祝日の場合は翌日）

唐
白
磁
（
左
）
と
三
彩
壺

中
国
8
世
紀

 講演会 　中国陶磁の魅力と研究最前線
日　時　３月２０日（日）午後２時～３時３０分　

 講演会 　中国、近くて遠い国
日　時　４月２９日（祝）午後２時～３時３０分　

※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
町田市コールセンター　1０４２－７２４－５６５６

あじさい大学（高齢者大学）

学ぼう 人生をもっと楽しむために学学ぼぼうう 人人生生ををももっっとと楽楽ししむむたためめにに

ＪＡ
相模原市

親子で若あゆ食農体験クラブ親子で若あゆ食農体験クラブ〈全８〈全８回〉回〉

町田市 

農家のお手伝いをしませんか

市民農業研修講座〈全２７回〉
農家のお手伝いをしませんか

市民農業研修講座〈全２７回〉
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みんなの スポ・レク情報 

ソフトテニス教室

対　象　①市内在住の小学生＝各５０人②市内在
住か在勤の女性＝８０人（先着順）

費　用　各２，０００円　　※希望者は直接会場へ

ペタンク競技（トリプルス）春季大会
日　時　４月１７日（日）午前８時～午後３時３０分
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
費　用　７００円（市ペタンク協会員は５００円）
申し込み　はがきかファクスにチーム名、代表

者の氏名・電話番号、メンバーの氏名を書
いて、３月３１日（必着）までに市体育協会へ

ねんりんピック予選会（ラージボール卓球）
日　時　４月１７日（日）午前９時～午後３時
会　場　総合体育館
対　象　市内在住の昭和２７年４月１日以前に生

まれた人
費　用　７００円
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、性別、

電話番号、「ラージボール卓球」と書い
て、４月７日（必着）までに市体育協会へ

※詳しくは市卓球協会ホームページをご覧くだ
さい。

レクリエーション・インストラクター
養成講習会〈全９回〉
日　時　６月１９日～１０月１６日の毎月第１・第３

日曜日午前９時～午後４時１５分
会　場　市役所周辺の公共施設
対　象　１８歳以上の人＝３０人（申込順）
費　用　３万５，０００円
申し込み　はがきに住所、氏名、生年月日、電

話番号を書いて、４月３０日（必着）まで
に市体育協会へ

小学生陸上教室
日にち　４月９日～１０月１５日の毎週土曜日（７

月２３日～８月２７日を除く）
時　間　第１・３週＝午前９時３０分～１１時３０分
　　　　第２・４週＝午後１時３０分～３時３０分
※４月９日は午前９時３０分～１１時３０分
会　場　相模原麻溝公園競技場ほか
費　用　５，０００円　対　象　小学校３～６年生
※希望者は４月９日午前９時２０分までに同競技場へ

陸上競技公認記録会
日　時　４月１７日（日）午前８時
会　場　相模原麻溝公園競技場
対　象　小・中学生、高等学校体育連盟に登録

している高校生、陸上競技協会登録者
費　用　８００円（高校生５００円、中学生４００円、小

学生１００円）
申し込み　市体育協会にある申込用紙を４月１

日（必着）までに同協会へ

スポーツチャンバラ　春休み講習会
日　時　①４月１日（金）午後７時～８時３０分
　　　　②４月２日（土）午前１０時～１１時４５分
会　場　①総合体育館②北総合体育館
対　象　４歳以上の人　※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
　6０４２－７５１－５５４５　HP http://www.jade.dti.ne.jp/̃taikyo/

市体育協会からのお知らせ

さがみはらグリーンプールの催し

日本選手権水泳競技大会
飛込競技

日にち　３月２１日（祝）
時　間　午前９時～午後９時３０分
※希望者は直接会場へ

　昨年の同大会で男子
３ｍ飛板飛込、高飛込
で優勝し、アジア大会
にも出場した本市在住
の坂井 丞   選手などが

しょう

出場する予定です。
日にち　４月１日（金）

　　～３日（日）
時　間　午前１０時から 
※入場無料。観戦希望者は直接会場へ

お問い合わせ
スポーツ課　1０４２－７６９－８２８８

総合体育館開館３０周年記念事業

22001100 //’’１１１１
ＶＶ・・チチャャレレンンジジママッッチチ

申込期限
（必着）費　用定員

（抽選）対　象時　間日にち教室名

３月２３日

各４，８００円

各２０人
プールが初めての５歳～小学校３年生午後４時２０分～５時２０分４月１日～５月１３日の毎週金曜日（４月

２９日を除く）〈全６回〉
プール大好きⅢ

水
泳

１２ｍ程度泳げる小学生午後５時３０分～６時３０分めざせ２５ｍクロールⅠ

　１５人中学生以上で２５ｍ以上泳げる人午後５時３０分～６時３０分４月２日～５月７日の毎週土曜日〈全６
回〉ひと味違うクロール

　２０人プールが初めての５歳～小学校３年生午後４時２０分～５時２０分４月４日～５月９日の毎週月曜日〈全６
回〉

プール大好きⅡ
　１５人２５ｍ以上泳げる小学生午後５時３０分～６時３０分のびーる背泳ぎ

各３，５００円
各２０人

中学生以上の初心者午前１１時２０分～午後０時２０分
４月６日～５月１１日の毎週水曜日（５月
４日を除く）〈全５回〉

スイム＆ウオーク
中学生以上の人午後１時２０分～２時２０分らくらくクロール

各４，０００円
プールが初めての３歳～小学校２年生午後４時２０分～５時２０分プール大好きⅠ
１２ｍ程度泳げる小学生午後５時３０分～６時３０分めざせ２５ｍクロールⅡ

３月３０日各３，６００円各２０人市内在住の中学生以上の人
午後１時～２時４月８日～６月１７日の毎週金曜日（４月

２９日、５月２０日・２７日を除く）〈全８回〉
初
級

健康体操体
操 午後６時３０分～７時３０分４月１８日～６月２７日の毎週月曜日（５月

１６日・２３日・３０日を除く）〈全８回〉
中
級

さがみはら北の丘センターの教室
申し込み　往復はがきに住所、氏名、学年か年齢、性別、電話番号、

教室名を書いて、各申込期限までに同センター（〒２５２－０１３４
緑区下九沢２０７１－１　1０４２－７７３－５５７０）へ

　日本バレーボール機構が開催するＶリーグ
のプレミアリーグとチャレンジリーグの入れ
替え戦、男女計８試合が行われます。
日にち　４月２日（土）・３日（日）
時　間　午前１０時から　　定　員　各２，０００人
入場料　自由席２，０００円、指定席４，０００円、　

　小・中学生５００円
※チケットは、チケットぴあで販売しています。

お問い合わせ
総合体育館　1０４２－７４８－１７８１

フットボールフットボール
フェスティバルフェスティバル２２００１１１１

～本気で運動会～

希望者は直接会場へ

　相模原市をホームタ
ウンとする相模原ライ
ズ（アメリカンフット
ボール）、三菱重工相模
原ダイナボアーズ（ラ
グビー）、ブレッサ相
模原（サッカー）の選
手が運動会をします。

日　時　４月２日（土）午前１１時～午後４時
会　場　相模原麻溝公園競技場

ススポポーーツツ
体体験験ココーーナナーー

対　象　市内在住か在学の
４歳～中学生

定　員　２００人（先着順）

お問い合わせ
相模原麻溝公園競技場　1０４２－７７７－６０８８

会場時　間日にち
（８月を除く）

鹿沼公園

午前８時３０
分～午後０
時３０分

４月９日～平成２４
年３月１０日の第２
土曜日①ジュニア

　〈全１１回〉

相模湖林
間公園

横山公園
４月１６日～２４年３
月２４日の原則第４
土曜日

鹿沼公園
午前１０時３０
分～午後２
時３０分

４月５日～２４年３
月６日の原則第１
火曜日（１月と２
月は月２回開催）

②レディース
　〈全１３回〉

お問い合わせ
さがみはらグリーンプール　1０４２－７５８－３１５１

坂井 丞選手

無 料
開 放
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

都市計画説明会都市計画説明会

　相模原都市計画市場（第２号大
芳青果食品市場）の変更について
日３月２４日（木）
時午後７時～９時
会上鶴間公民館
対市内在住か利害関係のある人
※希望者は直接会場へ
問都市計画課

「相模原の文化財」追録版９を発行「相模原の文化財」追録版９を発行

　平成２２年４月１日付市指定文化
財と、国指定文化財など６件を紹介
販売価格　１００円
販売場所　各行政資料コーナー
問文化財保護課

個人情報取り扱いのチラシを作成個人情報取り扱いのチラシを作成

　地域の団体等で名簿を作成する
など、個人情報を取り扱う際の参
考にしてください。
配布場所　各行政資料コーナー
（市ホームページからもご覧にな
れます）
問情報公開課

全国都市緑化かごしまフェア全国都市緑化かごしまフェア

　花壇を出展し、全国に「潤水都
市 さがみはら」をＰＲ
日３月１８日（金）～５月２２日（日）
会吉野公園（鹿児島県鹿児島市吉
野町）ほか
問水みどり環境課

国民年金保険料を前納国民年金保険料を前納（（１年か１年か

６６か月分か月分））すると割引にすると割引に

　２３年度の納付書（前納用を含む）
は、４月上旬に発送されます。２３
年度分の現金前納の支払期限は５
月２日（月）です。
問相模原年金事務所（1０４２－７４５
－８１０１）

ワーキングマザー両立応援ワーキングマザー両立応援

カウンセリングカウンセリング

～働くママ・プレママの相談室～～働くママ・プレママの相談室～

　仕事と子育ての両立の不安や悩
みについての相談
日毎月第２水曜日
時午後４時～７時（１人１時間）
会南保健福祉センター
定３人（申込順）
申電話で県労政福祉課（1０４５－
２１０－５７４６）へ
※未就学児の保育あり（要予約）

緑こども家庭相談課の緑こども家庭相談課の

非常勤社会福祉職非常勤社会福祉職

　療育相談、心理面接、巡回訪問
など
勤務　月～金曜日の午前８時３０分
～午後５時で指定する日時
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
定１人
申電話で３月２４日までに同課（1 

０４２－７８３－８１２９）へ

保健福祉相談員（非常勤特別職）保健福祉相談員（非常勤特別職）

　精神保健福祉手帳等の申請案内
など
勤務　４月～平成２４年３月の月～
金曜日（１日６時間）で、週２日
程度（更新あり）
勤務場所　各障害福祉相談課
報酬　日額１万５００円
対保健師か精神保健福祉士等の資
格があるか、保健福祉に関する相
談業務に従事した経験がある人
定若干名
申履歴書（写真貼付）を直接か郵
送で３月２２日までに精神保健福祉
課（〒２５２－５２７７　中央区中央２－
１１－１５　1０４２－７６９－９８１３）へ

藤野駅周辺駐車場の管理員藤野駅周辺駐車場の管理員

（非常勤特別職）（非常勤特別職）

　駐車場利用の受け付け、駐車料
の徴収、自転車等の整理など
勤務　４月～平成２４年３月の週４
～５日で、午前６時３０分～１１時１５
分、午前１１時～午後３時４５分、午
後３時３０分～８時１５分の交代制
報酬　日額３，８９５円
対市内在住の人＝１人
申履歴書（写真貼付）を持って、
３月１８日（金）午前９時～午後４
時に、緑土木事務所藤野土木班
（1０４２－６８７－５５１２）へ
※受付時に簡単な面接あり

こども家庭相談員（非常勤特別職）こども家庭相談員（非常勤特別職）

　子どもの養育や婦人保護、母子・
父子家庭の自立支援等の相談業務
勤務　５月～平成２４年３月で月～
金曜日のうち４日、午前９時～午
後５時
報酬　月額２４万６，１００円
対保育士や社会福祉士などの資格
がある人＝若干名
※応募要項の郵送を希望する人は
電話で申込先へ
申履歴書（写真貼付）を直接か郵
送で３月２８日までにこども青少年
課（〒２５２－５２７７　中央区中央２
－１１－１５　1０４２－７６９－８２３２）へ

「泳げ鯉のぼり相模川」の「泳げ鯉のぼり相模川」の

ボランティアボランティア

時午前９時
申はがきに住所、氏名、年齢、性
別、電話番号、参加希望日、「鯉
のぼりボランティア」と書いて、
３月３１日までに同実行委員会事務
局（田名まちづくりセンター内
〒２５２－０２４４　中央区田名４８３４　1 

０４２－７６１－００５６）へ

市民農園の利用者再募集市民農園の利用者再募集

募集農園　レクリエーション農園
（田名Ａ、上溝Ｅ、横山台Ｆ、麻溝
台、陽光台Ｂ）、生きがい農園（谷口）
※利用期間、募集区画数など詳し
くは、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
覧ください。

募集案内と申込書の配布場所
農政課、高齢者福祉課、各経済観
光課、緑区役所総務課、南区役所
情報提供コーナー、各まちづくり
センター・出張所・連絡所・公民
館・図書館
申申込書を３月３１日までに農政課
（1０４２－７６９－８２３９）へ

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

①シェイプアップ教室〈全３回〉
日３月２５日（金）～２７日（日）
時午前１１時～正午
対高校生以上の人
費６００円
②健康講座
日時３月２７日（日）午後３時～４時
対６０歳以上の人
費２００円（６５歳以上の人、障害者
は無料）

◇　　　◇
定各２０人（申込順）
申直接か電話で、①３月２４日②２６
日までに同プール（1０４２－７５８－
３１５１）へ

ウオーキングツアーウオーキングツアー「「春を訪ねて春を訪ねて！！

オープンガーデンめぐり」オープンガーデンめぐり」

　コミュニティバスで移動後、大
島のオープンガーデン、相模川自
然の村、内水面試験場などを見学
日３月３０日（水）
集合　午前８時４５分に橋本駅
定２０人（申込順）
費５７０円（バス、保険代）
申電話で市みどりの協会（1０４２
－７７７－２８６０）へ

県立相模原公園サカタのタネ県立相模原公園サカタのタネ

グリーンハウスの催しグリーンハウスの催し

①プリムラ展
日３月１８日（金）～２１日（祝）
②「芝山勇夫」水彩画展、「墨彰
会」水墨画展
日３月２７日（日）まで
③水墨画体験教室
日３月２６日（土）
定２０人（先着順）
④春休み子どもコンサート
　マリンバ演奏とチョウチョのミ
ュージカル　
日３月２７日（日）
⑤春の洋ラン展
日３月２９日（火）～４月３日（日）
※ランの即売あり

◇　　　◇
時①②⑤午前９時３０分～午後４時
③午後１時３０分④午前１１時、午後
１時
※希望者は直接会場へ
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

みんなで歩こう！みんなで歩こう！

城山湖とかたくりの里城山湖とかたくりの里〈〈１１㎞１１㎞・・１６㎞１６㎞〉〉

日３月２９日（火）〈小雨決行〉
集合　午前９時２０分までにＪＲ相
原駅前広場
費５００円
※希望者は昼食・飲料水を持って
直接集合場所へ
問市ウオーキング協会（1０９０－
４１３４－５８０８）

春休み交通安全教室春休み交通安全教室

　交通安全指導員による自転車の
正しい乗り方の指導や、交通安全
映画の上映
日３月２９日（火）～４月１日（金）
時午前１０時～１１時３０分、午後１時
３０分～３時３０分
会交通公園（鹿沼公園内）
対小学生以下の子どもとその保護者
※自転車実技は小学生のみ
※希望者は直接会場へ
問生活安全課

障害児・者向けの催し障害児・者向けの催し

バスレクリエーション
　マザー牧場（千葉県）で動物ふ
れあいイベントや、ジンギスカン
ランチなど
日４月２４日（日）
時午前８時～午後６時
対市内在住か在勤・在学の障害児・
者とその付き添い
定２０組４０人（抽選）
費１組３，６６０円（昼食代、入場料）
申直接か電話、ファクスに住所、
氏名、電話番号、「バスレクリエ
ーション」と書いて、３月３１日まで
にけやき体育館（1０４２－７５３－９０３０　
6０４２－７６９－１２００）へ
大平山（山中湖畔）登山
日５月２２日（日）
集合　午前７時３０分にＪＲ小田原駅
対①車いすを使用②車いすを使用
しない、内臓・心臓疾患がない身
体障害者＝①２４人②３０人、③ボラ
ンティア＝１９２人（申込順）
費①②無料③５，０００円（大学・高校
生２，５００円、中学生１，５００円、小学
生１，０００円）
申電話か、ファクスに住所、氏名、
年齢、血液型、電話番号を書いて、
５月１５日までに山岳集団ベルクク
ラブ（1０４６５－２３－０４１６　6０４６５
－２３－６２９０）へ

４月２日～８日は発達障害啓発週間４月２日～８日は発達障害啓発週間

市自閉症児・者作品展市自閉症児・者作品展

～心を揺さぶるアートの世界～～心を揺さぶるアートの世界～ 

　絵画や写真、自閉症に関するパ
ネルを展示
日３月２８日（月）～４月１０日（日）
時午前８時３０分～午後１０時
会あじさい会館
問同館（1０４２－７５９－３９６３）

相模川ふれあい科学館の催し相模川ふれあい科学館の催し

メダカの水族館
～のぞいてみようメダカの世界～
日３月１９日（土）～５月８日（日）
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）
３月の休館日　２２日（火）
問同館（1０４２－７６２－２１１０）

子育てサロン子育てサロン「「かかみみみぞ ひだまり」みぞ　ひだまり」

１周年記念シンポジウム１周年記念シンポジウム

　商店街での子育て支援の意義と
可能性について
日時３月２７日（日）午後１時～４時
会同所（中央区上溝５－１－１１）
※希望者は直接会場へ
問上溝商店街振興組合（1０４２－
７６１－４００７）

お知らせ 

募　　集 

イベント 

会　場日にち内　容
田名小学校
体育館４月１７日（日） 鯉 のぼり

こい

の補修
相模川
高田橋上流

４月２８日（木）上げ作業
５月６日（金）下げ作業
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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）読者のひろばあそびの学校スペシャルあそびの学校スペシャル

　遊びのコーナーや軽スポーツ、
工作など
日時３月２７日（日）午後２時～４時
会青少年学習センター
対市内在住か在学の小学生
定１００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同センター（1０４２－７５１－００９１）

視聴覚ライブラリーの催し視聴覚ライブラリーの催し

相模原なつかし映画館
　「朝日ニュース」（昭和３０年）、
「さくらまつり～市制２０周年記念
～」（昭和４８年度制作）ほか
日時４月８日（金）午後２時～４時
お楽しみ時代劇鑑賞会
　風間杜夫主演「銭形平次」第１１
話「つっぱりお恵」
日４月９日（土）
時午前１０時３０分～１１時１５分
月例子ども映画会
　「ミッキーマウスのバンドコン
サート」、「ねずみくんのチョッキ」
ほか
日４月９日（土）
時午後２時～３時３０分
※幼児は保護者同伴

◇　　　◇
会市立図書館（中央区鹿沼台）
対市内在住か在勤・在学の人
定各１８０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同ライブラリー（1０４２－７５３－
２４０１）

いろり端の昔ばなしいろり端の昔ばなし

　いろりを囲んでの懐かしい昔話
日３月２７日（日）
時午前１０時～１１時３０分
会古民家園（相模川自然の村公園内）
定４０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問文化財保護課

エコギャラリー企画展エコギャラリー企画展

母なる川 相模川母なる川　相模川

　相模川の自然と人々のくらしを
テーマにした写真展
日５月８日（日）まで
※第３木曜日は休館
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）

ソレイユさがみの催しソレイユさがみの催し

いろいろあります人生は
～安心と幸せなくらしのススメ～
日時３月２６日（土）午後１時３０分～３時
定３０人（申込順）
であいのサロン
　おしゃべりの中から自分らしい
生き方をみつける場
日時４月１１日（月）午前１０時～正午
定３０人（申込順）
子育ておしゃべりサロン
　自分らしい子育てをみつける場
日４月１８日（月）
時午前１０時３０分～１１時３０分
対初めて１歳未満の子を子育てし
ている親子＝１０組（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　シティ・
プラザはしもと内６階　1０４２－
７７５－１７７５　6０４２－７７５－１７７６）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り（要予約）

薬用植物の栽培・加工体験講座薬用植物の栽培・加工体験講座

〈〈全１０回全１０回〉〉

　薬用植物（ハトムギ・エビスグ
サなど）の種まき、除草、収穫、
加工作業を体験
日４月～１２月の原則月１回火曜日
時午前１０時～午後４時
会北里サテライトガーデン（南区
麻溝台）ほか
対市内在住か在勤の人＝２０人（抽選）
申はがきかＥメールに住所、氏名、
電話番号、「薬用植物の栽培・加工
体験講座」と書いて、３月３１日まで
に農政課（〒２５２－５２７７　中央区中
央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２３９
Ｅ nousei０２@city.sagamihara.ka 
nagawa.jp）へ

国際講演会 国  際  講  演  会 
こく さい こう えん かい

「今、伝えたいこと！ ＤＶと人権」「 今 、 伝 えたいこと！　ＤＶと 人  権 」
いま つた じん けん

日３月   ２０ 日 （ 日 ）
がつ か にち

時 午  後 １時   ３０ 分 ～３時   ３０ 分 
ご ご じ ぷん じ ぷん

会さがみはら 国  際  交流 ラウンジ
こく さい こうりゅう

定４０ 人 （ 先着順 ）
にん せんちゃくじゅん

※ 希  望  者 は 直接  会場 へ
き ぼう しゃ ちょくせつ かいじょう

問同   ラウンジ（1０４２－７５０－４１５０）
どう

幼児食セミナー幼児食セミナー

　栄養士による離乳食完了後の幼
児食について
日４月２日（土）・３日（日）
時午前１１時～正午、午後１時３０分
～２時３０分
会伊勢丹相模原店（南区相模大野）
定各１５人（申込順）
申電話でこども青少年課（1０４２－
７６９－９８１１）へ

親子工作教室親子工作教室

　オリジナル和紙を使ったランプ
シェードの製作
日時３月２７日（日）午前１０時～正午
会さがみはら北の丘センター
対市内在住か在学の小学生とその
保護者＝２０人（申込順）
※小学校２年生以下は保護者同伴
費５００円
申直接か電話で同センター（1０４２ 
－７７３－５５７０）へ

かながわ食育出前講座かながわ食育出前講座

「食と健康の関わりについて」「食と健康の関わりについて」

日３月２７日（日）
時午前１０時～正午
会サン・エールさがみはら
定２０人（抽選）
申往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「かながわ食育出前講座」
と書いて、３月２３日までに同所（〒
２５２－０１３１　緑区西橋本５－４－
２０　1０４２－７７５－５６６５）へ

パソコン研修４月コースパソコン研修４月コース

　パソコン無料体験（９０分）、パ
ソコン入門、ワード（文書作成）・
エクセル（表計算等）各基礎、電
子メール、ホームページ作成など
会産業会館
定各１０～１５人（申込順）
費３時間コース４，０００円から
申電話かインターネットで同館
（1０４２－７５３－８１３３　ＨＰ http:// 
www.sankai０６.jp/）へ

講演・講座 

掲載の申込方法は
毎月１日号でお知らせします

　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。　　　　　
▼ふるさとコンサート～地元の音大
生がおくる春の風～　３月２１日（祝）
午後２時～４時、南市民ホール。定
員３９０人（先着順）　�問 須山（1０８０－
５１９５－７９５９）
▼光明学園相模原高校吹奏楽部定期
演奏会　曲目はマーチ「春風」ほか　
３月２２日（火）午後５時３０分～７時
３０分、 杜 のホールはしもと　�問 田中

もり

（1０４２－７７８－３３３３）
▼地域活動パネルディスカッション
テーマは「政令指定都市のために若
者は何ができるのか？」　３月２６日
（土）午後２時～５時３０分、市民会館。
定員１５０人（申込順）　�申 電話で国際
ロータリー第２７８０地区ローターアク
トの福本（1０９０－５９９６－８６７０）へ
▼真向法体操体験　３月３０日（水）
午前１０時～１１時４５分、大野南公民館。
対象は中高年　�問 石川（1０４２－７５８
－４１２５）
▼横浜水道みちを歩く（小雨決行）　
横浜野毛山公園まで歩きます。４月
９日（土）午前５時４５分～午後６時　
飲食物等を持って津久井中央公民館
に集合。費用３００円　�問 田上（1０９０
－５５４９－７９８０）
　　　　　　会費などは個別にお問い　
　　　　　　合わせください。
▼ジャズダンス　毎週金曜日午後７
時３０分、青少年学習センター。対象
は中学生以上の人　�問 進藤（1０８０－
５３８２－８３３８）
▼ペン字　第２・第４土曜日午後１
時、市民会館　�問 �橋（1０４２－７５６
－５５６１）
▼社交ダンス　毎週土曜日午後２時、
上溝公民館ほか　�問 村上（1０９０－
４８２９－９８５１）
▼社交ダンス　毎週木曜日午後７時
３０分、上溝中学校体育館。対象は初
心者　�問 秋山（1０９０－２７４９－９６６０）
▼ 杖  道 ・居合道　毎週火曜日午後６

じょう どう

時、総合体育館剣道場。対象は初心
者　�問 小林（1０８０－５０４２－４８９５）
▼英会話　月２回金曜日午後１時、
大野北公民館ほか。対象は中・上級
者　�問 長田（1０４２－７４４－７７９１）
▼太極拳　毎週火曜日午前１０時、総
合体育館。体験・見学歓迎　�問 浅海
（1０４２－７４４－４６８４）

催 し

仲 間

国民健康保険税　第１０期

納期限　３月３１日（木）

ココンビニエンスストアンビニエンスストア
でも納付できますでも納付できます　　

納納税は便利な口座振替で税は便利な口座振替で
申金金融機関の窓口へ融機関の窓口へ
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● 毎月１５日発行 ●

２０１１年 平成２３年 区の人口・世帯 

〒２５２－５１７７　相模原市緑区橋本６－２－１ 
　　　　　　 シティ・プラザはしもと内 

発行／相模原市　　編集／緑区役所総務課 

1０４２－７７５－８８０２ 

人　口 人  １７６,１９２
世帯数 世帯  ７０,０２９

平成２２年１０月１日現在 
２２年１０月１日に行われた国勢調査の速報値（概数） 

ふしのキッスシアターふしのキッスシアターふしのキッスシアター

４４月月１１００日日はは統統一一地地方方選選挙挙のの投投票票日日でですす
　政令指定都市への移行により緑区が一つの選挙区になり、市議会議員
選挙と県議会議員選挙は緑区から立候補している候補者へ投票すること
になります。

お問い合わせ　緑区選挙管理委員会事務局　1０４２－７７５－８８２０

全校児童で「のこった！のこった！」

内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校
　内郷小学校では、１８０人の児童が元気に生活して
います。学校の一番の自慢は、毎年春に全校児童で

行う相撲大会です。この土俵
は、昭和５７年にPTAや地域
の人が一体となり、健全な児
童の育成を願い、手作りしてくれたものです。
　その心が今でも受け継がれ、今年は「やる気・本気・
真剣勝負」を合言葉に、正々堂々と戦いました。
　お互いに全力でぶつかる喜びや感謝の気持ちを感じ
ることができる心を育てています。

無いところから作る楽しさ

　「いわゆる日曜大工です」と話す緑区若葉台在住の加藤
郁二さんは、物づくりのアドバイスをするＤＩＹアドバイ
ザーとして、執筆やテレビなどで活躍しています。
　自宅の老朽化した玄関ドアの再生や、棚、フェンスの作
成なども自身で行うほか、「いろいろなことに挑戦して、
自分の好きな分野を発見してほしい」と、地域の児童クラ
ブで木工教室を開催。また、自治会でも、家具の転倒防止対
策や火災警報器の取り付けなどの講演を予定しています。
　カメラの設計の仕事をしていた加藤さんは、「何も無い

ところから物をつくる楽しさを体験してほしい」と、好きでしょうがない物
づくりの技術を生かして、地域貢献に取り組んでいます。

破顔一笑 破顔一笑 破顔一笑 

学びや行進曲 学びや行進曲 学びや行進曲 

ふふじじののキキッッズズシシアアタターーはは、、子子どどももたたちちににあありりののままままのの自自分分をを表表現現ででききるる
「「居居場場所所」」をを作作りりたたいいとと、、地地域域のの母母親親たたちちととアアーーテティィスストトららのの協協力力にによよりり
誕誕生生ししたた劇劇団団でですす。。
メメンンババーーはは藤藤野野地地区区のの小小・・中中学学生生。。公公演演にに向向けけ、、楽楽
ししみみななががらら練練習習にに励励んんででいいまますす。。練練習習をを通通ししてて、、新新たた
なな発発見見やや交交流流がが生生ままれれ、、成成長長ししてていいききまますす。。
団団長長をを務務めめるる藤藤野野南南小小学学校校６６年年生生のの柿柿澤澤由由輝輝くくんん
はは、、「「メメンンババーーををままととめめるるののはは大大
変変でですすがが、、みみんんなな真真剣剣にに取取りり組組んん
ででいいまますす」」「「練練習習はは楽楽ししいいでですす」」
とと話話ししまますす。。
子子どどももたたちちとと地地域域がが一一丸丸ににななっっ

ててすすててききなな作作品品ががででききああががりりまますす。。

日　時　３月２５日（金）午後６時３０分　　会　場　ソレイユさがみ（緑区橋本６－２－１）
傍聴席数　１０席（抽選）　※傍聴希望者は午後６時１０分～２５分にソレイユさがみセミナールーム４へ

お問い合わせ
緑区役所地域政策課　1０４２－７７５－８８０１

緑緑区区ののシシンンボボルルママーークク・・カカララーーをを選選んんででくくだだささいい

対　象　緑区内在住か在勤・在学の
人、緑区内で活動している人

投票方法　右の６点の候補作品の中
から１つを選び、投票場所にあ
る投票用紙で投票してください。

※投票は、一人１回のみ
※作品の制作意図等は市ホームペー
ジかポスターをご覧ください。

お問い合わせ　緑区役所地域政策課　1０４２－７７５－８８０１

次回の区民会
議

全
力
で
の
ぶ
つ
か
り
あ
い

全
力
で
の
ぶ
つ
か
り
あ
い

真剣勝負で正々堂々と真剣勝負で正々堂々と

加藤郁二さん加藤郁二さん

３３月月・・４４月月はは、、「「区区民民課課」」のの窓窓口口がが混混雑雑ししまますす
　転入・転出などの届け出や住民票の写しなどの発行の申請で窓口が混
雑します（特に週明けの月曜日等）。混雑予想は市ホームページの 暮ら
しの情報 → 戸籍・住民票 からご覧になれます。
※土曜日開庁もありますので、ご利用ください。開庁日時など詳しくは
コールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へお問い合わせください。

お問い合わせ　緑区役所区民課　1０４２－７７５－８８０３

投票時間投票期間投票場所

午前８時３０分～午後５時４月８日（金）まで
（土・日曜日、祝日を除く）

緑区役所地域政策課
各まちづくりセンター緑

区
内
の

各出張所

各公民館の開館時間内４月８日（金）まで
（休館日を除く）各公民館

① ② ③

④ ⑤ ⑥

緑区以外から立候補している人に投票すると
無効になりますので、注意してください。

ふじのキッズシアター１０周年記念公演
日日 時　時 ３月　３月２６２６日（土）午後５時～６時日（土）午後５時～６時３０３０分分

２７　　　　　　２７日（日）午前日（日）午前１１１１時～午後０時時～午後０時３０３０分分
会 場会　場 県立藤野芸術の家　県立藤野芸術の家
演 目演　目 未来はぼくらを待っている（原案「夢の　未来はぼくらを待っている（原案「夢の

海賊」）海賊」）
入場料入場料　５００５００円（高校生以下は無料）円（高校生以下は無料）
※観覧希望者は、直接会場へ※観覧希望者は、直接会場へ

お問い合わせ 同事務局の斉藤さんお問い合わせ　同事務局の斉藤さん　11０４２－６８９－２５７６０４２－６８９－２５７６

昨年の公演の様子昨年の公演の様子




