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8 みんなの　スポレク情報 9

 今号の主な内容 L I N E U P

成年後見制度を知っていますか？ 成年後見制度を知っていますか？ 成年後見制度を知っていますか？ 

始まります ２０１０国勢調査 2

事業仕分けを実施しました 3

6 7

初出場の藤野リトルリーグが全国制覇 

広報 広報 
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　８月２０日～２２日、長野県松本市で行われた２０１０
ザバス杯全国選抜リトルリーグ野球大会に初出
場し、優勝した藤野リトルリーグの皆さんが、
８月３０日、加山市長を訪問しました。森久保拓
磨主将は「みんなが一丸となって戦った結果が
優勝で、すごくうれしいです」とあいさつしま
した。 
　加山市長は「うれしい報告をありがとう。厳
しい練習の成果が試合に表れたものと思います」

と健闘をたたえ、称讃の楯を贈りました。 
お問い合わせ　スポーツ課　1０４２－７６９－９２４５ 

たて しょう さん 
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　国勢調査は、日本に住んでいるすべての人・世帯を対象にした、５年に１度行われる国の最も重要な統計調査です。

国勢調査の結果は国や都道府県・市区町村で行う行政の基礎資料として利用されるほか、教育、企業、学術などの

幅広い分野で利用され、私たちのより良い暮らしや住みやすいまちづくりに生かされます。私たちの住むまちの正

確な姿を知るために、調査へのご協力をよろしくお願いします。

国勢調査の結果は何に使うの？

  ９月２３日から調査票を配布し ９月２３日から調査票を配布 
　調査員証を携帯した調査員が、９月２３日（祝）～３０
日（木）に各世帯を訪問し、調査書類を配布します。 

１０月１日から調査票を回収 １０月１日から調査票を回収 
　１０月１日（金）～７日（木）に調査員が再度訪問し、調
査票を回収します。記入した調査票は「調査書類収納
封筒」に入れ、封をした上で調査員に提出するか、郵
送で提出してください。 

調査結果の公表 

　調査の結果は、人口・世帯数が２３年２月に速報値と
して公表されます。そのほかの集計結果も順次公表さ
れます。 
　本市の結果については、市ホームページなどで順次
公表し、最終報告書は、各図書館などで閲覧ができる
ようになります。 

記入は鉛筆かシャープペンシルで 

　調査項目のほとんどはマークを塗りつぶすか数字を
記入するだけになっています。また、今回から「家計
の収入の種類」や「就業時間」といった回答しづらい
調査項目は廃止になりました。「調査票の記入のしか
た」を見ながら間違いがないよう記入してください。 

　１０月１日現在、日本に住んでいるすべての人が調査
の対象です。事前に各世帯に「国勢調査のお知らせ」
を配布します。 

日本に住むすべての人が対象 

調 査 の 流 れ  

　国勢調査の結果は衆議院の選挙区割りや、政府の地方交付
税・補助金などの算定基礎として用いられ、行政の公平・公正
性の確保に役立てられています。そのほか福祉や雇用、都市
計画、防災などの行政施策にも利用されます。
　また、市区町村単位より細分化した統計結果も得ることが
できるため、地域の特色に応じたさまざまな施策の資料とし
て、より良い暮らしや住みやすいまちづくりに生かされます。

　性別、年齢別、産業・職業別の人口や世帯人員などは、総合計画や長期ビジョン、まち
づくり計画、都市・交通計画など市のさまざまな施策に活用されます。また、将来人口・
世帯数の推計にも活用され、今後の施策の重要な資料になります。

　災害時の被害の大きさは人口や人口密度、災害発生時刻などによって異なります。特に、
昼と夜の人口が大きく異なる都市部では、災害がいつ発生しても十分に対応できるよう備
える必要があり、避難人口の推移や防災マップなどの被害予測に活用されます。

　国勢調査でわからないことは、専用コールセンターへお問い合わせください。
期　間　９月２０日（祝）～１０月３１日（日）
時　間　午前９時～午後８時
※土・日曜日、祝日も利用できます。

市国勢調査専用コールセンター 1０４２－７７６－３７１１

みんなで描く 日本の自画像
国勢調査は始まります

お問い合わせ　情報政策課　1０４２－７６９－８３３０

行政上の計画の策定に利用

防災対策に利用

　調査員は腕章と写真
付きの調査員証を身に
付けています。調査票
を提出するときは、調
査員であることを確認
してから提出してくだ
さい。

なりすましに注意！

専用コールセンターを開設します

郵送提出用封筒

調査票

記入のしかた

調査書類収納封筒

配布される
調査書類

　調査票は調査員への提出のほか、郵送で提出ができるようになりました。

郵送で提出するときは調査票等の配布時に同封する、郵送提出用封筒に調

査票を入れ、ポストに 投  函 してください。郵送料はかかりません。また、
とう かん

封筒は区ごとに色分けされていて、緑区は緑、中央区は青、南区はピンク

です。なお、調査員へ提出する場合も封筒に入れ、封をしてから提出して

ください。

調調査査票票のの提提出出がが郵郵送送ででもも可可能能にに

見 本
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仕分け結果事業名
市（要改善）さがみはらネットワークシステム（施設予約）運用管理事業

不要安全・安心まちづくり啓発推進事業
（安全・安心マップパソコン情報提供業務）

民間「相模湖ふるさとの森キャンプ場」管理運営事業
市（要改善）ソレイユさがみ女性相談事業
市（要改善）福祉機器展示室（ウェルネスさがみはら２階）運営委託業務
市（要改善）生きがい農園運営事業
市（要改善）陣馬山ハイキング事業
不要幼児養育費支給事業
市（要改善）介護家族支援事業
市（要改善）スズメバチ駆除委託事業
市（要改善）峰山霊園公園墓地整備事業
市（要改善）廃棄物処理施設等ダイオキシン類等測定検査事業
不要不法投棄対策夜間警備委託事業
不要ペットボトル・白色トレイ拠点回収事業
不要道路愛護啓発事業
市（要改善）歩行空間カラー化事業
市（要改善）雨水浸透施設設置助成事業（合流式→分流式切り替え）
市（現行どおり）河川維持管理費（除草業務）
市（要改善）外国人英語指導助手活用事業
市（要改善）※拡充中学生職場体験支援事業

お問い合わせ　経営監理課　1０４２－７６９－９２４０

パブリックコメント 
ご意見をお寄せくださいご意見をお寄せください

　市民の皆さんのご意見を取り入れた条例を策定するため、ご意見をお
待ちしています。

※採用は、原則、平成２３年４月１日以降です。
※詳しくは、人事委員会事務局、各区役所総務課・まちづくりセンター
等にある受験案内をご覧ください。
申し込み　受験案内に付いている申込書等（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）を郵送で、９月２８日（消印
有効）までに人事委員会事務局へ

第１次選考日　１０月１７日（日）　けやき会館
お問い合わせ　人事委員会事務局　1０４２－７６９－８３２０

担当課・電話・ファクス・Ｅメール内　容件　名

保育課
1０４２－７６９－９８１２
6０４２－７５９－４３９５
Ｅメール　hoiku@city.sagami 
hara.kanagawa.jp

市の認定を受けた人が「家
庭的保育者」となり、自宅
等で児童を預かって保育サ
ービスを提供する事業を実
施するための条例

市家庭的保
育事業によ
る保育の実
施に関する
条例（案）

環境保全課
1０４２－７６９－８２４１
6０４２－７５３－９４１３
Ｅメール　kankyouhozen@city.
sagamihara.kanagawa.jp

盛土等の行為の適正化を一
層推進するための条例

市盛土等の
規制に関す
る条例改正
（案）

条例（案）の閲覧場所　担当課、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 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メールに住所、氏名、電話番号

を書いて、１０月１４ 日（必着）に各担当課（〒２５２－５２７７　中央区
中央２－１１－１５）へ

受験資格職務内容採用予定
人数選考区分

次の要件をすべて満たす人
○昭和５５年４月２日～平成５年４
月１日に生まれた人

○身体障害者手帳の交付を受けて
いる

○自力で通勤、職務遂行が可能
○活字印刷文か点字による出題に
対応可能

一般行政
事務

２人程度
身体障害者
を対象と
する行政

日日本本脳脳炎炎ワワククチチンン２２期期接接種種対対象象者者もも接接種種可可能能にに
　昨年６月に発売された新ワクチンが、新たに２期接種対象者にも公費（無料）
で接種できるようになりました。
対　象　９歳～１３歳未満の人
接種回数　表のとおり
※１期で接種できなかった回数を２期で
接種できるようになりました。

予　約　電話で各医療機関へ
※接種できる医療機関は、各区役所区民課・まちづくりセンターなどにある予
防接種のしおりか市ホームページの 暮らしの情報 → 健康・衛生・医療 →
感染症予防 → 予防接種 → 子どもの予防接種 をご覧ください。

※予診票は医療機関にあります。接種の際は母子健康手帳を持参してください。
※２回以上接種する場合の接種間隔は、医師に確認してください。
※２期接種対象者に対する個別通知は行いません。

お問い合わせ　疾病対策課　1０４２－７６９－８３４６

　７月３１日（土）と８月１日（日）に事業仕分けを実施しましたので、次のとおり結果をお知らせします。
　なお、仕分け結果は最終的な結果ではありません。今後、仕分け結果を受けた市の対応方針を策定し、公表する予定です。

事業仕分けを実施しました

お問い合わせ　市営相模原駅南口自転車駐車場　1０４２－７５５－１１５２

仕分けの区分と結果集計
市（
現
行

ど
お
り
）

市（
要
改

善
）

広
域

国
・
県

民
間

不
要

１２２００２１５

通勤・通学に便利！
市営相模原駅南口自転車駐車場でレンタサイクル開始市営相模原駅南口自転車駐車場でレンタサイクル開始
　１０月１日から、市営相模原駅南口自転車駐車場でレンタサイクル（５０台）の
貸し出しを始めます。通勤・通学や相模原駅周辺の買い物、用事の際などに、
新たな交通手段として、ぜひ利用してください。
利用前に登録が必要です
　登録は身分証明書を持って、直接、同自転車駐車場へ。定期利用の登録は９
月２５日から受け付けを開始します。
登録受付時間　午前６時３０分～午後６時３０分（日曜日、祝日、

１２月２９日～１月３日を除く）
対　象　原則、高校生以上の人　
※登録は無料。利用当日の登録もできます。
※定期利用は、利用前月の２５日から受け付けます。
貸し出し（１２月２９日～１月３日を除く）

市職員を募集市職員を募集
（身体障害者対象）（身体障害者対象）

高齢者被害特別相談を実施高齢者被害特別相談を実施

　悪質商法などによる高齢者の被害が拡大しています。訪問販売や電話による
勧誘販売など消費者トラブルでお困りの人は、まず電話で相談してください。
日　時　９月１７日（金）まで  午前９時～正午、午後１時～４時
会　場　北消費生活センター　　　1０４２－７７５－１７７０
　　　　相模原消費生活センター　1０４２－７７６－２５１１
　　　　南消費生活センター　　　1０４２－７４９－２１７５

９都県市合同

２期接種回数１期接種済み回数

４回０回

３回１回

２回２回

１回３回

仕分け結果事業名
不要職員厚生会交付金

市（要改善）教職員互助会補助金

市（要改善）銀河連邦サガミハラ共和国事業
市（要改善）魅力ある公共建築づくり推進事業
不要さがみはら都市みらい研究所ホームページ運用管理業務
不要市民意識調査事務
不要横浜水道みちサイクリングツアー事業
不要津久井地区小学生宿泊体験事業
市（要改善）住宅用太陽光発電システム設置補助事業
不要青年（高校生）海外派遣事業
市（要改善）まなびなおし塾（若者の自立・就労支援事業）
不要公共図書館におけるビジネス支援事業
不要特産品開発支援事業
市（要改善）既存非木造共同住宅耐震化促進事業
不要相模大野地区駐車場案内表示機維持管理事業
不要民間自動車駐車場整備促進事業
市（要改善）合併処理浄化槽設置補助事業
市（要改善）トイレ水洗化促進事業
民間津久井生涯学習センター管理運営経費
市（要改善）視聴覚ライブラリー施設運営事業

料　金（前払い）貸出時間

１００円午前６時３０分～午後６時３０分
※利用は翌日の午前６時３０分まで1日利用

１か月　一般２，０００円、学生１，５００円
２４時間定期利用

３か月　一般６，０００円、学生４，５００円
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お問い合わせ　文化振興課　1０４２－７６９－８２０２

ふれあい万華鏡づくり教室
　ビーズやガラスなどを使いオリジナリティあふれる作品を作ります。
日　時　１０月７日（木）午前１０時～正午
会　場　老人福祉センター渓松園
対　象　６０歳以上の人＝１５人（申込順）　　
費　用　１，２００円
申し込み　直接か電話で、９月３０日までに同園（1０４２－７６１－９２９１）へ

会　場　シルバー人材センター中央事務所
対　象　市内在住の６０歳以上の人
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、教室名、「健康麻

雀」は経験の有無を書いて、９月３０日（必着）までに、同事務所
（〒２５２－０２３６　中央区富士見４－３－１　1０４２－７５４－１１７７）へ

趣趣味味ががつつななげげるる地地域域交交流流

シルバーいきいきライフ講習会シルバーいきいきライフ講習会
費　用定員（抽選）日　時教室名

各１，０００円
３２人１０月１８日（月）～２０日（水）

午前９時３０分～午後３時３０分健康麻雀〈全３回〉

１５人１０月２１日（木）・２２日（金）
午前９時～午後１時男の料理〈全２回〉

６００円８人１０月２５日（月）・２６日（火）
午前９時～午後４時

初心者コンパクト
デジタルカメラ
〈全２回〉

芸芸術術のの競競演演 政令指定都市移行記念

市市民文化祭民文化祭
　市民の皆さんの日ごろの文化・芸術活動の成果
を発表します。

会　場時　間日にち分　野

相模原
市民ギャラリー
（中央区相模原）

午前１０時～午後６時９月２４日（金）
　～２８日（火）絵　画

展
示
※

午後３時～４時９月２８日（火）講評

午前１０時～午後６時１０月１日（金）
　～５日（火）写　真

午後６時～７時１０月３日（日）講評

あじさい会館
（中央区富士見）

午前１０時～午後６時
（盆栽のみ１０月３１日
は午後４時まで）

１０月３０日（土）～
１１月３日（祝）　

文　芸
（川柳・俳句　
　短歌・現代詩）

建築文化

郷土資料

盆　栽

午前１１時～午後４時１０月３１日（日）・
１１月３日（祝）　茶会（ 立礼 ・和室）

りゅうれい

総合学習
センター

（中央区中央）

午前９時～正午
１０月２３日（土）川柳会

文
芸
セ
ミ
ナ
ー

１０月２４日（日）
俳句会

午後１時～４時短歌会

午前９時～正午１１月３日（祝）現代詩の会

グリーンホール
相模大野午後５時～８時１０月１０日（日）洋舞合同公演

芸
能
発
表

市体育館
（市役所前）

午前９時１５分　　　
　　～午後４時３０分

１０月１７日（日）

ダンス
フェスティバル

南市民ホール午前１０時～午後５時謡曲大会

※展示の最終日は午後４時まで

ＪＡＸＡ特別講演会

「「はやぶさはやぶさ」」偉大なる挑戦～７年間の軌跡～偉大なる挑戦～７年間の軌跡～
　小惑星探査機「はやぶさ」帰還までの苦労や喜びなど
を通して、あきらめない気持ちの大切さをお話します。
日　時　１０月９日（土）午後２時～４時
会　場　桜美林大学プラネット淵野辺キャンパス
講　師　吉川　真さん
　　　　〈宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）准教授〉
定　員　２００人（抽選）
申し込み　往復はがき（１人１枚）に、住所、氏名、

年齢、電話番号、「ＪＡＸＡ特別講演会」と書いて、９月２２日（消
印有効）までに同大学外事部（〒１９４－０２９４　町田市常盤町３７５８）へ

お問い合わせ　桜美林大学インフォメーションセンター　1０４２－７９７－１５８３

大大野野北北地地区区のの文文化化財財めめぐぐりり

鎌倉時代の史跡と軍都の名残鎌倉時代の史跡と軍都の名残
　中央区上矢部の 板  碑 ・土塁や相模陸軍造兵

いた び

 廠 跡などの文化財を案内・解説します。
しょう

日　時　１０月２日（土）午前９時３０分～正午ごろ
集合場所　矢部駅改札口　解散場所　淵野辺駅　定　員　５０人（先着順）
※希望者は直接集合場所へ

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１

わかたけ元気倶楽部わかたけ元気倶楽部〈全５回〈全５回〉〉

　中国体操（練功十八法）やストレッチ、簡単なリズム体操などを組み合
わせ、健康増進をめざします。

日にち　９月３０日～１０月２８日の毎週木曜日
時　間　午前９時３０分～１１時
会　場　老人福祉センター若竹園
対　象　６０歳以上の人＝２０人（申込順）
申し込み　直接か電話で、９月２５日までに同園
　　　（1０４２－７４６－４６２２）へ

相相模模川川ふふれれああいい科科学学館館

敬敬老老のの日日 シシニニアア無無料料デデーー
　９月１８日（土）～２０日（祝）は６５歳以上の人の入館料が無料になります。
※年齢を証明するものが必要です。

相模川ふれあい科学館（中央区水郷田名）　1０４２－７６２－２１１０
　開館時間　午前９時３０分～午後４時３０分
　９月の休館日　２１日（火）・２７日（月）
　入館料　大人３００円、小・中学生１００円、６５歳以上の人１５０円

 あじさい大学公開講座 

宇宇宙旅行から帰った「宙旅行から帰った「はやぶさはやぶさ」」
からのメッセージを聞こうからのメッセージを聞こう

日　時　９月３０日（木）午後１時３０分～３時３０分
会　場　産業会館
講　師　國中　均さん
　　　　〈宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）教授〉
対　象　市内在住の６０歳以上の人
定　員　２００人（申込順）

申し込み　電話で９月２８日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元元気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気気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出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出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デデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデ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詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰詰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込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込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だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ元気が出るアイデアを詰め込んだ　高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ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催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催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高齢者向けの催し

吉川　真さん

 政令指定都市移行記念

磯磯部部俶俶記記念念『『遙遙かかなな友友にに』』　道志川合唱祭道志川合唱祭
　緑豊かな道志川のほとりで、県内外２０団体
による美しい歌声が響きます。ボニージャッ
クスのステージも行います。
日にち　９月２６日（日）〈小雨決行〉
時　間　午前１０時３０分～午後３時
会　場　津久井合唱館「やまびこホール」前特設ステージ（緑区青根）
※観覧希望者は直接会場へ
※当日、雨天時のお問い合わせは、午前７時～８時は津久井総合事務所（1０４２
－７８４－１１４１）、午前８時以降はコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ
前夜祭　模擬店や打ち上げ花火など青根地区の皆さんが盛り上げます。
日　時　９月２５日（土）午後６時～８時３０分
会　場　緑の休暇村センター周辺

お問い合わせ
同実行委員会事務局（津久井まちづくりセンター内）　1０４２－７８０－１４０３

國
中　

均
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。

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ししししししし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いいい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いいいっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱ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いいい 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立立立立立立立立立立立立立立立立立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博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物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館館館館館館館館館館館館館館館館館

プラネタリウム・全天周映画　　※希望者は直接会場へ
期　間　９月３０日（木）まで　　　定　員　各２１０人（先着順）
観覧料　大人５００円、４歳～中学生２００円、６５歳以上の人２５０円

 ９月１９日（日）午後１時３０分の特別番組  プラネタリウム「こだわり月夜話」
　相模原にまつわるお月見話などを紹介します。

プラネタリウム全天周映画プラネタリウム全天周映画
上映時間

午後３時３０分午後２時３０分午後１時３０分午前１１時

相模原から
金星へ

HAYABUSA 
BACK TO THE 
EARTH

こだわり月夜話銀河鉄道の夜９月１９日（日）

火～金曜日
９月１９日を
除く 相模原から

金星へ銀河鉄道の夜土・日曜日
祝日　　　

ふふじじのの体体験験のの森森ややまませせみみ 自自然然体体験験ススククーールル
日　時　１１月１３日（土）午前１０時１０分～午後３時１５分
対　象　市内在住の小・中学生とその保護者＝１５組（抽選）
活動内容　○自然・野鳥観察　○花炭焼き　○竹林間伐とクラフト
申し込み　はがき（１家族１枚）に住所、電話番号、

交通手段、全員の氏名・性別・続柄・学年、体
験したい活動（第２希望まで）を書いて、１０月
８日（必着）までに同所（〒２５２－０１８２　緑区
澤井９３６－１　1０４２－６８６－６０２５）へ

森森づづくくりりボボラランンテティィアア講講座座

青少年非行防止研修会青少年非行防止研修会　いじめ問題いじめ問題
日　時　１０月８日（金）午後７時～９時
会　場　さがみ湖リフレッシュセンター（緑区若柳）
講　師　杉浦太一さん（東京純心女子大学非常勤講師）
対　象　小・中学生の保護者、教職員など＝１００人（先着順）
※未就学児の保育あり　　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　相模湖保健福祉課　1０４２－６８４－３２１５

不不登登校校対対応応セセミミナナーー 伝伝ええるる・・受受けけ止止めめるる
　カウンセラーが、不登校に関するさまざまな情報をお話します。
日　時　１０月８日（金）午後２時～４時
会　場　青少年相談センター
対　象　不登校や登校しぶりの児童・生徒の保護者＝３０人（申込順）
申し込み　電話で同センター（1０４２－７６９－８２８５）へ

不登校生徒・高校中退者のための不登校生徒・高校中退者のための

進路情報説明会・不登校相談会進路情報説明会・不登校相談会
　高校の教員やフリースクールの職員などが相談に応じます。
日　時　１０月２日（土）午後１時～４時３０分
会　場　市民会館第１大会議室
対　象　不登校や進路で悩んでいる児童・生徒、高校中退者とその保護者
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　青少年相談センター南相談室　1０４２－７６７－５５７０

家族セミナー家族セミナー

子どもの自立と就職に向けて子どもの自立と就職に向けて〈全３回〈全３回〉〉

　若者に対する理解や就職支援のあり方などを学びます。セミナー後、
希望者に個別カウンセリングを行います。
日にち　９月２５日、１０月１６日、１１月６日の土曜日
時　間　午前１０時～正午
会　場　サン・エールさがみはら
対　象　ニートやひきこもり状態にある子どもを持つ家族＝３０人（申込順）
申し込み　電話で９月２４日までに、さがみら若者サポートステーション

（1０４２－７０３－３８６１）へ

国国民民生生活活セセンンタターー創創立立4400周周年年記記念念イイベベンントト
日　時　１０月８日（金）午後１時１０分～５時
内　容　消費者問題に関する講演とパネルディスカッション（東京会場よ

り生中継）、商品テスト施設見学
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上の人＝５０人（申込順）
申し込み　直接か電話で、９月３０日までに総合学習センター（1０４２－７５６

－３４４３）へ
※車で来場する場合は、申込時に車のナンバーを確認します。

「「相模原市構想鳥瞰図」特別公開相模原市構想鳥瞰図」特別公開
　町制１０周年を記念して
制作された同 鳥  瞰  図 を公

ちょう かん ず

開します。
期　間　９月１７日（金）
　　　　　～３０日（木）

芸芸術術のの秋秋 映映画画をを楽楽ししももうう！！

視視聴聴覚覚ラライイブブララリリーーのの映映画画会会
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）　※希望者は直接会場へ
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝各１８０人（先着順）

◇相模原なつかし映画館◇
日　時　１０月８日（金）午後２時～４時
上映作品　「のびゆく相模原」（昭和４３年）
　　　　　「相模原台地の開発」（昭和６１年）
　　　　　「相模原の炭焼き」（昭和６１年）など

◇お楽しみ時代劇鑑賞会◇
日　時　１０月９日（土）午前１０時３０分～１１時１５分
上映作品　風間杜夫主演「銭形平次」第５話「江戸っ娘気質」

◇月例子ども映画会◇
日　時　１０月９日（土）午後２時～３時３０分
上映作品　「ドナルドダックのテストパイロット」
　　　　　「おおきなかぶ」
　　　　　「ミッキーマウスのバンドコンサート」
　　　　　「ハロウィンの大冒険」

お問い合わせ　視聴覚ライブラリー　1０４２－７５３－２４０１

相模原市構想鳥瞰図

相模原の年中行事　 
～さまざまな行事と地域の特徴～　　

　市内（合併前）のさまざまな年中行事の内容やその特徴をお
話します。
日　時　９月２６日（日）午後２時～４時
講　師　入江英弥さん（國學院大學兼任講師）
定　員　２００人（先着順）　　※希望者は直接会場へ

講演会

相模原の炭焼き

○Ｃ
 
 
北
星
（
株
）

花炭焼き

市立博物館（中央区高根）　1０４２－７５０－８０３０
開館時間　午前９時３０分～午後５時
９月の休館日　２１日（火）・２４日（金）・２７日（月）

定員
（申込順）会　場日　時内　容

３０人大沼公民館１０月３日（日）
午前９時～１１時

かたりべ　中里正人氏
「木もれびの森の今・昔」

７０人環境情報
センター

１１月６日（土）
午前１０時～正午

森を楽しむ
～遊びから学ぶ森の生態学～

３０人青根小学校１２月４日（土）
午前９時～午後３時

森林療法　上原　厳先生
in 青根小学校

２００人市立博物館平成２３年１月２９日（土）
午前１０時～正午

石井誠二氏講座
～樹木の寿命～

対　象　１６歳以上の人
申し込み　電話で市みどりの協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

自自然然教教室室「「陣陣馬馬山山でで秋秋のの草草花花をを楽楽ししももうう」」
日　時　１０月７日（木）午前８時４５分～午後２時３０分
集合・解散場所　県立陣馬自然公園センター
対　象　小学生以上の人＝２０人（抽選）　　費　用　２，０００円
申し込み　往復はがきに全員の住所・氏名・年齢・電話番号、催し名を書

いて、９月２２日（必着）までに同センター（1０４２－６８７－５２７０）へ

公開
講座
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「相模原市高齢者等実態調査（平成１９年度）」より

　現在の成年後見制度がスタートしてから４月で１０年を迎えました。

　成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を判断する能

力が十分でない人に対し、その人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶこと

で、法律的に支援する制度です。高齢化などに伴い、成年後見制度を必要とする人

が年々増加していることから、市では、今年度から専門家団体と定期的に情報交換

会を行い、連携強化を図るなど、制度普及に向けた取り組みを進めています。

　そこで今回は、成年後見制度の概要や、成年後見人等の役割などを紹介します。

　認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を判断する能力が
十分でない人は、財産管理や契約手続きなどの法律行為を行うとき
に、自分では判断することが難しい場合があります。また、悪徳商
法などの被害にあうおそれもあります。

　成年後見制度は、こうした自分ひとりで判断することが難しい人
に対して、成年後見人等が身体の状態などに配慮しながら、本人に
代わって財産管理や福祉サービス等の契約手続きを行い、安心して
暮らせるように、権利を守り生活を支援する制度です。

成成年年後後見見制制度度のの種種類類

具　体　例判断する能力

日常的な買い物が自分でできず、援助が必要な人まったくない後　見

法定後見制度
日常的な買い物は自分でできるが、不動産の売買など重要な財産行為を行う場合
に援助が必要な人著しく不十分保　佐

重要な財産行為を自分で行うことは可能かもしれないが、だれかに代わってもら
ったほうが良い人不十分補　助

日常的な買い物や重要な財産行為を自分で行うことが可能な人ある任 意 後 見 制 度

ここんんななととききにに

成年後見制度が利用できます　成年後見制度が利用できます
　法定後見制度は家庭裁判所から認められた範囲内で、任意後見
制度は事前に契約した範囲内で、本人の意思を尊重し、心身の状
態や生活の状況を考慮して、福祉サービスなどの必要な契約手続
きや、本人の財産管理を行います。

すすででにに判判断断能能力力がが不不十十分分なな場場合合

法定後見制度法定後見制度

例えば
　認知症の親が訪
問販売で必要のな
い商品を購入して
困っている

成成年年後後見見人人等等ががででききるるこことと

○福祉サービス等の利用契約
○福祉施設等の入退所に関する手続き
○入院に関する手続き　　　　　など

身上監護
（契約手続き）

○預貯金の管理　　　
○年金の受領
○税金、保険料の支払い　
○不動産の売買契約
　（家庭裁判所の許可が必要）　など

財産管理

　成年後見人等の仕事は、本人の財産管理や
契約などの法律行為に限られています。
このため　　
　○食事の介助
　○実際の介護　
　○手術など医療行為の同意
などは、成年後見人等の仕事
ではありません。

利用件数は５年前に比べて４割増加　 利用件数は５年前に比べて４割増加

　成年後見制度の申し立て件
数（※１）は年々増加し、平
成２１年は２４１件と、１７年に比べ
て約４割増加しています。

※１ 後見の開始の審判・そ
の取り消し、保佐と補
助の開始の審判・その
取り消し・処分の件数

　 制度を知っている人は約２～３割制度を知っている人は約２～３割

　成年後見制度を「よく知っ
ている」「ある程度知ってい
る」人が約２０％（３０％）いる
一方、「名前だけは聞いたこ
とがある」人が４２％（３８％）、
「まったく知らない」人が３５ 
％（２３％）いるため、市では
制度の普及啓発をさらに進め
ていきます。

※（　）は６５歳以上の人

成年後見活動を行って　成年後見活動を行って
　　　　　　　神奈川県社会福祉士会　小泉　昇さん

　近年、高齢化社会の進展などに伴い、判断力が不十
分な高齢者や障害のある人を対象に行われる、成年後
見制度が注目されてきました。こうした人たちのさま
ざまな権利を守るために、とても大切な制度です。
　制度発足から１０年が経ち、制度利用が着実に広がっ
ている一方、親族関係の希薄化や親族の高齢化などに
より、専門家が成年後見人等になるケースも増えてきています。
　主な活動として、福祉施設やケアマネジャーと連携して福祉サービスの
提供を進めるほか、公共料金の支払い代行や年金の管理等の財産管理も行
っています。定期訪問を通じて、心身の状態や環境の変化などを見守り、
在宅の人だけでなく、施設を利用している人の後見も行っています。
　今後も専門性を生かした成年後見活動をより充実させていきたいと考え
ています。社会福祉士のほか、多くの専門家が後見活動を行っていますの
で、気軽に相談してください。

お問い合わせ　　高齢者について　　介護予防推進課　1０４２－７６９－９２４９
　　　　　　　　障害者について　　障 害 福 祉 課　1０４２－７６９－８３５５

例えば
　自分で介護サー
ビスを受ける契約
や入院費の支払い
ができない

例えば
　子どもがいないた
め、高齢になり判断
能力が衰えたときに
備えて、財産管理の
準備をしておきたい

成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見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等等等等等等等等等等等等等等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はは成年後見人等になるには

　特別な資格は必要ありません。本人を
身近に支援できる人として、親族がなる
場合が多く、弁護士・司法書士・行政書
士・社会福祉士・税理士など第三者の専
門家に依頼することもできます。

任任意意後後見見制制度度をを利利用用ししたたいい
今は元気だが、将来自分で判断すること
ができなくなったときが心配

公証役場で公正証書を作成し、任意
後見人と契約を結び、法務局へ登記

法法定定後後見見制制度度をを利利用用ししたたいい
判断能力が不十分なため、財産管理や福
祉サービスの契約などが一人でできない

家家庭庭裁裁判判所所
家庭裁判所では成年後見制度の申し立て後、本人や親族から事情の聞き取りを行い、
調査します。必要に応じて本人の判断能力を鑑定した後、成年後見人等を選任します。

判断能力が不十分

になったら

成成年年後後見見活活動動（（支支援援））のの開開始始

相相談談にに応応じじまますす 成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度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関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関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専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専専門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団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体体体体体体体体体体体体体体体

　下記の専門家団体等が、第三者の成年後見人等の候補者の紹介や、制度
の利用手続きなどさまざまな相談に応じています。詳しくは、市役所の相
談窓口などで配布しているパンフレットをご覧ください。

○横浜弁護士会　　○神奈川成年後見サポートセンター（行政書士）
○神奈川県社会福祉士会　　○税理士による公益活動サポートセンター
○成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部（司法書士）
○市社会福祉協議会

法法的的にに権権利利やや財財産産をを守守るる仕仕組組みみ
特集  特集  特集  特集  

スタートから１０年

成年後見制度を知っていますか？成年後見制度を知っていますか？

成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用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流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流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成年後見制度利用の流れ成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度ととととととととととととととととととととととととととととと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成年後見制度とは？ 

統計から見る統計から見る 相相模模原原市市のの成成年年後後見見制制度度

？ ？ 請求
書 

ふと
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00

？ ？ ？ ？ 
契約書 

請求書 ○○病院 入院費 

高齢 
財産管理 

１７０件 

２２２件 ２３３件 
２４４件 ２４１件 

平成１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 

相模原支部管内（※２）の 
成年後見関係事件申し立て件数 

※２　被後見人等の住所が相模原市と座間市 
　　　　　提供　横浜家庭裁判所相模原支部 

４０歳～ 
６４歳の人 

４.９ （％） 

よく 
知って 
いる 

ある程度 
知っている 

名前だけは 
聞いたこと 
がある 

まったく 
知らない 

無回答０.７ 

６５歳以上 
　　の人 

４２.３ １８.５ 

３８.４ ２２.５ ８.９ ２５.３ 

３５.４ 

３.１ ３.１ 

将将来来にに備備ええてておおききたたいい場場合合

任意後見制度任意後見制度

制度について学ぼう！制度について学ぼう！ 市民公開講座市民公開講座
　成年後見制度に関する専門家団体と連携して、制度の普及啓発を目的に市民公開講座を行い
ます。専門家団体による無料相談もあります。

講師（予定）会　場日にち
弁護士南保健福祉センター（南区相模大野）　　１１月１３日（土）
行政書士ウェルネスさがみはら（中央区富士見）　　１２月４日（土）
司法書士サン・エールさがみはら（緑区西橋本）２３年１月２９日（土）

時　間　午後１時３０分 
　　～５時

定　員　各１００人（先着順）
※希望者は直接会場へ

成年後見制度を利用したい人の相談に応じます成年後見制度を利用したい人の相談に応じます 市役所の相談窓口市役所の相談窓口
城山・津久井・相模湖・藤野地区の人は各保健福祉課で相談できます。

※高齢者の相談は、各地域包括支援センターでもできます。

もっと詳しく知りたい人はもっと詳しく知りたい人は　

成年後見制度パンフレット成年後見制度パンフレット
　制度の詳しい説明や、制度を利用するときに相談に応じる専門家団体などを
紹介しています。
配布場所　市役所の相談窓口、各区役所の市民相談室、各地域包括支援センター

電話番号担当課対象者
０４２－７７５－８８１２　　　介護予防推進課緑班高齢者

緑　区
０４２－７７５－８８１０、８８１１緑障害福祉相談課知的・精神障害者
０４２－７６９－８３４９　　　介護予防推進課中央班高齢者

中央区
０４２－７６９－９２６６、９８０６中央障害福祉相談課知的・精神障害者
０４２－７０１－７７０４　　　介護予防推進課南班高齢者

南　区
０４２－７０１－７７２２、７７１５南障害福祉相談課知的・精神障害者

電話番号担当課
０４２－７８３－８１２０（高齢者）
　　　　　８１３６（障害者）城山保健福祉課

０４２－７８０－１４０８（高齢者）
　　　　　１４１２（障害者）津久井保健福祉課

電話番号担当課
０４２－６８４－３２１５（高齢者）
　　　　　３２１６（障害者）相模湖保健福祉課

０４２－６８７－２１５９（高齢者）
　　　　　５５１１（障害者）藤野保健福祉課

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がががががががががが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行行行行行行行行行行うううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう 成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用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向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ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市が行う　成年後見制度利用に向けた取り組み！ 

法定後見制度を利用する人を支援法定後見制度を利用する人を支援

市成年後見制度利用支援事業市成年後見制度利用支援事業

　 市が身寄りがない人の申立人になります市が身寄りがない人の申立人になります
　家庭裁判所へ成年後見制度の申し立てをする親族がいないなど
の事情がある人は、市長が代わりに申し立てを行います。

　 成年後見人等の報酬などを助成します成年後見人等の報酬などを助成します
　成年後見人等への報酬などの負担が経済的に困難な人に対し、
助成しています。助成には条件がありますので、詳しくは市役所
の相談窓口にお問い合わせください。

法法務務局局へへ登登記記
（戸籍には記載されません）
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１０月１１日（祝）　テニスコートを無料開放
横山公園・淵野辺公園・鹿沼公園・相模台公園・津久井又
野公園・相模湖林間公園、大野台南・やまびこ（小倉）・
名倉グラウンド

※鹿沼・相模台公園、大野台南は、夜間照明がないため１～５区分のみ利用できます。
対　象　市内在住の４人以上のグループ＝３２２組（抽選）
※１６歳未満のみのグループは、保護者の同伴が必要です。
申し込み　往復はがき（１グループ１枚のみ）に代表者の住所・氏名・電

話番号、全員の氏名、希望コート名・区分（第２希望まで）を書
いて、９月２８日（必着）までにスポーツ課（〒２５２－５２７７　中央区
中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２８８）へ

開放する
テニスコート

初中級エアロビクス教室〈全８回〉
日にち　１０月２９日～１２月１７日の毎週金曜日
時　間　午前１０時～１１時３０分
会　場　相模原球場
対　象　市内在住か在勤・在学の１８歳以上（高校生を除く）の人
定　員　３０人（抽選）
費　用　３，０００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、「エア

ロビクス教室」と書いて、９月２７日（必着）までに同球場（〒２５２－
０２２９　中央区弥栄３－１－６　1０４２－７５３－６９３０）へ

障害者スポーツ講座

「ダンスパフォーマンス」〈全３回〉
日　時　１０月１６日、１１月６日・２７日の土曜日午後２時～４時
会　場　けやき体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の知的障害児・者＝２０人 

　ボランティア＝１０人（申込順）
申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、「ダンスパフ

ォーマンス」と書いて、１０月１０日までに同体育館（1０４２－７５３－９０３０ 
6０４２－７６９－１２００）へ

アイススケート場バックヤードツアー
　普段は見ることができないアイススケート場の切り替え工事の様子を、
スタッフが案内します。
日　時　１０月３日（日）午後２時～２時４５分
会　場　銀河アリーナ　　定　員　２０人（申込順）
申し込み　直接か電話で９月３０日までに同アリーナ（1０４２－７７６－５３１１）へ

さがみはらグリーンプールの催し 申し込み　③⑤⑥⑦は直接か電話で同プール（1０４２－７５８－３１５１）へ
※①②④の希望者は直接会場へ

みんなの 

利用時間区分
午前８時３０分～１０時１

午前１０時～１１時３０分２

午前１１時３０分～午後１時３

午後１時～２時３０分４

利用時間区分
午後２時３０分～４時５

午後４時～５時３０分６

午後５時３０分～７時７

午後７時～８時３０分８

たてしな自然の村バスツアー
　たてしな自然の村に宿泊し、大河原峠の紅葉やリンゴ狩りなど、秋の信
州を楽しみます。
日にち　１０月１４日（木）～１５日（金）〈１泊２日〉
集　合　午前８時に相模原駅前
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＝４０人（抽選）
費　用　１万４，８００円（４食つき）
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・電話番号、「たてしな自然の村バスツアー」と書いて、９月２９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

旅行企画　信州リゾートサービス　　実施　相鉄観光

相模原麻溝公園競技場の催し

費　用定　員対　象時　間日にち講座・教室名
各４００円（６５歳以上の人と
障害者は無料）各１５人（先着順）６０歳以上の人

午前１０時３０分～１１時３０分
１０月５日（火）・６日（水）

①転倒予防〈全２回〉
午後２時３０分～３時３０分②歩き方〈全２回〉

４，０００円２０人（申込順）クロールで２５ｍ以上
泳げる小学生午後５時３０分～６時３０分

９月２３日（祝）、１０月４日（月）・１８日
（月）、１１月１日（月）・１５日（月）・２９
日（月）、１２月６日（月）・２０日（月）

③初心者シンクロナイズド
　スイミング〈全８回〉

５，０００円３０人（先着順）１８歳以上の人午後３時～３時４５分１０月６日～１２月１日（１１月３日を除
く）の毎週水曜日

④かんたんアクア
　〈全８回〉

各４００円各１０人（申込順）

高校生以上の人

午前１１時～１１時４５分
９月２２日（水）・２３日（祝）⑤はじめてのバランスボール

　〈全２回〉 午後３時～３時４５分
２００円（６５歳以上の人と障
害者は無料）２０人（申込順）午前１１時～正午１０月１日（金）⑥肩こり・腰痛解消

４００円１５人（申込順）午後２時３０分～３時３０分９月２４日（金）・２５日（土）⑦お 腹 引き締め〈全２回〉
なか

相模原麻溝公園競技場　1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１
Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp

ＣＰＲ＆ＡＥＤ講習会　※ＣＰＲ＝心肺 蘇  生 法　ＡＥＤ＝自動体外式除細動器
そ せい

　日本体育施設協会と救急医療財団が共同認定する「ＣＰＲ＆ＡＥＤ認定
証」を取得できます。
日　時　１０月２日（土）午後１時～６時
定　員　１０人（申込順）　　費　用　６，５００円

ランニングクリニック（初心者編）
　加納由理選手（２００９年世界陸上ベルリン大会女子マラ
ソン代表）が所属するクラブチームがランニングクリニ
ックを行います。
日　時　１０月３日（日）午後１時～５時
対　象　これからランニングを始めようとしている人
定　員　４０人（申込順）　　費　用　５００円

アロマ＆ハーブ　秋の体験教室
　アロマやハーブの基礎知識を学び、オリジナルの入浴剤を作ります。
日　時　１０月１２日（火）午後１時４５分～３時４５分
定　員　２０人（申込順）　　費　用　４，０００円

初心者健康ウオーキング教室
　正しい姿勢や効果的な歩き方を学びます。
日にち　１０月１日～１１月２６日（１０月２２日を除く）の毎週金曜日
時　間　午前１０時～１１時
定　員　各２０人（申込順）　　費　用　各３００円

申し込み　電話かファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、
催し名を書いて、同競技場へ

スポーツイベント

小・中学生親子運動能力測定大会
時　間　午前９時～正午
対　象　小・中学生とその保護者＝２００人（申込順）　
申し込み　Ｅメールに住所、氏名、生年月日、学校名、学年、性別、電話

番号、専門種目、スポーツ歴、保護者同伴の有無・同伴する場合は
保護者氏名、「小・中学生親子運動能力測定大会」と書いて、１０月
１０日までに同競技場へ

ファミリーサッカースクールさがみはら
　サッカー元日本代表の岩本輝雄さん、名良橋　晃さんなどが、ける・止
めるなどの基本技術を指導します。
時　間　午後２時～４時
対　象　県内在住の小学校１～３年生とその保護者＝１００組（抽選）
申し込み　電話かファクス、Ｅメールに住所、氏名、学年、保護者氏名・

年齢、電話番号、ファクス番号、「ファミリーサッカースクール」
と書いて、９月２９日までに同競技場へ

１０月１７日（日）
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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。

相模線沿線ハイキング〈約１１㎞〉
日にち　１０月１６日（土）〈荒天中止〉
集　合　午前１０時３０分までにＪＲ相模線宮山駅前広場
コース　川とのふれあい公園、一之宮公園、田端スポーツ公園、城ノ下緑

地、さむかわ中央公園　※短距離コース（約７㎞）もあり
定　員　６００人（申込順）
申し込み　電話かファクス、Ｅメールに代表者の住所・氏名・電話番号、

参加人数を書いて、相模線複線化等促進期成同盟会事務局（都市
鉄道・交通政策課内　1０４２－７６９－８２４９　6０４２－７５７－６８５９　Ｅメ
ール　toshikoutsu@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ
※当日雨天時のお問い合わせはコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

市体育協会からのお知らせ
初心者弓道教室〈全１０回〉

日　時　１０月１日～１２月３日の毎週金曜日午前１０時～正午
会　場　市体育館（市役所前）
対　象　市内在住、在勤の１８歳以上の人＝２５人（申込順）
費　用　５，０００円
申し込み　電話で９月２９日までに市体育協会へ

シニアボウリング教室〈全４回〉

日　時　１０月１日～２２日の毎週金曜日午前１０時～正午
会　場　相模原パークレーンズ　1０４２－７５５－１１１０

相模ファーストレーン　1０４２－７５５－１０８８
城山レイクボウル　　　1０４２－７８２－３００１

対　象　市内在住の男性５０歳以上、女性４０歳以上＝各会場１０人（申込順）
費　用　各４，０００円
申し込み　電話で９月３０日までに各会場へ

スポーツチャンバラ秋期講習会

※希望者は直接会場へ

スポーツフェスティバル２０１０ みんな元気！スポーツのまち さがみはら
日　時　１０月１１日（祝）午前９時～午後２時
会　場　相模原麻溝公園競技場　　※希望者は直接会場へ

フォーク・レクダンス特別講習会
日　時　１０月１６日（土）午後１時３０分～３時
会　場　市体育館（市役所前）　　費　用　１，０００円
※希望者は直接会場へ

わくわくきっず・陣馬登山と野外料理づくり
日にち　１０月２４日（日）
集　合　午前６時４５分までに相模原駅か橋本駅
対　象　市内在住の小学校３年生～中学生＝１５人（抽選）
費　用　１，０００円
申し込み　往復はがきに全員の住所・氏名（ふりがな）・学年・性別・電

話番号、「わくわくきっず」と書いて、１０月１日（必着）までに市
体育協会へ

市民テニス選手権大会（①中学生・②高校生）

日にち　①１１月７日（日）・１４日（日）②１１月７日（日）・１３日（土）・１４日（日）
会　場　①横山公園②淵野辺公園ほか
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話番号、学校名、戦績を

書いて、１０月１日（必着）までに麻溝台高校の宮嶋　浩さん （〒２５２
－０３２９　南区北里２－１１－１）へ

ペタンク教室（初心者クラス）
　地面に描いたサークルから、目標（ピット）に金属製のボールを投げ合
って、相手より近づけることで得点を競うスポーツです。
日　時　１０月１７日（日）午前１０時～１１時３０分
会　場　相模台公園野球場
対　象　市内在住か在勤・在学の小学校４年生以上の人＝３０人（抽選）
費　用　３００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、「ペ

タンク教室」と書いて、９月２７日（必着）までに同公園（〒２５２－０３１５
南区桜台２１－１　1０４２－７４８－４０６０）へ

　心肺 蘇  生 法やＡＥＤの取り扱いなどを学びます。最終日の
そ せい

検定に合格すると日赤救急法救急員に認定されます。
日にち　１０月９日（土）・１０日（日）・１７日（日）
時　間　午前９時～午後５時
会　場　あじさい会館
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳以上の人
定　員　４０人（抽選）
費　用　３，０００円
申し込み　往復はがきに住所、氏名、生年月日、性別、職業、

電話番号、講習会名を書いて、９月２９日（必着）までに
日赤相模原市地区本部（地域福祉課内　〒２５２－５２７７
中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－９２２２）へ

スポ・レク情報 

総合体育館の催し
いきいき元気体操〈全７回〉
日にち　１０月１８日～１２月１３日（１１月１日、１２月６日を除く）の毎週月曜日
時　間　午前１０時～１１時３０分
対　象　１５歳以上（中学生を除く）の人＝４０人（抽選）
費　用　１回３００円（６５歳以上１５０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、教

室名を書いて、９月３０日（必着）までに同館へ

親子ムーブメント教室
　音楽にあわせて体を動かし、遊具で遊びます。
日　時　１０月２１日（木）午前１０時～正午
対　象　１歳～３歳までの子どもとその保護者＝３０組（抽選）
※兄弟の参加も可
費　用　１組６００円
申し込み　往復はがき（１組１枚）に、住所、子どもとその保護者の氏名

（ふりがな）、子どもの年齢、電話番号、教室名を書いて、９月３０
日（必着）までに同館へ

お問い合わせ
総合体育館　〒２５２－０３２８　南区麻溝台２２８４－１　1０４２－７４８－１７８１

かわいい動物たちに会いに行こう！

ふれあい動物広場フェスティバル
　子ども引き馬やふれあい動物コーナー、展示動物コーナーなど
日　時　１０月１１日（祝）午前９時３０分～午後４時
会　場　相模原麻溝公園ふれあい動物広場

お問い合わせ　同広場　1０４２－７７８－３９００

会　場日　時
総合体育館（南区麻溝台）　  １０月１日（金）午後７時～８時３０分

北総合体育館（緑区下九沢）　　　  ２日（土）午前１０時～１１時４５分

みんなで歩こう！〈小雨決行〉
費　用集　合日にちコース

２００円午前９時３０分までに古淵西公園（古淵
駅徒歩３分）へ

９月２０日
（祝）

エンジョイ・ウ
オーキング教室
〈１０㎞〉

５００円午前９時２０分までにきたみふれあい広
場（小田急線喜多見駅徒歩１０分）へ

９月２２日
（水）

野川の彼岸花
〈１５㎞〉

※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

完歩者には記念品
をプレゼント

日赤救急法養成講習会〈全３回〉

　高齢者の介護、健康管理、地域での
高齢者支援などを学びます。
日にち　１０月１６日（土）
時　間　午前１０時～正午
会　場　津久井赤十字病院
対　象　市内在住か在勤・在学の１５歳

以上の人
定　員　２５人（申込順）
申し込み　電話で同病院健康管理セン

ター（1０４２－７８４－２４２９）へ

日赤健康生活支援
短期講習会　市消防局職員から心肺蘇生法やＡＥＤの取

り扱い、止血法を学びます。
日にち　１１月６日（土）
時　間　午前９時３０分～午後０時３０分
会　場　総合体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の人
定　員　５０人（申込順）　　費　用　１，０００円
申し込み　電話かＥメールに住所、氏名、生

年月日、性別、電話番号、「普通救命
講習」と書いて、１０月２２日までに市体
育協会（1０４２－７５１－５５５２　Ｅメール 
taikyo@jade.dti.ne.jp）へ

普通救命講習

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
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

第３期住宅用太陽光発電システム第３期住宅用太陽光発電システム

設置補助金の受け付け設置補助金の受け付け

　太陽光のエネルギーを電気に変
換して、住宅内で利用する設備
補助金額　太陽電池出力１kwあ
たり５万円（県の補助１kwあた
り２万円を含む上限１６万円）
対自ら居住する住宅に対象設備を
設置する場合＝１５０件（抽選）
※今回から先着順ではありません。
申込日・会場

※土・日曜日、祝日を除く
時午前８時３０分～午後５時
申環境政策課にある申込書（市ホ
ームページの 暮らしの情報 →
環境 → 補助制度 からダウンロ
ード可）と必要書類を申込会場へ
※抽選日時・会場等は申込時にお
知らせします。
問同課（1０４２－７６９－８２４０）

協働事業提案制度協働事業提案制度

公開プレゼンテーション公開プレゼンテーション

　提案団体と市による事業説明会
を公開
日時１０月１６日（土）午後１時３０分～３時
会けやき会館
※傍聴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建物の耐震巡回相談

日時９月２９日（水）午後１時～４時
会藤野中央公民館
※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

子犬・子猫の譲渡会と子犬・子猫の譲渡会と 

犬のしつけ相談犬のしつけ相談

日１０月３日（日）〈雨天決行〉
会衛生試験所の北側に隣接する建
物（中央区富士見１－３－４１）
譲渡会
時午後１時～１時３０分
対①譲りたい人②欲しい人ともに
市内在住の２０歳以上の人。①子犬・
子猫は生後約２～５か月で、１週
間前までに市獣医師会所属の動物
病院で健康チェックと駆虫（実費
約５００円）を受けてください。②
印鑑と健康保険証などの住所・氏
名を証明する書類、２，０００円（個体
識別用マイクロチップ代）が必要
しつけ相談　犬の基本的なしつけ
方の指導と相談
時午後１時３０分～２時
※当日愛犬は同伴不可
問市獣医師会譲渡会事務局（田沼
動物病院　1０４２－７７９－００２０）か
生活衛生課

犬のしつけ教室犬のしつけ教室

　講義とモデル犬による実演
日時１１月１４日（日）午後２時～４時
会麻布大学
対市内在住の２０歳以上の人（同伴
者は未成年可）
定４０組（1組３人まで。抽選）
申往復はがきかＥメールに、代表
者の住所・氏名・電話番号、参加
人数、全員の氏名、相談したいテ
ーマ（無駄ぼえ、飛びつき、拾い
食い、その他のうち１つ）、「し
つけ教室」と書いて、１０月２２日ま
でに生活衛生課（〒２５２－５２７７　中
央区中央２－１１－１５ 　1０４２－７６９
－８３４７　 Ｅ seikatsueisei -２@ 
city.sagamihara.kanagawa.
jp）へ
※当日は愛犬の同伴不可

こども家庭相談員こども家庭相談員（（非常勤特別職非常勤特別職））

　子どもの養育や婦人保護、母子・
父子家庭の自立支援などの相談業
務
賃金　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場合
は、電話で担当課へ
申直接か郵送で、履歴書（写真 貼 

ちょう

付   ）を９月２８日までにこども青少
ふ

年課（〒２５２－５２７７　中央区中央２
－１１－１５　1０４２－７６９－８２３２）へ

衛生試験所の臨時的任用職員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　１１月上旬から月～金曜日の
週５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９月３０日までに同試験所
（1０４２－７６９－８３４８）へ

相模湖療育相談室の相模湖療育相談室の

非常勤職員非常勤職員

　児童デイサービスの業務
勤務　週２日で、午前９時～午後
１時
賃金　時給１，０５０円
対保育士か幼稚園教諭の資格があ
る人＝１人
申電話で９月２４日までに相模湖保
健福祉課（1０９０－８８０２－３６３２）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　１０月～平成２３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
賃金　日給３，８９５円
対市内在住の人＝１人
申履歴書（写真貼付）を持って、
９月２２日（水）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

清新地域包括支援センターの職員清新地域包括支援センターの職員

勤務　１０月から月～金曜日の午前
８時３０分～午後５時３０分
対介護支援専門員等の資格と実務
経験がある人＝１人
申電話で９月１６日から同センター
（1０４２－７７１－３３７３）へ

市民文化財団の事務職員市民文化財団の事務職員

　総務や経理、事業の企画・実施、
施設の管理・運営など
勤務　平成２３年４月から週５日、
午前８時～午後１０時のうち指定す
る時間で平均週４０時間（土・日曜
日、祝日の勤務あり。１か月単位
の変形労働時間制）
対昭和４６年４月２日～平成元年４
月１日に生まれた人
定若干名
申必要書類を、郵送で１０月１日～
１４日（消印有効）に同財団（1０４２－
７４９－２２０７）へ
※必要書類など詳しくは、同財団
ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

さがみはら国際交流さがみはら 国  際  交  流  
こく さい こう りゅう

フェスティバルのボランティアフェスティバルのボランティア

　１０月   ２４ 日 （ 日 ）の 同 フェスティ
がつ か にち どう

バルの 当  日  準  備 や 運  営 など
とう じつ じゅん び うん えい

 説  明  会 
せつ めい かい

日９月   ２６ 日 （ 日 ）
がつ にち にち

時 午 前   １０ 時 ～ 正  午 
ご ぜん じ しょう ご

会さがみはら 国  際  交  流 ラウンジ
こく さい こう りゅう

申直   
ちょく

 接 か 電  話 で、 同 ラウンジ
せつ でん わ どう

（1０４２－７５０－４１５０）へ

全国都市緑化ならフェア全国都市緑化ならフェア

　花壇を出展し、全国に「 潤  水  都 
じゅん すい と

 市  さがみはら」をPRします。
し

日９月１８日（土）～１１月１４日（日）
会馬見丘陵公園（奈良県北葛城郡
広陵町・河合町）ほか
問水みどり環境課

新磯ふれあいセンターの催し新磯ふれあいセンターの催し

ふれあい美術展
　同センターで活動している高齢
者サークルの作品展（陶芸・水彩
画・書道・彫刻ほか）
日１０月８日（金）～１１日（祝）
時午前９時～午後５時
昔の生活用品展
日１０月１１日（祝）～３０日（土）
時午前９時～午後６時

◇　　　◇
問同センター（1０４６－２５５－１３１１）

パリで暮らす、つくる。パリで暮らす、つくる。

－創－創立立１１０１１０周年記念展周年記念展

女子美パリ賞＋α－女子美パリ賞＋α－

日９月１７日（金）～１０月２４日（日）
〈火曜日休館〉
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
費３００円（未就学児、学生、６５歳以
上の人、障害者は無料）
※１０月１０日・１１日・２２日～２４日は
無料
問同所（1０４２－７７８－６８０１）

エコギャラリーエコギャラリー

「「４４Rをテーマにした企画展」Rをテーマにした企画展」

　資源の有効利用やごみの減量化
について
日９月１８日（土）～１１月２８日（日）
※１０月２１日（木）、１１月１８日（木）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）

県立相模原公園の催し県立相模原公園の催し

園芸教室「ボタンとシャクヤク」
日９月２６日（日）
時午後１時３０分～３時３０分
定４０人（申込順）
申電話で同公園（1０４２－７７８－
１６５３）へ
サカタのタネグリーンハウスの催し
フルートデュオコンサート
日９月１９日（日）
時午後１時３０分～３時
「高城律子」丹沢山塊 桧  洞  丸 の写

ひ どう まる

真展
日９月１４日（火）～２６日（日）
時午前９時３０分～午後４時
「新磯楽写クラブ」写真展
日９月２８日（火）～１０月１１日（祝）
時午前９時３０分～午後４時

◇　　　◇
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

建築・住まいるフェスタ建築・住まいるフェスタ

　建築相談会（建築物全般、木造
住宅耐震、トラブル）など
日１０月２日（土）
時午前１０時～午後５時
会杜   のホールはしもと

もり

※希望者は直接会場へ
問県建築士事務所協会相模原支部
（1０４２－７７１－３５８８）

古民家園講演会古民家園講演会

「続・津久井衆について」「続・津久井衆について」

日９月２６日（日）
時午前１０時～１１時３０分
定４０人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問文化財保護課

危険物取扱者試験・危険物取扱者試験・

受験準備講習会受験準備講習会

危険物取扱者試験
日１１月１４日（日）
会神奈川大学
申願書を９月２１日～１０月６日（消
印有効）に消防試験研究センター
神奈川県支部（1０４５－６３３－５０５１）
へ
受験準備講習会
日１１月２日（火）
時午前９時３０分～午後５時
会消防指令センター
対乙種第４類の危険物取扱者試験
の受験者＝１００人（申込順）
費９，０００円（テキスト代含む）
申申込書と受講料を、市防災協会
（1０４２－７５３－９９７１）か津久井消
防署（1０４２－６８５－０１１９）へ
※願書、申込書は消防署・分署に
あります。

講演・講座 

お知らせ 

イベント 

募　　集 

会　場申込日
市役所会議室棟１０月１日　　　
環境政策課　　４日～１４日

施設のお休み

ウェルネスさがみはら
日９月２５日（土）
※救急医療情報センターの電話
案内と相模原メディカルセンタ
ーは通常どおり行います。
問地域保健課
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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広告主へ。

（敬称略）読者のひろば発見しよう！発見しよう！

まちの中の小さな自然まちの中の小さな自然

日９月２３日（祝）
時午前９時３０分～１１時３０分
会環境情報センター周辺（中央区
富士見）
※参加希望者は、飲み物とルーペ
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
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

パネル展 ｢お母さんが語る女子差
別撤廃条約 ｣
日９月３０日（木）～１０月１４日（木）
時午前９時～午後１０時
※希望者は直接会場へ
今だから知っておきたい
パワー・ハラスメント
日１０月９日（土）
時午後１時３０分～３時３０分
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１０月１１日（祝）午前１０時～正午
定３０人（申込順）
ＳＯＳ講座「あきらめないで…人
に言えない尿もれの悩み」
日１０月１４日（木）
時午後６時３０分～８時３０分
定３０人（申込順）
ウーマンジョブアゲインセミナー
「わたし流発見！仕事と育児の両
立のコツ」〈全３回〉
　働く計画づくりなど
日１０月１５日（金）・１８日（月）・２９日
（金）
時午前９時３０分～正午
対女性＝１５人（申込順）
※１歳以上の保育あり（要予約）
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１０月１８日（月）
時午前１０時３０分～１１時３０分
対１歳未満の初めての子とその保
護者＝７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
（1０４２－７７５－１７７５　6０４２－７７５
－１７７６）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り（要予約）

みどりの講習会みどりの講習会

「もうすぐ衣替え！「もうすぐ衣替え！

ハーブでつくる防虫剤の作り方」ハーブでつくる防虫剤の作り方」

　虫から衣類を守る方法と自然素
材を利用した防虫剤の作り方
日時９月２６日（日）午前１０時～正午
会環境情報センター
定３０人（申込順）　費５００円
申電話で市みどりの協会（1０４２－
７７７－２８６０）へ

国立病院機構相模原病院国立病院機構相模原病院

アレルギーの会２０周年記念講演会アレルギーの会２０周年記念講演会

日１０月９日（土）
時午後０時３０分～４時３０分
会神奈川障害者職業能力開発校ホ
ール（南区桜台）
講演会のテーマ・講師
○「２０年をふり返って」宮本昭正
さん（東京大学名誉教授）

○「成人のぜんそく」秋山一男
さん（国立病院機構相模原病院
院長）

○「アトピー性皮膚炎の標準治療
普及をめざして」江藤隆史さ
ん（東京逓信病院皮膚科部長）

○「食物アレルギーの経口免疫療
法」小俣貴嗣さん（国立病院機
構相模原病院小児科医師）

パネルディスカッション
○「アレルギー１１０番～質問に答
えて」

定１５０人（申込順）
申はがきかＥメールに、住所、氏
名、電話番号、参加人数を書いて、
１０月５日までに同事務局（〒２５２－
０３１４　南 区 南 台３－１８－１４　Ｅ
allergy-net@jcom.home.ne.jp　
1０８０－４０７５－５７２３）へ

材料費材料費００円！かわいいリメイク円！ かわいいリメイク・・

エコ雑貨づくりエコ雑貨づくり

定①④各１０人、②⑤各１５人、③３０
人（申込順）
時午前１０時～正午
会環境情報センター
申電話かＥメールに住所、氏名、
電話番号、希望日を書いて、同セン
ター（1０４２－７６９－９２４８　Ｅkan 
kyo@eic-sagamihara.jp）へ

パソコン研修パソコン研修１０１０月コース月コース

　電子メール・デジカメ各入門（各
３時間４，０００円）、ウィンドウズ入
門、ワード・エクセル各基礎（各
６時間８，０００円）、ホームページ作
成（１２時間１万５，０００円）など
会産業会館
定各１０～１５人（申込順）
申電話かインターネットで同館
（1０４２－７５３－８１３３　HPhttp:// 
www.sankai０６.jp/）へ

内　容日にち
アロマが香る廃油
石けんと消臭スプ
レー

９月２８日
（火）①

牛乳パックの紙す
きメッセージカー
ドと封筒

１０月５日
（火）②

はかなくなったジ
ーンズで作るコサ
ージュ

１０月１２日
（火）③

リサイクル紙管の
万能スツール

１０月１９日
（火）④

使わないハンカチ
で作るシュシュと
ヘアゴム

１０月２６日
（火）⑤

秋の全国
交通安全運動

９月２１日～３０日

飲酒運転を根絶しよう

高齢者高齢者　模範を示そう模範を示そう
交通マナー交通マナー

仲 間

催 し
　　　　　　　費用の記載がない場合は
　　　　　　　無料です。　　　　　
▼母親大会　講演「さがみはらの平和
なくらしと米軍基地」　９月１８日（土）
午後１時３０分～４時、あじさい会館　
�問 辻（1０４２－７６５－２５２８）
▼子育て支援協働推進セミナー「子
育て中の母親と団塊シニアの交換塾」
９月２１日（火）午前１０時～午後２時、
市民会館。保育あり（定員２０人。先
着順）　�申 大谷（1０９０－１０３２－４１８４）
▼フラダンス無料体験レッスン会　
９月２４日（金）午後１時１５分～２時
４５分、ソレイユさがみ（緑区橋本）　
�問 桜井（1０４２－７７０－３６１０）
▼青鳥会刻字展　９月２５日（土）～
２８日（火）午前１０時～午後６時、グ
リーンホール相模大野多目的ホール　
�問 斎藤（1０４２－７５５－６８３４）
▼日本 聾  話 学校小・中学部学校公開

ろう わ

日　９月２８日（火）午前９時～正午、
日本聾話学校（町田市野津田町）。
対象は幼稚園・保育園～中学校に通
っている聴覚障害児とその保護者
�申 同学校（1０４２－７３５－２３６１）
▼ミラクルエイジファッションショ
ー　１０月１日（金）午後１時・３時、
グリーンホール相模大野多目的ホー
ル、定員各２６０人。費用５００円　�申 大
瀧（1０９０－９００８－８５７５）
　　　　　　会費などは個別にお問い　
　　　　　　合わせください。
▼熟年ギター　毎月第１・第３火曜
日か第２・第４水曜日午前１０時、相
武台前自治会館ほか　�問 穴原（1０４６
－２５６－７７３７）
▼体操　毎週水曜日午前１０時、上溝
公民館。見学可、初心者歓迎　�問 上
田（1０９０－５３０８－６９７７）
▼社交ダンス　月４回水曜日午後７
時、陽光台小学校。対象は多少経験の
ある人　�問 佐藤（1０４２－７６３－４５４６）
▼手あみ　隔週火曜日午後１時、ソ
レイユさがみ。初心者歓迎　�問  都  甲 

と ごう

（1０４２－７５２－１０２３）
▼英会話　第２・第４火曜日午後７
時３０分、橋本公民館。見学可　�問 佐
々木（1０４２－７７１－９８９３）
▼気功　毎月第１・第３水曜日午後
１時３０分、上鶴間公民館　�問 金子（1 

０４２－７４２－００８３）
▼スクエアダンス　毎週金曜日午後
６時３０分、東林公民館。初心者歓迎　
�問 杉本（1０４２－７４５－７９００）

掲載の申込方法は
毎月１日号でお知らせします

固定資産税・都市計画税　第３期
国民健康保険税　第４期

納期限　９月３０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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２０１０年 平成２２年 
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1０４２－７６９－９８０２ 

人　口 人 ２６５,５１７ 

１１１,５８７ 世帯数 世帯 

区の人口・世帯 

男 １３５,５０３/ 女 １３０,０１４ 

（２９減） 

（９８減） 

平成２２年８月１日現在（　）は前月との増減 

　地域の高齢化や隣近所との関係が希薄になっている中、こうした
取り組みを通じ、地域防災だけではなく、常日ごろから要援護者へ
の理解を深めながら、人と人とのつながりを深めていきたいですね。
　また、このモデル事業を通じて、地域の皆さんが自治会活動にさ
らに関心を持っていただき、多くの皆さんと一緒になって地域を盛
り上げていきたいと考えています。

相生自治会長　榎本  光  男 さん
てる お

　阪神淡路大震災では、約８割の人が近隣の力で救出されたという報告が

あります。いざというときには、地域の力がとても重要です。

　災害時要援護者避難支援事業とは、お年寄りや障害者のうち、避難行動

をとることが困難な人（災害時要援護者）の情報を本人の同意のもとに市

が自治会に提供し、その情報を基に近隣に住んでいる人が避難支援者とし

て手助けする制度です。

　相生自治会と市では、地域ぐるみでお年寄りや障害者をサポートして安

全で安心なまちづくりを協働して進めるため、話し合いを重ねてきました。

　いよいよ相生自治会がモデルとなって、市内初の取り組みが始まります。

～市内初！ 相生自治会で「災害時要援護者避難支援モデル事業」が始まります～ 

向こう 

三軒両隣
 を 

お問い合わせ　地域福祉課　1０４２－７６９－９２２２

田名 
まちづくり 
センター 

田名小学校 

上溝南 
小学校 

上溝まちづくり 
センター 

上溝中学校 

由野台中学校 

共和小学校 

青葉
並木 
小学校 

弥栄
弥

淵野辺東小学校 市役所・中央区役所 

中央 
中学校 

富士見小学校 

中央 
小学校 

星が丘小学校 

新宿小学校 

上溝南中学校 

田名北 
小学校 

田名中学校 
番田 

上
溝
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県立相模田名 
高等学校 

県立上溝南 
高等学校 

横山公園・ 
上溝中学校 

キャタピラージャパン 
作の口グラウンド一帯 

淵野辺公
一帯 

鹿沼公園・ 
オンワード樫山 
グラウンド 

③九沢小学校 ③九沢小学校 

②作の口小学校 

①上溝小学校 

④夢の丘小学校 
お問い合わせ　

相模原警察署（交通第一課）　1０４２－７５４－０１１０
中央区役所地域政策課　　　　1０４２－７６９－９８０１

　広報さがみはら８月１５日号（ちゅうおう区版）に掲載した
「中央区避難所マップ」の避難所に記載漏れがありました。
　おわびして、下記のとおり追加します。

「中央区避難所マップ」おわびと訂正

　飲酒時の感覚を体験し、飲酒運転の危険性を認識しま
しょう。
日　時　９月２５日（土）午前１０時～午後２時
会　場　児童交通公園（鹿沼公園内）
※希望者は直接会場へ

いざというときには、
避難支援者が要援護者
に災害情報を伝えるほ
か、避難のお手伝いな
どをします。 

避難行動をとること 
が困難なＡさん 

近所のＢさんＣさん 

Ａさんの 
所在情報を 
提供します。 

Ａさんの 
避難支援 
をします。 

自治会 

「災害時要援護者避難支援事業」のイメージ 

自治会への 
情報提供に 
同意します。 

自治会への 
情報提供に 
同意します。 

市役所 市役所 

Ａさんの近所の 
ＢさんとＣさん 
を避難支援者に 
選びます。 

Ａさんの近所の 
ＢさんとＣさん 
を避難支援者に 
選びます。 ▲榎本相生自治会長と飯田区長

「安全・安心な
まちづくりを、

　ともに進めて
いきましょう！

」

記載漏れのあった
避難所

※②～④は、区外にあ
りますが、中央区民
も対象になる避難所
です。

①上溝小学校
②作の口小学校（緑区）
③九沢小学校（緑区）
④夢の丘小学校（南区）

　西門大通り側道では、長年にわたり違法駐車が目立ち
ました。警察では西門商店街や市と協議し、地域の意見
を反映した規制見直し（駐車禁止時間帯午前７時～１０時・
午後５時～８時）と、指導警告標
識の設置や取り締まりの強化を行
い、違法駐車が改善されました。
　交通ルールを守って、安全で安心
なまちづくりを進めましょう。

駐車規制見直しの
効果が出ています西門大通り

特殊ゴーグルで　　　　　　　　　特殊ゴーグルで
飲飲酒酒状状態態のの自自転転車車運運転転をを体体験験
～交通安全イベント～

広域避難場所 

避難所 

凡　例 

お問い合わせ　
相模原警察署（交通第一課）　1０４２－７５４－０１１０




