
シティゲート・ゾーン 
（交通系複合） 

憩 い の ゾ ー ン  

インタラクティブ・ゾーン 
（交流系複合） 

コミュニティ・ゾーン 
（生活系複合） 

スポーツ・レクリエーションゾーン 

小田急多摩線 
延伸構想 

相模原駅 

矢部駅 

町田市 町田市 

相模総合補給廠＝約２１４㌶ 

道路・鉄道用地 
（約２㌶） 

返　還 

共同使用 
約３５㌶ 

返　還 
約１５㌶ 

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 
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相模総合補給廠の共同使用に関する 
覚書を取り交わしました 

 今号の主な内容 L I N E U P

■ トピックス ■ T O P I C S

　１０月に加山市長とワーシンスキー在日米陸軍司
令官（当時）は、共同使用区域について、約１０
㌶はスポーツ・レクリエーション、約２５㌶はイベ
ント・防災訓練等に利用することなどを合意し、
覚書にして取り交わしました。 
　今後は、日米合同委員会による合意や、具体的
な利用・整備内容の調整など、一日も早い利用に
向けて手続きを進めていきます。 

お問い合わせ　渉外課　1０４２－７６９－８２０７ 

4 人事行政の運営等の状況を公表します 

事業仕分けの結果に対する 
　市の対応方針を決定しました 3

素晴らしい功績をたたえて 2

6 7

潤水都市　さがみはらフェスタ 潤水都市　さがみはらフェスタ 潤水都市　さがみはらフェスタ 

「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 

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

携帯電話用ホームページ 

広報 広報 

SA

G A M I H ARA
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■平成22年■ 
2010１１ 

毎月1日・15日発行 
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素晴らしい功績をたたえて
～１１月２０日、市制記念日に表彰～

　市政の振興、公共の福祉増進、文化の向上などに功労があった方々の
表彰式を１１月２０日（土）にけやき会館で行います。市民文化表彰は２名
の方が、市政功労表彰は１１６名の方々と７団体が受賞されます。

　また、この表彰式において、小惑星探査機「はやぶさ」プロジェクト
を成功させた偉業をたたえ、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）・はやぶ
さプロジェクトチームを特別表彰いたします。 （敬称略）

市政功労表彰（個人）
統計調査活動　
　馬場 ツル代（緑区与瀬）
　堤　 のぶ江（中央区清新３丁目）
　小田原 まり子（緑区相原２丁目）

民生委員・児童委員活動　
　中島 冨士江（中央区富士見２丁目）
　青山 怜子（南区御園５丁目）
　榎本 弘美（中央区中央３丁目）
　山下 妙子（中央区高根１丁目）
　大久保 秀子（南区麻溝台８丁目）
　神谷 惠子（中央区淵野辺本町２丁目）
　古井 悦枝（南区相模台３丁目）
　吉田 政子（南区南台２丁目）
　渡邉 典子（南区松が枝町）

保護司活動　
　原　 正（緑区下九沢）
　鈴木 正弘（緑区小渕）
　山口 　繁（南区上鶴間４丁目）
　井上 信芳（南区下溝）
　田野倉　初（中央区宮下本町１丁目）

地域医療活動　
　田中 一郎（南区相模台２丁目）
　関口 武男（中央区相生４丁目）

地域歯科医療活動　
　故　望月 秀敏（中央区田名）

社会福祉活動　
　小出 庄作（中央区矢部３丁目）
　山口 綾子（中央区光が丘１丁目）

老人クラブ活動　
　中村 雄次郎（中央区弥栄１丁目）
　柏木 文造（中央区光が丘１丁目）
　三井 要一（緑区大島）
　井上 　茂（中央区南橋本３丁目）
　松井 貞子（南区文京２丁目）
　草苅 寅二郎（緑区下九沢）
　篠田 昭二（南区上鶴間１丁目）
　三村 和子（中央区光が丘３丁目）

青少年指導員活動　
　市丸 克己（中央区上溝）
　坂内 ツナ子（中央区すすきの町）
　渡辺 　廣（南区当麻）

自治会活動　
　武井 弘吉（中央区氷川町）
　渡辺 久次（中央区向陽町）
　久保田 博夫（中央区相模原８丁目）
　小林 茂裕（中央区横山台２丁目）
　坂本 洋三（中央区千代田７丁目）
　�田 優之（緑区橋本４丁目）
　鳥飼 俊憲（緑区橋本２丁目）
　澤田 修治（緑区二本松３丁目）
　北野 友一（南区西大沼５丁目）
　關根 直二（南区大野台７丁目）
　故　川上 裕男（南区上鶴間２丁目）
　仙波 正男（南区下溝）

　山村 　浩（南区磯部）
　大島 信直（南区麻溝台４丁目）
　山下 義幸（南区東林間８丁目）
　野口 秀光（南区相南４丁目）

　太田 　勉（緑区青根）

芸術文化活動　
　原　利一（中央区星が丘４丁目）

人権擁護委員活動　
　中里 美和子（緑区大島）

　志村 春雄（緑区牧野）

　奈良 雅之（緑区長竹）

交通安全活動　
　奥山 助治（緑区東橋本２丁目）

　加藤 定男（緑区橋本６丁目）

　�　 正己（緑区鳥屋）

　�井 治政（中央区鹿沼台２丁目）

　近� 三治郎（南区御園４丁目）

　鈴木 貴市（南区旭町）

産業振興活動　
　細谷 政幸（南区古淵１丁目）

　武内 �雄（中央区矢部２丁目）

　白井 憲二（南区相模大野８丁目）

　�城 正勝（緑区三井）

農業振興活動　
　柿澤 利幸（南区当麻） 

　金子 尚平（中央区上溝）

　鈴木 幸作（中央区東淵野辺２丁目）

　阿部 一夫（南区上鶴間本町７丁目）

公民館活動　
　北畠 和子（中央区千代田６丁目）
　菊池 孝子（南区相武台３丁目）
　永井 洋志（緑区青根）

婦人団体活動　
　石川 冬子（中央区陽光台２丁目）

ＰＴＡ活動　
　野� 　徹（中央区上溝６丁目）

青少年相談活動　 
　田所 洋子（中央区清新６丁目）

スポーツ競技　
〈ゴルフ〉 
　佐藤 和男（緑区牧野）
〈ソフトテニス〉 
　阿部 藤彦（緑区大島）
　神沢 明美（緑区下九沢）
　野口 弘美（南区新戸）
　石黒 湧己（南区下溝）
〈パワーリフティング〉
　北村 真由美（南区相模大野７丁目）
〈エアロビック〉
　吉山 喜代美（南区磯部）
〈ボクシング〉
　三垣 龍次（緑区大島）
　井上 尚弥（県立相模原青陵高校）
〈格闘技〉
　藤本 京太郎（南区豊町）
〈空手道〉
　布目 愛美（緑区青山）
〈ショートトラックスピードスケート〉
　小黒 義明（中央区鹿沼台２丁目）
　齋藤 仁美（中央区中央４丁目）
〈飛板飛込・高飛込〉
　坂井　丞（麻布大渕野辺高校）
〈クライミング〉
　新田 龍海（県立相模原高校）
〈柔道〉
　王子谷 剛志（東海大相模高校）
　松雪 直斗（東海大相模高校）
　�藤 直寿（東海大相模高校）
　芳田 　司（相原中学校）
〈ソフトボール〉
　佐野 美知留（向上高校）

体育指導委員活動　
　岡田 　実（中央区上矢部１丁目）
　伊藤 孝久（緑区橋本２丁目）
　志賀 康子（南区上鶴間１丁目）
　堀　 由美（中央区弥栄２丁目）
　加藤 久江（南区若松５丁目）
　行木 秀文（中央区並木２丁目）
　岡本 裕子（中央区由野台１丁目）
　恩田 　晃（中央区弥栄１丁目）
　勝尾 　武（南区上鶴間本町５丁目）

スポーツ活動　
　永山 一雄（中央区上溝） 
　江藤 紀元（座間市緑ヶ丘６丁目）
　小山 武�（緑区橋本４丁目）
　砂田 都美�（中央区共和３丁目）
　大田 幸二郎（中央区青葉１丁目）
　小川 和鋭（中央区千代田６丁目）

消防団活動　
　村上 鉄弥（南区相模大野５丁目）
　金子 利弘（南区当麻）
　大倉 賢士（南区新磯野１丁目）
　山口 稔夫（緑区下九沢）
　大野 康敏（緑区若葉台７丁目）
　鮑子 哲朗（緑区太井）
　井上 　誠（緑区青野原）

市政功労表彰（団体）
社会福祉活動　
　相模原市赤十字奉仕団
　（中央区中央２丁目）
　手芸サークル糸ぐるま
　（中央区横山５丁目）

老人クラブ活動　
　ゆめクラブ篠原やまびこ会（緑区牧野）

産業振興活動　
　相模湖商工会青年部（緑区与瀬）

スポーツ競技　
〈空手道〉
　光明学園相模原高等学校空手道部
　（南区当麻）
〈野球〉 
　東海大学付属相模高等学校野球部
　（南区相南３丁目）
　藤野リトルリーグ（緑区日連）

市民文化表彰

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）
はやぶさプロジェクトチーム

特別表彰

　市病院協会会長や県病院協会会
長などを歴任。休日・夜間急病診
療の拠点となるメディカルセンタ
ーの設置や小児急病診療の２４時間
化に尽力されるなど、地域保健医
療の進展に貢献されました。

土屋　章（中央区淵野辺1丁目）

　昭和５３年に安井賞を受賞さ
れ、画家として優れた創作活
動を続けられるとともに、相
模原芸術家協会会長を務めら
れ、市民文化の振興に貢献さ
れました。

上條 陽子（南区南台1丁目）

　小惑星探査機「はやぶさ」による小
惑星への往復航行計画を世界で初めて
成功させ、わが国の科学技術の発展に大きく貢献し、相模原市
の名を全国に発信するとともに、市民に夢と深い感動を与えら
れました。

提供：池下章裕

パブリックコメント   ご意見をお寄せください　

総合計画の前期実施計画（素案）
　「新・相模原市総合計画」の基本計画で定めた施策を実現するために
策定する前期実施計画について、ご意見を募集します。
計画（素案）の配布場所
　企画政策課、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 市へのご意見・ご提案 → パブリックコメント で
もご覧になれます。
意見の提出
　直接か郵送、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、電話番号、意見を書
いて、１２月１４日（必着）までに、企画政策課へ

委員を募集します

相模原市総合計画審議会委員
　「新・相模原市総合計画」に掲げる各施策等について、達成状況の評
価などを審議します。
任　期　委嘱の日から２年間（平成２３年１月に委嘱予定）
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）＝４人（選考）
申し込み　企画政策課、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
からもダウンロード可）に必要事項を書いて、直接か郵送、ファ
クス、Ｅメールで１２月６日（必着）までに企画政策課へ

企画政策課　〒２５２－５２７７　中央区中央２－１１－１５　1０４２－７６９－８２０３　6０４２－７５７－５７２７
Ｅメール kikaku-３@city.sagamihara.kanagawa.jp
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事業仕分けの結果に対する
　市の対応方針を決定しました

　市では７月３１日・８月１日に実施した事業仕分
けの結果を受け、次のとおり対応方針を決定しま

した。今後は対応方針に基づき、見直しを行い、

より効率的な市政運営を推進します。

お問い合わせ　経営監理課　1０４２－７６９－９２４０

対応方針の主な内容対応
方針

仕分け
結果事業名

研究所のホームページを廃止し、市
のホームページの活用を検討する

廃止
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

単独の予算計上を廃止し、必要な場
合は、調査事業の中で予算化する市民意識調査事務

安全・安心マップを廃止し、市のホ
ームページに県のホームページをリ
ンクさせる

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）

制度を終了し、サービス等の現物給付
などのより効果的な事業を検討する幼児養育費支給事業

事業を終了し、基金の設立目的であ
る青少年育成事業を使途とする新た
な基金運用を検討する

青年（高校生）海外派遣事業

事業を終了し、委託先であったＮＰ
Ｏ法人をビジネス支援機関と位置づ
け、自主的な活動へ移行を検討する

公共図書館におけるビジネス
支援事業

事業を終了し、シティセールスの視
点から、今後のあり方を検討する特産品開発支援事業　

事業を終了し、より効果的な抑止方
策を検討する不法投棄対策夜間警備委託事業

駐車場案内表示を終了する相模大野地区駐車場
案内表示機維持管理事業

制度を終了する民間自動車駐車場整備促進事業
事業を終了し、市民団体による活
動を支援するなど、より効果的な
支援策を検討する

道路愛護啓発事業

レクリエーション農園に統合する要改善生きがい農園運営事業
交付金を減額する。今後も見直しを
継続する

改善

不要

職員厚生会交付金　

公民館へ事業を移管する。事業のあ
り方や対象範囲を検討する

横浜水道みち
サイクリングツアー事業
津久井地区小学生宿泊体験事業

一部見直しに向けて関係者と調整するペットボトル・白色トレイ
拠点回収事業

共和国事業を見直す。構成団体との
負担金割合の考え方を整理する

要改善

銀河連邦サガミハラ共和国事業

街頭端末の設置基準を策定し、基準
を満たさない端末を廃止する

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

アドバイザー派遣の基準を作成する魅力ある公共建築づくり推進事業
相談員の任用規定を策定、導入するソレイユさがみ女性相談事業

対応方針の主な内容対応
方針

仕分け
結果事業名

展示機器や運営体制を見直す。費用
負担のあり方を調査する

改善
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

公民館へ事業を移管する。事業のあ
り方や対象範囲を検討する陣馬山ハイキング事業

アンケートの実施を検討する。制度
の周知を図る介護家族支援事業

退職する監視員を活用して経費の削
減に努める。受益者負担を検討するスズメバチ駆除委託事業

情報提供を充実し、制度の周知を図るまなびなおし塾
（若者の自立・就労支援事業）

より多くの市民に公平にいきわたる
よう、補助件数や内容を検討する

住宅用太陽光発電システム
設置補助事業

今後の取り組みの明確化を図る峰山霊園公園墓地整備事業
必要と認められたときに随時検査を
実施する

廃棄物処理施設等ダイオキシ
ン類等測定検査事業

制度周知を図る。ソフト面から支援
体制を構築する

既存非木造共同住宅
耐震化促進事業

事業効果を把握し、その結果に基づ
き事業拡大も含めた検討を行う歩行空間カラー化事業

対象区域の整理や補助額の検討など
見直しを行う合併処理浄化槽設置補助事業

下水道法の規定による命令について
検討し、実施するトイレ水洗化促進事業

目標の設定や制度の周知などを行う雨水浸透施設設置助成事業
（合流式→分流式切り替え）

雇用形態のあり方や、人事管理事務
等の事務委託のあり方について、新
たな方針を定める

外国人英語指導助手活用事業

市として支援し、更に充実を図る中学生職場体験支援事業
交付金を減額する。今後も見直しを
継続する教職員互助会補助金

図書館とのサービスと機能の一体化
を進める視聴覚ライブラリー施設運営事業

指定管理者制度を導入する民間津久井生涯学習センター管理
運営経費

民間事業者への移行を検討する民間民間「相模湖ふるさとの森キャン
プ場」管理運営事業

現行どおり河川維持管理費（除草業務）

市議会12月定例会を開催
　本会議・委員会を午前９
時３０分から表のとおり開催
します。１２月２２日の議会運
営委員会は、本会議終了後
に開催します。
※会議の日程、時間などは変
更になることがあります。

お問い合わせ
議事課　1０４２－７６９－８２７８

休日・夜間納税相談窓口のご利用を
　平日や日中に、市税と国民健康保険税の納税や納付相談ができない人
のために納税相談窓口を開設します。電話相談もできます。

市税

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）

１２月７日（火）
　　１６日（木）
午後５時３０分
　　　～７時

１２月５日（日）
　　１２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）

市職員を募集

※原則、採用は平成２３年４月以降です。
※詳しくは、１１月２６日から人事委員会事務局、各区役所総務課・まちづくりセ
ンターなどで配布する受験案内（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等を郵送か電子申請で、１２月１０日（消

印有効。電子申請は１２月９日午後５時まで）までに人事委員会事務局へ

第１次試験日　１２月２２日（水）　相模原教育会館

お問い合わせ　人事委員会事務局　1０４２－７６９－８３２０

受験資格職務内容募集人数試験区分
昭和５０年４月２日以降に生ま
れ、各免許（理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士）がある
か、平成２２年度に行われる国家
試験で免許取得見込みの人

理学療法業務等１人理学療法士

作業療法業務等１人作業療法士

言語療法業務等１人言語聴覚士

国民健康保険税

電話番号会　場
日　時
休　日

０４２－７６９－８２３４国民健康保険課※（市役所本館１階）

１２月５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）

０４２－７８３－８１０３城山まちづくりセンター
（城山総合事務所１階）

０４２－７８０－１４００津久井まちづくりセンター
（津久井総合事務所１階）

０４２－６８４－３２１４相模湖まちづくりセンター
（相模湖総合事務所２階）

０４２－６８７－５５１４藤野まちづくりセンター
（藤野総合事務所１階）

※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。

内　容日にち
本会議（提案説明）１１月１８日（木）
本会議（代表質問・個人質疑）　　２９日（月）
本会議予備日　　３０日（火）
総務委員会１２月２日（木）
環境経済委員会　　３日（金）
民生委員会　　６日（月）
建設委員会　　７日（火）
文教委員会　　８日（水）

本会議（一般質問）
　　１７日（金）
　　２０日（月）
　　２１日（火）

本会議（委員長報告、採決）
議会運営委員会　　２２日（水）
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　本市における人事行政の透明性を高め、その公正性の一層の確保を図るた
め、職員数、給与、勤務時間などの状況をお知らせします。
　詳しくは、市ホームページの 市政情報 → 市政運営 → 人事行政の運営等
の状況の公表 や各行政資料コーナーでご覧になれます。

○７ 給料表の種類、級数等の概要
　職員の給料については、職務の内容に応じて区分される「給料表（行政職１・
２、消防職、医療職）」と、職務の複雑さ、困難さ、責任の度合いにより区分さ
れる「級」と、給料表と級に応じて定められた「号給」ごとに決められています。

人事行政の運営等の状況を公表します

お問い合わせ　職員課　1０４２－７６９－８２１３

行政職給料表（１）の適用職員 （２２年４月１日現在）
構　成　比（％）職　員　数（人）代表的な職名区　分

 ０．３ １１局　長９級
 ０．７ ２４部　長８級
 ２．７ ８８参　事７級
１３．５４４５課　長６級
１９．６６４５副主幹５級
２６．３８６８主　査４級
２１．０６９２主　任３級
 ９．０２９５主　事２級
 ６．９２２７主　事１級

○８ 職員手当
期末・勤勉手当　民間企業のボーナス等に相当する手当 

支給月数（２１年度）
区　　　分

勤勉手当期末手当

０．７０月（０．３０月）１．２５月（０．７０月）６月期

０．７０月（０．４０月）１．５０月（０．８０月）１２月期

１．４０月（０．７０月）２．７５月（１．５０月）計

役職加算５～２０％職制上の段階、職務の
級等による加算措置

※（　）内は、再任用職員の支給月数です。

○１０ 給与抑制措置の
　状況（特別職）
２１年４月から給料を約
５％削減しています。
（２３年４月まで）
２１年６月期から期末手当
を１０％削減しています。
（２２年１２月まで）

（１）職員数に関する状況
○１ 部門別職員数の状況 （平成２２年４月１日現在）

主な増減理由対前年
増減数（人）

職員数（人）区分
部門 ２２年

０２２議 会
一　

般　

行　

政　

部　

門

情報システム保守管理業務の委託化△　 ７６６９総 務
税務事務の執行体制の見直し△　１３２００税 務
政令指定都市移行に伴う県移管事務への対応６５９８１民 生
南清掃工場機械操作等の委託化、清掃施設の見直しなど△　８１６３０衛 生

△　 １６労 働
東・西農業委員会の統合に伴う減△　 ２４９農林水産
商業及び観光振興事務の執行体制の見直し△　 ７５２商 工
道路関係事務の執行体制の見直し△ 　５４６９土 木

△　５１
（２３）

３，０７８
（１５８）小 計

橋本図書館窓口業務の委託化△　 ９５２６教 育特
別
行
政
部
門

消防体制の充実１０７１５消 防
１

（△４）
１，２４１
（１９）小 計

１６病 院公
営
企
業
等
会
計
部
門

０２水 道
下水道事務の執行体制の見直し△　 ８７７下 水 道
政令指定都市移行に伴うシステム改修の終了△　１０１０９そ の 他

△　１７
（１）

１９４
（１３）小 計

△　６７
（２０）

４，５１３
（１９０）合 計

※職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分がある休職者、派遣職員など
を含み、臨時・非常勤職員を除いています。教育部門の職員数には教育長を含みます。
※（　）内は、再任用短時間勤務職員数です（職員数には含んでいません）。
※一般行政部門とは、特別行政部門、公営企業等会計部門以外の部門です。特別行政部門
とは、教育、消防の部門です。公営企業等会計部門とは、下水道等の部門です。
※病院とは、国民健康保険診療所です。

○２ 身体障害者・知的障害者の任用状況　　　　　　（６月１日現在）
２１年２２年法定雇用率
２．３５％２．４０％２．１０％

（２）職員の給与
○１ 人件費 　（２１年度普通会計決算）

人件費率（Ｂ／Ａ）人　件　費（Ｂ）歳　出　額（Ａ）
２０．５％４４９億５，０１３万円２，１９６億９，４０８万円

※特別職の給料、報酬などを含みます。

○２ 職員給与費 （２１年度普通会計決算）
１人当たり
の給与費
（Ｂ／Ａ）

給与費（職員に支給する給与額）
職員数（Ａ） 計（Ｂ）期末・勤勉

手当職員手当給　料

７１８万円３１３億
４，３８６万円

７４億
１，０７１万円

６２億
２,６３７万円

１７７億
６７８万円４，３６８人

※職員手当には、退職手当を含みません。

○３ ラスパイレス指数の状況
　ラスパイレス指数とは、国家公務員の俸給を１００として
見た場合に、本市職員の給与水準を示す指数です。

２１年度
１００．４

○４ 職員の平均給料月額と平均給与月額、平均年齢 （２２年４月１日現在）
平均年齢平均給与平均給料区　　分
４４.３歳５０万   １３円３５万１，９２８円一 般 行 政 職
４８.２歳４１万  ９１１円３１万９，７６０円技 能 労 務 職
４１.８歳４５万６，６７４円３４万４，７８５円消 防 職
４４.０歳８１万８，５５２円４１万４，７２２円医 療 職

※平均給与には、給料と地域手当、扶養手当などを含みます。

○５ 職員の初任給の状況 （２２年４月１日現在）
給料月額区　　　　分

１７万８，８００円大 学 卒
一 般 行 政 職

１４万４，５００円高 校 卒
２０万４，５００円大 学 卒

消 防 職
１６万４，７００円高 校 卒
２３万７，７００円医 大 卒医 療 職

○６ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額  （２２年４月１日現在）
経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区　　　分
３６万５，９２０円３１万８，６２４円２６万７，０７３円大 学 卒一般行政職 ３２万２，０７８円２８万３，６８３円２１万８，３００円高 校 卒
３３万９，４８０円３１万２，０２１円２７万５，３６７円技 能 労 務 職
３８万４，２５０円３４万８，０３３円２９万４，３８９円大 学 卒消 防 職 ３３万８，８７３円２９万４，４００円２４万６，８３８円高 校 卒

退職手当　退職したときに支給される一時金

１人当たりの平均支給額（２１年度）退職事由

  ３７９万円（平均勤続年数　１１．１年、退職者数　 １２人）自己都合

２，６２９万円（平均勤続年数　３６．９年、退職者数　１６９人）勧奨・定年

地域手当　民間における賃金水準を基礎にして職員に支給される手当

１人当たりの平均支給年額支　給　率

４２万４，０５８円１０％

特殊勤務手当　危険、困難、不健康な業務などに従事したときに支給される手当  

２０．５％職員全体に占める手当支給職員の割合（２１年度）

５万６，２９０円支給対象職員１人当たりの平均支給年額（２１年度）
※１６種類あり、代表的な手当は清掃業務従事手当などがあります。

その他

月　額内　　　容区　分

１万３，０００円配偶者
扶養手当

　　６，５００円配偶者以外の扶養親族
※ほかに住居手当、通勤手当、休日勤務手当、管理職手当などがあります。

時間外勤務手当　正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当

１人当たりの平均支給年額（２１年度）支　給　総　額

４９万３，５９５円１９億８，６２３万円

（３）職員の勤務時間
　職員の勤務時間は、午前８時３０分～午後５時の１日７時間４５分、週３８時間４５
分です。

（４）職員の懲戒の状況 ２１年度の懲戒処分者数　６人
戒　告（人）減　給（人）停　職（人）免　職（人）処　分　事　由

－３－－信用失墜行為
１２－－管理監督責任
１５－－計

（５）定員適正化目標
　職員定数管理計画を策定し、１９年度から４年間で２３０人削減することを目標に
掲げ、２２年度までに、職員定数２３０人を削減し、目標を達成しました。

○９ 特別職の報酬等 （２２年４月１日現在）
１０８万５，０００円（１１４万２，０００円）市　長給　　料

（ ）内は
減額前  ８８万８，０００円（ ９３万５，０００円）副市長

７７万９，０００円議　長
報　　酬 ７１万３，０００円副議長

６７万円議　員
１．４５月６月期市　長

副市長期末手当
（２１年度
支給月数）

１．６５月１２月期

１．４５月６月期議　長
副議長
議　員 １．６５月１２月期
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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。

地域企業の魅力を発信！
いい会社の魅力を知る
～いい会社ってなんだろう～

日　時　１２月２０日（月）午後１時３０分～６時３０分
会　場　相模女子大学　（南区文京２－１－１）
対　象　○大学・大学院・高等専門学校生
　　　　○学生や他企業と交流したい企業
定　員　１００人（申込順）
費　用　学生＝無料、企業＝１人１，０００円
内　容　○講演「いい会社の条件～社員第一主義の経営～」
　　　　　講師　坂本光司さん（法政大学大学院教授）
　　　　○市内中小企業によるプレゼンテーション

定　員
（申込順）会　場日　時内　容テーマ

７０人サン・エール
さがみはら

１２月２０日（月）
午前１０時～午後４時３０分

観光サービスの基本的な
知識や心構え

①観光
　おもてなし

１００人 杜 のホール
もり

はしもと
平成２３年１月２１日（金）
午前９時４５分～午後５時３０分

観光まちづくりに求めら
れるノウハウや先進事例

②観光
　まちづくり

対　象　観光にかかわる地域団体、関連産業・企業従業員や就職希望者
申し込み　電話で①１２月８日、②２７日までに商業観光課（1０４２－７６９－８２３６）へ

「相模の大凧まつり」題字募集
平成２３年５月の「相模の 大  凧 まつり」で揚げる大凧の題字

おお だこ

を募集します。
題字には、毎年その時々の世相を反映したものが描かれま

す。今年の題字は「 祝  政 」でした。
しゅく せい

対　象　市内在住か在勤・在学の人
申し込み　はがきに住所、氏名、題字（漢字２文字、１人１

点）、題字の意味と読み仮名を書いて、１２月２４日（必
着）までに相模の大凧まつり実行委員会（新磯まちづ
くりセンター内　〒２５２－０３２７　南区磯部９１６－３）へ

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

女性の人権ホットライン強化週間電話相談
ＤＶ、セクハラなど女性の人権に
かかわる相談に応じます。

女らしさ、男らしさってなぁ～に？ ～言ってませんか、こんなこと～
　寸劇や講演を通じて、家庭内での男女の役割を考えます。
日　時　１２月１０日（金）午後１時３０分～３時３０分　　会　場　津久井中央公民館
定　員　３０人（申込順）　※未就学児（２歳以上）の保育あり
申し込み　電話か、ファクスに氏名、「男女共同参画啓発事業」と書いて、コールセン

ター（1０４２－７７０－７７７７　6０４２－７７０－７７６６）へ

お問い合わせ　男女共同参画課　1０４２－７６９－８２０５

リフレッシュ講座
はじめての人のパッチワーク教室〈全２回〉

日　時　１２月１日・８日の水曜日午前１０時～正午
定　員　３０人（申込順）
費　用　５００円（材料費）
クリスマスプレゼントを織ろう
日にち　１２月４日（土）・５日（日）
時　間　午前１０時～午後４時
定　員　各５人（申込順）
費　用　各３，０００円（材料費）
おはなしお楽しみ会
手遊びや読み聞かせ、紙芝居など
日　時　１２月１１日（土）午前１０時～正午
対　象　小学校３年生以下の子どもとその親
定　員　３０組（申込順）

ソレイユさがみの催し

楽しみながら身につける
ビジネスマナーの基礎知識

日　時　１２月９日（木）午後３時～５時
会　場　桜美林大学（町田市常磐町３７５８）
対　象　大学生か就職活動中の学生＝３０人（申込順）
費　用　５００円

申し込み　学生は「さがまちコンソーシアム」のホームペ
ージ（http://sagamachi.jp/）、企業は「さがみ
はら産業創造センター」のホームページ（http:// 
www.sic-sagamihara.jp/）から

いい会社の魅力を見る・伝える
～ライティング講座と取材ツアー～〈全２回〉

会　場日　時講座名・内容

相模女子大学平成２３年２月５日（土）
午前１０時～午後５時

ライティング
取材のノウハウ、原稿の書
き方

市内企業ほか２３年２月９日（水）
～１０日（木）〈１泊２日〉

企業取材ツアー
中小企業の現場を取材し、
冊子を編集

対　象　大学・大学院・高等専門学校生＝１８人（申込順）
費　用　３，０００円（宿泊費、食費、保険料）

申し込み　直接か電話、ファクスに氏名、電話番号、催し名を書いて、同所（1０４２－７７５－１７７５ 
6０４２－７７５－１７７６）へ

※未就学児（２歳以上）の保育あり（要予約）

観光交流都市さがみはらをめざして

観光の担い手づくり・観光まちづくり研修会

お問い合わせ
さがみはら産業創造センター　1０４２－７７０－９１１９

第１部　講演　講師　片山右京さん（元Ｆ１ドライバー）
第２部　パネルディスカッション
日　時　１２月５日（日）午後１時３０分～４時３０分
会　場　津久井中央公民館（緑区中野）
定　員　４００人（先着順）　※希望者は直接会場へ
※未就学児の保育あり
〈定員８人（申込順）、１１月２９日までに要予約〉
　先着１００人に津久井産ヒノキのコースター、参加者に粗品をプレゼント！
○森林の保全活動などの紹介コーナー　午後０時３０分～５時３０分
○木工体験コーナー　午後０時３０分～１時３０分、４時３０分～５時３０分

お問い合わせ　津久井経済観光課　1０４２－７８０－１４１６

　建物の屋上や壁面、駐車場などで新たに行う緑化に奨励金を交付します。
対象区域　市内の市街化区域内か用途地域内
対象者　建築物を所有・管理か建築し、新たに緑化する人 

（その他一定の条件あり）
交付要件・奨励金額など　（限度額　２０万円）

※工事着手前に申請が必要です。申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ　市みどりの協会　1０４２－７７７－２８６０

 潤  水  都  市 さがみはら　森林フォーラム
じゅん すい と し

～考えよう 市民と森林の「これから」～
みどりのまちづくり奨励金

奨励単価交付要件緑化施設
２万円／㎡

３㎡以上
屋上

１万円／㎡
壁面

５㎡以上で緑被面積が３㎡以上駐車場

※奨励金額は、奨励単価
に緑化面積をかけた額
と対象工事費の２分の
１のいずれか少ない額

片山右京さん

横浜地方法務局 1０４５－２１２－４３６４

午前８時３０分～午後７時１１月１５日（月）～１９日（金）
午前１０時～午後５時　　２０日（土）・２１日（日）

柔道整復師から学ぶ膝痛・腰痛予防講座
ひざ

～本格的な冬を迎える前の体のメンテナンス～

日にち　１２月１１日（土）
時　間　午後２時～３時３０分
定　員　４０人（申込順）
であいのサロン
自分らしい生き方をみつける場

日にち　１２月１３日（月）
時　間　午前１０時～正午
定　員　３０人（申込順）

女性のための心とからだの健康相談
日にち　１２月１８日（土）
時　間　午後１時３０分・２時３０分
定　員　各１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

日にち　１２月２０日（月）
時　間　午前１０時３０分～１１時３０分
対　象　１歳未満の初めての子とその保護者
定　員　１０組（申込順）
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八王子 八王子 横浜 横浜 

向陽小学校入口 

向陽小学校東 

向陽小学校 向陽小学校 

市営自動車駐車場 市営自動車駐車場 

相模原 
住宅公園 

臨時駐輪場 

相模総合補給廠 

潤水都市さがみはら 
フェスタ会場　

相模原駅 

入口 

北口 北口 

氷川神社前 

相模原駅前 

相模原駅入口 清新 

　相模原市は今年４月、全国１９番目の政令指定都市として新たなスタートを切り、さまざまな記念
イベントを行ってきました。そして今回、そのフィナーレを飾る「 潤  水  都  市 　さがみはらフェスタ」

じゅん すい と し

を開催します。
　今回のイベントでは、会場を３つのテーマ（味・人・街）に分け、「さがみはら」の魅力をＰＲ
します。「さがみはら」をさまざまな角度から見たときにどのように見えるのでしょうか。あなた
の知っている「さがみはら」、あなたの知らない「さがみはら」を見つけに来てください。
　このフェスタを機会に、さらに「潤水都市　さがみはら」の魅力を市内外に発信していきます。さがみはらで遊ぶ。さがみはらを遊ぶ。

片山右京さん
　相模原市出身の元Ｆ１ドラ
イバー。現在は、サイクルロ
ードレース参加やボランティ
ア活動、テレビ番組出演など
さまざまな分野で活躍中。平
成１９年度から市の名誉観光親
善大使を務める。   THE　 虎  舞  竜 

と ら  ぶ りゅう

　ラーメン通としても有名
で、即席めんのプロデュース
なども手がける高橋ジョージ
さんがヴォーカルを務めるロ
ックバンド。代表曲は全１３章
から成る「ロード」シリーズ。

　　　  SUNS 
サ ン ズ

　社会人アメリカンフットボ
ールのクラブチーム「相模原
ライズ」のチアリーダーズ。

　ＪＡＸＡの研究施設が縁で交流
が始まった４市２町からなる銀河
連邦のうち、ウチノウラキモツキ・
ノシロ・サンリクオオフナト・サ
ガミハラ共和国が特産品を販売し
ます。また立科町、町田市なども
出展します。

潤水都市 さがみはらＰＲブース

　「１９９９ＪＵ３」というまだ名もない小惑星を目
標に、２０１４年ごろ打ち上げ予定の「はやぶさ２」
１０分の１モデルを世界初公開します。また、はや
ぶさカプセルの実物大カットモデル（断面模型）の
国内初公開や、はやぶさの紹介ビデオを上映します。

　いずれ劣らぬ実力店１５店が“相模原らしい”創作ラーメン「さ

がみはらぁ 麺 」を会場で販売します。一番人気で優勝に輝くの
めん

はどのお店か？食べ比べてお気に入りの“ラーメン”に「どん

ぶり」で投票してください！

※売り切れ次第終了

 投票方法  会場内に「さがみはらぁ麺」投票所を
設置します。１番おいしいと思ったお店の投票
箱にどんぶりで“投票”してください。
※当日はリサイクル素材を利用した
どんぶりを、全店共通で使用します。

  結果発表  ２１日（日）午後３時２０分ごろ
 　　　イベントステージ

２１日（日）２０日（土）
上溝夏祭り実行委員会（祭り囃子）
帝京大学ジャグリングサークル「QOJ」
光明学園相模原高等学校和太鼓部（和太鼓）
福前健康体操（体操）
千木良囃子連（祭り囃子）
相模原青年会議所「未来環境に対する主張」
桜美林大学ダンスサークル ODC（ダンス）

市少年鼓笛バンド連盟
市文化協会（民謡）
上溝夏祭り実行委員会（祭り 囃  子 ）

ばや し

藤野町囃子連合会（祭り囃子）
与瀬権現太鼓（和太鼓）

午前の部

久保澤囃子保存 會 （祭り囃子）
かい

小田急多摩線延伸促進協議会・小山地区自治会連合会
（小田急多摩線延伸音頭）
相模原よさこいRANBU！実行委員会（よさこい）
相模原ライズチアリーダーズ「SUNS」（チアリーディング）

「潤水都市　さがみはら」　ロゴデザイン表彰式
  シティセールスステージ

「さがみはらぁ麺」コンテスト＆ラーメン店グランプリ表彰式
THE虎舞竜ミニライブ
市合唱連盟「伝えよう輝く未来へ」
政令指定都市移行記念花火

青山学院大学ジャグリング愛好会「オ
スリーズ」
開会記念セレモニー
川口淳一郎さん（JAXA教授）講演
片山右京さんトークライブ
市民文化財団（ストリートダンス）
東林間サマーわぁ！ニバル実行委員会
（阿波踊り）
相模ねぶたカーニバル実行委員会
（はねと・ねぶた・太鼓）

午後の部

　　　今回のフェスタではどの

ようなミニライブを披露してい

ただけるのでしょうか？

　　年齢層も幅広く、さまざま

なお客さんがいるので、子ども

から大人まで、世代など関係な

く来ているお客さんが楽しめる

ステージにしたいですね。

　　　「さがみはらぁ麺」コンテストについてアドバイスなど

ありますか？

　　盛り付けなど見た目も大事ですが、地場の特産品を入れな

いと地元感が出ないと思うし、ご当地ものは地元産業に元気や

潤いを与えて欲しいので、相模原産の材料を使っていかにうま

く作るかが大事だと思います。当日どんなラーメンができてい

るか楽しみですね。

　　　相模原市民へメッセー

ジをお願いします。

　　相模原には、仕事やプラ

イベートで何度か行ったこと

があります。今回のイベント

は、政令指定都市移行を記念

するという、歴史に残るもの

だと思うので、参加できてと

ても光栄です。ぜひご家族で

来て、音楽を聞いたり、食べ

物を味わったり、いろんなも

のを見たり…五感をフルに使

って楽しんで、家族の 絆 を深
きずな

めてもらいたいと思います。

私たちも皆さんと楽しんで、

いい思い出が作れたらと思っ

ています。

　そのほかに、市内商店街や、大
学などによる出展があります。

　相模原の魅力を発信するシティセールスサ
ポーターズと、観光関連イベントなどをＰＲ
する観光親善大使のメンバーが、それぞれの
お気に入りの相模原を写真で紹介します。
　メンバーは会場内で、共同してグッズを配布 
し、「潤水都市　さがみはら」をＰＲします。

さがみはらパワーゾーン

ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）ブース

　相模総合補給廠の一部返還予定地のまちづくり計画をはじめ、水源地の豊かな自
然、官民協働によるシティセールスの取り組みなど、さがみはらの魅力と将来性を
映像や展示で紹介。FMさがみ（８３．９MHz）の公開生放送も行います。

「はやぶさ２」１０分の１モデルを世界初公開！

イベントステージスケジュール（予定）

お問い合わせ
商業観光課　1０４２－７６９－８２３６

※当日、雨天時のお問い合わせは午前８時以降
　にコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

公式ホームページ　http://sagamihara-festa.com/

日にち　１１月２０日（土）
時　間　午後５時１５分～４５分
会　場　相模原駅南口ペデストリ

アンデッキ
内　容　点灯式、ミニコンサート

相模原ウィンター・

イルミネーション点灯式

　多彩な顔ぶれがそろうステ

ージゾーン。ミニライブやト

ークライブのほか、市内伝統

芸能などさまざまなパフォー

マンスを繰り広げます。

銀河連邦＆物産ブース

●１ 立科町（蓼科牛）●２ ノシロ（きりたんぽ）●３ サ
ンリクオオフナト（ほたて）●４ ウチノウラキモ
ツキ（黒豚）●５ サガミハラ（たんかんジャム）

潤水都市ゾーン
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創 作 ラ ー メ ン 

「さがみはらぁ麺」コンテスト 「さがみはらぁ麺」コンテスト 

決定 相模原市内 No.1相模原市内 No.1
ラーメン店グランプリ ラーメン店グランプリ 
　３９のエントリー店の中か

ら、事前の投

票で決定した「ラーメン店
グランプリ」

の表彰式を行います。市内
№１の称号を

得るのはどのお店でしょう
か？

　さがみはらの未来

を支える企業・大学・

団体などの個性豊か

な出展により、さが

みはらの魅力と未来

に向けたメッセージ

を発信します。

ラーメン激戦区「さが

みはら」でラーメンコ

ンテストを開催！

グランドフィナーレ!!グランドフィナーレ!!グランドフィナーレ!!政令指定都市・相模原誕生 
記念イベント 

日 時
１１月２０日（土）・２１日（日）
午前１０時～午後５時

会 場
相模総合補給 廠 

しょう

 政令指定都市移行記念 

打ち上げ花火
 ２１日（日）午後５時 

フェスタにあわせて

主な
出演者

※会場へは「徒歩のみ」の
入場となります。
※駐車場はありません。
公共交通機関を利用してください。

市長を含めたシティセールスサポーターズ

「私のお気に入りの 相模原」を紹介

ミニライブ

観光親善大使

「はやぶさ２」
イメージ　提供

：池下章裕

●４ ●５ 

●３ くっチャイナ

玉子いもラーメ
ン　３００円 

●４ 鈴木ラーメン
店

相模原祭りそば
　３５０円 

●１３ JNファミ
リー

てるてラーメン
　３００円 

●１２ 一平家
一平ラーメン　３

００円 

当日使用する
どんぶり

トークライブ

チアリーディング

参 加 店

●１４ 潮中華　KA
ZE

花らーめん（塩
）　５００円 

●１１ 中華酒菜とんと
ん

味菜ら～めん　３
００円 

●９ がんや
相模原とんこつらーど

ん（S．T．R）　３００円
 

●６ ラーメン　か
るあ

クリーミーカレ
ーラーメン　３００

円 
●７ 味の天徳
相模原油そば　３

００円 

●８ 一国堂

特産陣馬みそら
ーめん　３００円 

●１ 味。
あじさいらーめ

ん　４００円 

●２ 麺屋　鼎

酒匂川の清水ら
ーめん　４００円 

●１５ たんぽぽ

たまりあご醤油
ラーメン

相模原バージョ
ン　３００円 

 表彰式  ２１日（日）午後３時
２０分ごろ

　　　イベントステージ

●５ 昌龍飯店

相ラータンメン
　４００円 

●１０ らーめん館

北京らーめん　３
００円 
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あじさい大学公開講座
教えます！振り込め詐欺や悪質商法からの防衛法

日　時　１１月３０日（火）午後１時３０分～３時３０分
会　場　サン・エールさがみはら
講　師　相模原北警察署生活安全課職員ほか
対　象　６０歳以上の人＝２００人（申込順）
申し込み　電話で１１月２８日までにコールセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ

会　場
市立図書館

（中央区鹿沼台）

視聴覚ライブラリーの催し
相模原なつかし映画館
日　時　１２月１０日（金）午後２時～４時
上映作品
○相模原の文化財を訪ねて～当麻山無量光寺～
　　（昭和４８年度制作）
○相模原市のうつりかわり（昭和６０年度制作）
○昭和６２年度文化財記録映画「相模原の畑作」
○読売国際ニュース（昭和３６年制作）
○上溝祭典ノ部

お楽しみ時代劇鑑賞会
日　時　１２月１１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７話「猫が見ていた」

月例子ども映画会
日　時　１２月１１日（土）午後２時～３時３０分
上映作品
○ディズニーのいなかのねずみ
○クリスマスキャロル
○とらねこめいたんてい
○森のトントたち「クリスマスクリスマス」

対　象　市内在住か在勤・在学の人＝各１８０人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　視聴覚ライブラリー　1０４２－７５３－２４０１

ク
リ
ス
マ
ス
キ
ャ
ロ
ル

相模原ごみＤＥ７１大作戦
で な い

クリスマス親子リサイクル体験教室
　ペットボトルなどを使いミニクリスマスツリーを作ります。
日　時　１２月１１日（土）・１２日（日）午前１０時～午後０時１５分
会　場　環境情報センターほか
対　象　市内在住か在学の小学生とその保護者
定　員　各１５組程度（申込順）
申し込み　電話で資源循環推進課（1０４２－７６９－８２４５）へ

相模原の畑作

環境情報センター（中央区富士見）の催し
発見しよう！　まちの中の小さな自然
　自然観察指導員と同センターの周りの植物や
生きものを観察します。
日にち １１月１７日（水）〈荒天中止〉
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
※参加希望者はルーペなど観察に必要な道具
（貸し出し可）を持って直接同センターへ

おもしろ環境実験教室～燃料電池ってなんだろう～
　燃料電池で動く自動車の模型を作り、環境にやさしいエネルギーについ
て学びます。
日にち　１２月１２日（日）
時　間　午前１０時～正午
対　象　小学校４～６年生（保護者同伴可）＝３０人（申込順）
申し込み　電話か、Ｅメールに氏名、学年、電話番号、「おもしろ環境実

験教室」と書いて、同センター（1０４２－７６９－９２４８　Ｅメール kan 
kyo@eic-sagamihara.jp）へ

けやき体育館の催し
①けやき体育館にピエロがやってくる！
日　時　１２月１７日（金）午前１０時～１１時
対　象　市内在住か在勤・在学の障害児・者＝５０人（申込順）

②障害者ふれあい文化講座

◇　　　◇
申し込み　直接か電話、ファクスに住所、氏名、電話番号、講座名を書い

て、各申込期限（①は１２月１０日）までに同体育館（1０４２－７５３－
９０３０　6０４２－７６９－１２００）へ

申込期限費　用対象・定員（申込順）日　時講座名

１２月６日

各５００円

身体障害児・者１８人
ボランティア多数

１２月１１日（土）
午後２時～４時クリスマスの

フラワー
アレンジメント １２月１０日精神障害者１８人

ボランティア５人程度
１２月１５日（水）
午前１０時～正午

１２月８日１，５００円知的障害児・者１５人
ボランティア５人

１２月１１日（土）
午前１０時～正午

クリスマス
リース作り

旧石器ハテナ館（中央区田名塩田）講演会
田名向原遺跡の住居状遺構の成り立ち

　同遺跡で発見された住居状遺構の役割などをお話します。
日にち　１２月４日（土）
時　間　午後２時～４時
講　師　島田和高さん

（明治大学博物館学芸員）
定　員　１００人（先着順）
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
旧石器ハテナ館　1０４２－７７７－６３７１ 遺跡公園内の住居状遺構（復元）

　境川流域の民俗分布を通じて、歴史への理解を深めます。
日　時　１２月７日（火）午後１時３０分～３時３０分
会　場　市立博物館（中央区高根）
定　員　１００人（先着順）　※希望者は直接会場へ

お問い合わせ
さがみはら地名の会の福田さん　1０８０－３４０６－３１９２

　 糞 を分解する菌類の働きや、生態系と人間のかかわりを学びます。
ふん

日　時　１１月２８日（日）午後２時～４時
会　場　市立博物館（中央区高根）
講　師　伊沢正名さん（ 糞  土  師 ）　　定　員　２００人（先着順）

ふん ど し

※希望者は直接会場へ
お問い合わせ　市立博物館　1０４２－７５０－８０３０

講演会 糞土師が語る菌類の魅力と生態系

講演会 民俗分布に見る境川流域

はじめての絵手紙講座

心にひびく絵手紙年賀状
　初心者向けに書き方や道具の説明などをします。
日　時　１１月２８日（日）午後２時～４時
会　場　市立図書館（中央区鹿沼台）
対　象　１８歳以上の人＝２０人（申込順）
費　用　２００円（材料費）
申し込み　電話で１１月１６日から同館（1０４２－７５４－３６０４）へ

さがみはら北の丘センター　親子工作教室
　環境にやさしい材料でクリスマスツリーのランプシェードを作ります。
日　時　１２月５日（日）午前１０時～正午
対　象　市内在住か在学の小学生とその保護者＝１０組（申込順）
※小学校３年生以上は１人での参加も可
費　用　５００円（材料費・保険料）
申し込み　直接か電話で同センター（1０４２－７７３－５５７０）へ

古民家園の竹とんぼづくり
日　時　１１月２８日（日）午前１０時～１１時３０分
会　場　古民家園（相模川自然の村公園内）
定　員　５０人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　文化財保護課　1０４２－７６９－８３７１
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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。

みんなの スポ・レク情報 
さがみはらグリーンプールの冬季水泳教室 さがみはらグリーンプール　1０４２－７５８－３１５１

費　用定　員
（申込順）対　象時　間日にち（１２月２３日、１２月２９日

～平成２３年１月５日は除く）教　室　名

２，０００円２０人中学・高校生午後６時～７時１２月３日～２３年１月２８日の金曜日中高生水泳〈全８回〉

５，０００円２０組おむつが取れている２歳以
上の子どもとその保護者午前１１時～正午１１月２５日～２３年１月２７日の木曜日親子水泳〈全８回〉

各５，０００円各３０人１８歳以上の人

午後１時～２時

１１月３０日～２３年１月２５日の火曜日

クロール

成人プログラム
〈全８回〉

各種泳法の習得

背泳ぎ
マスターズ

午後２時～３時
はじめて平泳ぎ
はじめてクロール
ストレッチ＆ウオーキング

午後１時～２時

１１月２４日～２３年１月２６日の水曜日

平泳ぎ
バタフライ
個人メドレーに挑戦

午後２時～３時
はじめて背泳ぎ
はじめてバタフライ
はじめてクロール

午後６時～７時１２月３日～２３年１月２８日の金曜日
クロール
平泳ぎ

７，０００円
（中学生以下は３，５００円）

３０人小学生以上で
２５ｍ以上泳げる人

午後６時～７時３０分１１月２７日、１２月４日・１８日、２３年
１月８日～２９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

市体育協会からのお知らせ
市民選手権大会

申し込み　市体育協会にある申込用紙を各申込期限までに同協会へ

相模原マスターズ・ラグビー教室
日　時　１２月４日（土）・１８日（土）午前１０時～正午
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場
対　象　市内在住か在勤の１６歳以上の人（経験者は３５歳以上の人）
費　用　各１００円　　※希望者は直接会場へ

生涯スポーツ（クリスマス交流会）
　ダンスやゲーム、ニュースポーツなどを行います。
日　時　１２月１２日（日）午前９時～１１時３０分
会　場　市体育館（市役所前）　　費　用　５００円　※希望者は直接会場へ

申込期限会　場日にち種　目

１１月２５日相模原麻溝公園
競技場ほか

平成２３年１月２９日（土）・３０日
（日）、２月６日（日）・１３（日）サッカー（高校生）

１２月３日八海山麓スキー場２３年１月２９日（土）・３０日（日）スキー
１２月１０日北総合体育館２３年１月１５日（土）バレーボール（小学生）

相模原駅伝競走大会
日　時　２３年１月１６日（日）午前８時１０分
会　場　相模原麻溝公園競技場周辺道路
申し込み　市体育協会にある申込用紙を１２月１日～８日に同協会へ
※周辺道路は交通規制のため、一部通行止めになります。

市民スキー（万座温泉スキー場）
日にち　２３年１月７日（金）～１月１０日（祝）
集　合　７日午後７時３０分＝市南区合同庁舎、午後８時＝市役所
定　員　８０人（抽選）
費　用　３万９，０００円（小学生以下３万２，０００円。レンタル希望者は板・靴

のセット５，０００円、ウエア３，０００円が別途必要）
申し込み　はがきに参加者全員の住所・氏名・生年月日・性別・電話番号、

集合場所、レンタル希望者は身長・靴・服のサイズを書いて、１２月
３日（必着）までに市体育協会へ

市体育協会　1０４２－７５１－５５５２　6０４２－７５１－５５４５
〒２５２－０２３６　中央区富士見６－６－２３　けやき会館内
HP http://www.jade.dti.ne.jp/̃ taikyo/

申し込み　費用と、受講証（持っている人）、初めて同プールの教室に参加する人は写真（縦３㎝×横２.５㎝）を持って、直接会場へ

幼児スケート教室１２月コース〈全４回〉
日　時　１２月４日～２５日の毎週土曜日午前９時～１０時３０分
会　場　銀河アリーナ　　対　象　４歳以上の未就学児＝２０人（抽選）　
費　用　３，０００円（貸し靴は別途２００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、「幼児

スケート教室１２月コース」と書いて、１１月２２日（必着）までに同アリ
ーナ（〒２５２－０２２９　中央区弥栄３－１－６　1０４２－７７６－５３１１）へ

総合体育館卓球大会
日　時　１２月１２日（日）午前９時～午後５時
種　目　男子＝シングルス初級者の部、中級者の部
　　　　女子＝シングルス初級者の部、中級者の部
対　象　市内在住の人＝２００人（申込順）　　費　用　各７００円
申し込み　総合体育館か北総合体育館にある申込用紙に費用を添えて、１１

月３０日までに各館へ

お問い合わせ　総合体育館　1０４２－７４８－１７８１

中学生ワンポイント陸上教室
　１００ｍ走と砲丸投げを国士舘大学陸上競技部の学生が指導します。
日　時　１２月２６日（日）午前９時３０分～正午
会　場　相模原麻溝公園競技場
定　員　１０人（申込順）　　費　用　１００円
申し込み　電話か、ファクス、Ｅメールに住所、氏名、年齢、電話番号、「中

学生ワンポイント陸上教室」と書いて、同競技場（1０４２－７７７－６０８８ 
6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-stadium@dream.jp）へ

さがみこ再発見の旅
　紅葉の石老山への登山、遊覧船で相模湖一周などを楽しみます。
日にち　１２月１日（水）　
集　合　午前８時５０分に市民会館前
対　象　市内在住か在勤・在学の２０歳以上の人＝３５人（抽選）
費　用　１，８００円（食事代など）
申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、１１月２５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

費　用集　合日にちコース

２００円午前９時３０分までに橋本駅北
口広場へ１１月２０日（土）相模原北公園

〈１０㎞〉

５００円
午前９時２０分までに氷川神社
境内（京王高尾線高尾山口駅
１分）へ

１１月２４日（水）紅葉の高尾山
〈１３㎞〉

※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

北総合体育館杯ドッジボール大会
日　時　平成２３年１月１６日（日）午前９時～午後５時
対　象　市内在住か在学の小学校３年生以上で編成するチーム
定　員　２４組（抽選）　　費　用　３，０００円
申し込み　北総合体育館にある申込用紙（市都市整備公社ホームページか

らダウンロード可）を、１２月１２日までに同館（1０４２－７６３－７７１１）へ

みんなで歩こう！〈小雨決行〉
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市　役　所　1０４２－７５４－１１１１（代）情報 あ ら かると・ ・

読者の

ひろば
（敬称略）

１２月１日から相模原市と町田市と

の境界が一部変わります

　境川を挟み複雑に入り組んだ市
域を明確にして、飛び地を解消する
ことにより、生活や土地利用上の
不便を解消するために実施します。
対象区域　上鶴間本町８丁目５９番
（上鶴間橋付近）と、東淵野辺２
丁目の一部、淵野辺本町２・３・
５丁目の各一部（境橋から宮前橋
までの区間）の合計約２．１㎞。
　なお、境界の変更により、市の
総面積と南区の面積が変更になり
ます。
面積の変更

問総務法制課

平成２３年「はたちのつどい」

日２３年１月１０日（祝）
対平成２年４月２日～３年４月１
日に生まれた人
※対象者には１１月上旬に案内状を
郵送しました。届かない場合はコー
ルセンター（1０４２－７７０－７７７７）へ
※会場・開催時間など詳しくは、
市ホームページ 暮らしの情報 →
青少年 → 青少年・成人に関する
催し をご覧いただくかお問い合
わせください。
問こども青少年課

相模原税務署

「青色決算・消費税等説明会」

時午後１時３０分～３時５０分
※希望者は筆記用具、青色決算関
係書類を持って直接会場へ
問相模原税務署（1０４２－７５６－
８２１１）
※自動音声案内に従い「２」を選
択してください。

さがみはら市民活動サポート

センター　管理運営申請団体の

公開プレゼンテーション

　申請団体が管理運営の事業計画
などを説明
日時１２月４日（土）午前１０時３０分
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

子犬・子猫の譲渡会と

犬のしつけ相談

日１２月５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〈マイク
ロチップ代・装着費用〉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（榎本
犬猫病院　1０４２－６８５－１１０１）か
生活衛生課

県の最低賃金が改定

　１０月２１日から県の最低賃金は時
間額８１８円に改定されました。
　県内の事業所で働く常用・臨時・
パート・アルバイト等のすべての労
働者とその使用者に適用されます。
問神奈川労働局賃金課（1０４５－
２１１－７３５４）

城山ダム リサイクルチップを

無料配布しています

　流木や落ち葉などを細かく砕い
たもので、庭づくりや園芸などに
利用できます。
※１１月２３日（祝）～２９日（月）は
機械で積み込みを手伝います。
※配布場所など詳しくはお問い合
わせください。
問相模川水系ダム管理事務所（1 

０４２－７８２－２２９１）

労働相談会

　解雇・賃金不払いなどの労働相
談や障害者の就労相談（職業紹介
は行いません）
日時１１月１９日（金）午前１１時～午後５時
会淵野辺駅南北自由通路
※希望者は直接会場へ
問かながわ労働センター県央支所
（1０４６－２９６－７３１１）

大野北まちづくりセンターの

非常勤職員

　証明書自動交付機の問い合わせ
などの対応
勤務　１２月２９日（水）午後１時～
５時、３０日（木）午前８時３０分～
午後１時
賃金　時給１，１８９円
対市内在住の人＝１人
申履歴書（写真 貼 

ちょう

 付 ）を持って１１
ふ

月２４日（水）午前９時～１１時に同
センター（1０４２－７５２－２０２３）へ
※簡単な面接あり

公民館活動推進員

（非常勤特別職）

　公民館事業の実施、学習相談、
施設管理など
勤務　月曜日を除く週５日（１日
７時間勤務で３交代制）
報酬　月額２４万円
対普通自動車運転免許がありパソ
コン操作ができる人＝若干名
申生涯学習課、総合学習センター、
津久井生涯学習センター、各公民
館・図書館にある申込書（市ホー
ムページからダウンロード可）と
作文を１１月３０日までに、生涯学習
課（1０４２－７６９－８２８７）へ

市社会福祉事業団の職員

　福祉事業業務・一般事務
勤務　原則、週３８時間４５分
対大学卒業程度（昭和５３年４月２日
～平成元年４月１日生まれ）で、
社会福祉主事の任用資格と普通自
動車運転免許があるか２３年３月ま
でに取得見込みの人＝若干名
申必要書類を１２月１５日（消印有効）
までに郵送で同事業団（1０４２－
７５０－１９０５）へ

※必要書類など、詳しくは同事業
団ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。

リニア中央新幹線パネル展

日１１月２６日（金）まで
※土・日曜日、祝日を除く
時午前８時３０分～午後５時
会市役所本館１階ロビー
問都市鉄道・交通政策課

ニローネ里山交流のつどい

～里山のみのり体験～

　パンやブルーベリージャム作り、
特産品の販売など
日１１月２７日（土）〈雨天決行〉
時午前１０時～午後３時
会東京農工大学津久井農場（緑区
長竹３７３０）
費２００円
※希望者は直接会場へ
問津久井経済観光課（1０４２－７８０
－１４１６）

明るい選挙推進大会

　ポスターコンクールの表彰式、
吹奏楽演奏など
日１１月２７日（土）
時午前１０時～１１時３０分
会あじさい会館
※希望者は直接会場へ
問市選挙管理委員会事務局

不法投棄撲滅キャンペーン

　不法投棄物などの回収作業
日１１月２８日（日）〈小雨決行〉
時午前９時～１１時
会日連グラウンド
※希望者は直接会場へ
※軍手とごみ袋は用意します。
問津久井クリーンセンター（1 

０４２－７８４－２７１１）

市民吹奏楽団定期演奏会

　S. プロコフィエフ作曲「ピー
ターと狼」ほか
日時１２月１２日（日）午後２時
会グリーンホール相模大野
※入場整理券が必要。詳しくはお
問い合わせください。
問同楽団事務局（1０９０－２１５９－
４９６３）

お知らせ 

イベント 

募　　集 

南区の面積市の総面積
３８．１９�㎞ 

2３２８．８４�㎞ 
2現　在
３８．１８�㎞ 

2３２８．８３�㎞ 
2変更後

　　　　　　　　　　▼版酔会版画展　１１月１８日（木）　
　　　　　　　　　～２４日（水）午前１０時～午後６時
（１８日は正午から、２４日は午後４時まで）、相模大野
ギャラリー　�問 木曾（1０４２－７７８－２４７１）
▼北里医学会総会公開市民講座　テーマ「慢性疾患の
発症進展の予防」など　１１月２０日（土）午後３時１０分
～５時、小田急ホテルセンチュリー相模大野８階（南
区相模大野３－８－１）。定員３５人（先着順）　�問 北
里大学医学部北里医学会の安藤（1０４２－７７８－８７１１）
▼秋の牧郷収穫祭　白菜・大根など地元無農薬野菜や
生うどん、芋煮などの販売、カラオケなど　１１月２１日
（日）午前１１時～午後３時＜雨天決行＞、旧牧郷小学
校（緑区牧野７０２９）　�問 柳川（1０９０－２６６６－８１９０）
▼八王子矯正展　八王子医療刑務所の施設見学や刑務
作業製品・少年院職業補導製品の展示販売など　１２月
４日（土）午前９時～午後１時、八王子医療刑務所（八王

子市子安町３－２６－１）　�問 同所（1０４２－６２２－６１８８）
　　　　　　会費などは個別にお問い合わせください。
　　　　　　▼フィギュアスケート　月３～５回午後
８時３０分、銀河アリーナ。対象は初級～中級の小学校
１～３年生　�問 川井（1０４２－７４０－３２４４）
▼英会話　月４回水曜日か土曜日午前９時２０分、大野
北公民館ほか。対象は英語で簡単な日常会話をしたい
人　�問 河井（1０４２－７６３－５６０６）
▼社交ダンス　毎週月曜日午前９時、産業会館。初心
者歓迎　�問 池田（1０９０－６０４５－１８３９）
▼書道・ペン習字　月２回水曜日午前９時、橋本公民
館ほか　�問 堀川（1０４２－７７３－０３２９）
▼実用かな書道　月２回水曜日午前１０時、さがみはら
北の丘センター　�問 小林（1０４２－７７３－６９２５）
▼気功・太極拳　毎週木曜日午前１０時、大野南公民館
ほか。体験あり　�問 後藤（1０４２－７４９－２８８３）
▼女声カラオケ　月４回水曜日午後２時、サン・エー
ルさがみはら。見学可　�問 安室（1０８０－５４８６－０５２２）

仲 間
催 し

費用の記載がない
場合は無料です。読者の

ひろば
（敬称略）

掲載の申込方法は毎月１日号でお知らせします

会　場日にち

県高相合同庁舎１２月１日（水）

津久井保健センター　　２日（木）

市民会館　　３日（金）

サン・エール
さがみはら

（緑区西橋本）
　　６日（月）

▼韓国語　毎週日曜日午後１時＝中級・４時＝入門、
さがみはら国際交流ラウンジ　�問  李 （1０９０－２３０９－

い

９７５２）
▼社交ダンス　毎週土曜日午後１時、市体育館（市役
所前）ほか。初心者歓迎　�問 山谷（1０９０－８１０５－７０９４）
▼日本舞踊　毎週月曜日午後１時、サン・エールさが
みはら　�問 山本（1０９０－５５２８－５７１２）
▼ソフトエアロビクス　毎週月曜日か木曜日午前１０時、
れんげの里あらいそ　�問 老沼（1０９０－４６１７－１８８４）
▼社交ダンス　月４回火曜日午後３時、大野北公民館
ほか。対象は多少経験のある人　�問 加藤（1０４２－７５６
－２６８７）
▼社交ダンス　毎週火曜日午前９時３０分・金曜日午後
１時３０分、中央公民館ほか。対象は多少経験のある人　
�問 鈴木（1０９０－２２３３－０６３１）
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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。

人権・福祉教育活動展

　小・中学生の人権や福祉にかか
わる活動を紹介

時午前９時～午後１０時
※観覧希望者は直接会場へ
問学校教育課

信州立科の秋の味覚を楽しもう

１１月２４日（水）～３０日（火）

立科町の美味フェア
　リンゴや蓼科牛などの特産品販
売
時午前１０時～午後７時
会伊勢丹相模原店本館地下食料品
催物場
問立科町商工会（1０２６７－５６－１００４）
信州蓼科牛ステーキ会席
　１００食限定で信州蓼科牛が楽し
めます。

会小田急ホテルセンチュリー相模
大野「つつじの茶屋」
問同ホテル（1０４２－７６７－１１１１）

相模原麻溝公園

巨大クリスマスリースの

飾り付けをしよう

日時１２月５日（日）午前９時３０分～正午
対小学生とその保護者
定２０組（申込順）
申電話でみどりの協会（1０４２－
７７７－２８６０）へ

市民合同演奏会

　モーツァルト作曲「 戴  冠 式ミサ」
たい かん

ほか
日時１２月１９日（日）午後２時
会グリーンホール相模大野
費指定席２，５００円、自由席２，０００円
問同事務局の稲垣さん（1０９０－
８４３３－４０４４）
※チケットＭｏｖｅ（1０４２－７４２
－９９９９）ほかで販売中（指定席は
チケットＭｏｖｅのみ取り扱い）

相模川ふれあい科学館

（中央区水郷田名）の七五三水槽

　七五三にちなみニホンイシガメ
など生きものの子どもたちを紹介
日１１月２８日（日）まで
時午前９時３０分～午後４時３０分
入館料　大人３００円、小・中学生
１００円、６５歳以上の人１５０円
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）
問同館（1０４２－７６２－２１１０）

自閉症児・者作品展

　作品の展示と会の活動紹介
日１１月２６日（金）～２８日（日）
時午前１０時～午後７時（２６日は午
後１時から、２８日は午後３時まで）
会おださがプラザ
問市自閉症児・者親の会（1０４６－
２５１－７４８１）

県立相模原公園の催し

体験教室「正月の生け花」
日１２月２３日（祝）
時午後１時３０分～３時３０分
定４０人（申込順）　費１，０００円
申電話で１１月２３日から同公園（1 

０４２－７７８－１６５３）へ
サカタのタネグリーンハウス
①マンスリーコンサート
　フルート・バイオリン・チェロ
のトリオコンサート　
日時１１月２１日（日）午後１時３０分～３時
②「クリスマスのサボテン・多肉
植物」寄せ植え講習会
　栽培のコツ、冬の管理など。即
売会あり
日１１月２０日（土）・２３日（祝）
時午後１時～３時
定各３０人（申込順）
費１，５００円（教材費）
③高井好子押し花展
日１１月２３日（祝）～１２月５日（日）
時午前９時３０分～午後４時
※１２月５日（日）に体験教室あり
④とみ工房「七宝焼き展」
日１２月７日（火）～２６日（日）
時午前９時３０分～午後４時
※１２月１１日（土）・１２日（日）に体験
教室あり

◇　　　◇
申②電話で同ハウス（1０４２－７７８
－６８１６）へ
※③④の体験教室について、詳し
くはお問い合わせください。

トークサロン「プロボノワーカー

募集中～個人と企業の社会貢献」

　仕事の技能を提供して行う社会
貢献の仕組みや運営など
日時１２月４日（土）午後２時～４時
会市民会館
定２０人（申込順）
費２００円（大学生以下は無料）
申電話でさがみはら市民会議の鹿
野さん（1０９０－６５０４－８６４２）へ

成年後見制度市民公開講座

　行政書士による講座と、講座終
了後に弁護士、司法書士等の専門
家団体による無料相談会を実施
日時１２月４日（土）午後１時３０分～３時
会ウェルネスさがみはら
講石口美子さん（行政書士）
定１００人（先着順）
※希望者は直接会場へ
問介護予防推進課

コミュニティビジネスフォーラム

テーマ　一人ひとりが主役のまち
づくり～自分を活かして、地域に
ビジネスの花を咲かせませんか？
日時１２月１１日（土）午後１時～４時３０分
会杜   のホールはしもと

もり

定１００人（申込順）
申電話かファクス、Ｅメールで、
市産業振興財団（1０４２－７５９－
５６００　6０４２－７５９－５６５５　Ｅ cb@ 
ssz.or.jp）へ
※保育あり（１１月３０日までに要予約）

ＮＰＯマネジメント講座

人に伝わるマネジメント力

～資金をゲット　するもしないも

プレゼン次第！～

　市民・行政協働運営型市民ファ
ンドゆめの芽の募集説明会を同時
開催
日時１２月１８日（土）午後１時３０分～５時
会けやき会館
定３０人（申込順）
申直接か電話、ファクス、Ｅメー
ルに住所、氏名、電話番号、講座
名を書いて、さがみはら市民活動
サポートセンター（16０４２－７５５
－５７９０　Ｅ sagami.saposen@ 
iris.ocn.ne.jp）へ

団体運営のための「税理士が教える

 コツをつかんで簡単！ 会計術」

時午後６時～８時
会さがみはら市民
活動サポートセンター
定①２０人②８組（抽選）
費各５００円（資料代）
申直接か電話、ファクス、Ｅメー
ルに住所、氏名、電話番号、講座
名を書いて、さがみはら市民活動
サポートセンター（16０４２－７５５
－５７９０　Ｅsagami.saposen 
@iris.ocn.ne.jp）へ

教職員研修市民公開講座

（人権・福祉教育研修講座）

「外国籍の子どもたちとともに」

日時１２月３日（金）午後３時～５時
会総合学習センター
対市内在住か在勤・在学の高校生
以上の人＝３０人（申込順）
申電話で１１月３０日までに同センタ
ー（1０４２－７５６－３４４３）へ
※未就学児（２歳以上）の保育あ
り（要予約）

すぐわかる！ＦＰ（ファイナンシ

ャルプランナー）３級

～お金のはなし～講座〈全４回〉

日１２月３日～２４日の毎週金曜日
時午後６時３０分～９時
会サン・エールさがみはら
定２５人（抽選）
費２，０００円（テキスト代込み）
申往復はがきに住所、氏名、電話番
号、「お金のはなし講座」と書いて、
１１月２５日までにサン・エールさが
みはら（〒２５２－０１３１　緑区西橋本
５－４－２０　1０４２－７７５－５６６５）へ

講演・講座 

講座名日にち
ＮＰＯ法人の会計・
税務（収支決算書、
財産目録、貸借対照
表の作り方）

１２月２日
（木）①

ＮＰＯ法人の会計・
個別相談（ＮＰＯ法
人の会計担当者向け）

１２月８日
（水）②

会　場期　間
藤野中央
公民館

１１月２９日（月）～
１２月３日（金）　

総合学習
センター

１２月６日（月）～
　１５日（水）

費用（税・サ
ービス料込み）時　間

５，７７５円午前１１時３０分
～午後２時３０分昼食

１１，５５０円午後５時３０分
　～９時夕食

国民健康保険税　第６期

納期限　１１月３０日（火）

コンビニエンスストア
でも納付できます　　

納税は便利な口座振替で
申金融機関の窓口へ

さが丸ファミリー
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1０４２－７６９－９８０２ 

人　口 人 ２６５,７０３ 

１１１,７３０ 世帯数 世帯 

区の人口・世帯 

男 １３５,５８４/ 女 １３０,１１９ 

（１４３増） 

（１８６増） 

平成２２年９月１日現在（　）は前月との増減 
現在、国勢調査結果集計中のため、９月１日現在になっています。 

  材　料   やまといも：小１本（２００ｇ）　のり：１枚　揚げ油：適量 
Ａ（しょうゆ：大さじ１弱　酒：小さじ１／２　塩：少々）

  作り方    
●１ やまといもは皮をむいてすりおろし、Ａを加えてよく混ぜる。
●２ のりは８等分に。その上に、●１ をスプーンですくってのせ、２つ折りに。
●３ ●２ を１７０℃程度の油できつね色になるまで揚げて、出来上がり。

さがみはら さがみはら 旬 の の 

　ニュースポーツ広場は署名運動から１０年、
市と我々若者の間で話し合いを重ね協力して
できた、みんなの思いが詰まった施設です。
スケートボードエリアには、大会も行えるコ
ーナーバンクなどのセクションやナイター設
備もあり、わがまち自慢のパークです。
　ＳＳＡでは、清掃活動やキッズスクール、
スケートボード大会を開催しています。スト
リートカルチャーの発信の場として、コミュ
ニケーションの場として、たくさんの人に利
用され愛されるパークになってほしいと願い
活動しています。

　１０月１７日、キャンプ淵野辺留保地内の樹林地で、光が丘地区
自治会連合会による清掃活動が行
われました。
　「自分たちのまちは、自分たち
の手できれいに！」と、相模原造
園協同組合の協力を得て、地元中
学生も参加し総勢約１３０人が集ま
り、草刈りやごみ拾いに汗を流し
ました。

～地域の力で、きれいなまちを～

 お願い！ スケートボードエリアでは、安全のために必ずヘルメットを着用してください。　

　地域の皆さんに自主的なまちづくりを実感して
もらえればと、今回の活動を企画しました。
　「自分のまちは、自分でつくる」、「自分がで
きることは、自分で」これが重要です。
　私たちの活動をきっかけに、地域活動の輪が全
市に広がってほしいと思います。

　ウオーキングや、切り絵などの創作、料理などのグループワークを通じ、記憶力、
注意力、計画力など脳を活性化する方法を学び、実践します。
日　時　１２月８日～平成２３年３月１６日の原則毎週水曜日午前１０時～正午
会　場　ウェルネスさがみはら　
対　象　物忘れの自覚等がある６５歳以上の人＝１４人（申込順）
費　用　無料（調理、外出費用は実費）
申し込み　電話で介護予防推進課中央班（1０４２－７６９－８３４９）へ

光が丘地区自治会連合会会長………平林 清さん

提供　食生活改善推進団体 わかな会

藤澤 虹  々   可 さん（作の口小学校３年生）
な な か

岸　 海 さん（小山小学校３年生）
かい

 作  本  泰  己 さん（小山小学校３年生）
さく もと たい き

  脳を鍛える！脳活道場〈全１３回〉

相模原産のやまといもは「さがみ長寿いも」と呼ば
れ、特産物として贈答用にも人気があります。

やまといもの磯辺揚げ【４人前】

 代表　内田耕平さんSSA（相模原スケートボード協会） 小山公園ニュースポーツ広場

　橋本駅から程近く、ナイター設備も完備しているため
仕事帰りにもストリート系スポーツで汗を流せる。
　スケートボード、３ｏｎ３バスケットボール、ストリ
ートダンスの３つのエリアがあり、スケートボードエリ
アでは、ＢＭＸ、インラインスケートなども楽しめる。
お問い合わせ　小山公園管理事務所（中央区小山４－１）

1０４２－７００－０８０１　　　

「思いっきりスケボーを楽しめる場所を！」そんな若者の声から生まれたのが、小山公

園ニュースポーツ広場。県外からも多くのスケーターが集まる関東屈指のパークで、プロ

も訪れる中央区自慢の施設だ。

ここに集うスケーターは小さな子どもから大人までと幅広く、スケートボードの大会や

教室なども開催され、世代を超えた仲間たちのコミュニケーションの場にもなっている。

オープンから３年半が経った今、ニュースポーツ広場の開設をきっかけにスケートボー

ドを始めたキッズスケーターたちは、各地の大会で活躍するほどに。なかでも岸 海くん

は、１１月６日にアメリカで開催された世界大会に参戦、その実力はワールドクラス！

ダイナミックパフォーマンスが繰り広げられるニュースポーツ広場を、ぜひ一度訪れて

みては。

「思いっきりスケボーを楽しめる場所を！」そんな若者の声から生まれたのが、小山公

園ニュースポーツ広場。県外からも多くのスケーターが集まる関東屈指のパークで、プロ

も訪れる中央区自慢の施設だ。

ここに集うスケーターは小さな子どもから大人までと幅広く、スケートボードの大会や

教室なども開催され、世代を超えた仲間たちのコミュニケーションの場にもなっている。

オープンから３年半が経った今、ニュースポーツ広場の開設をきっかけにスケートボー

ドを始めたキッズスケーターたちは、各地の大会で活躍するほどに。なかでも岸 海くん

は、１１月６日にアメリカで開催された世界大会に参戦、その実力はワールドクラス！

ダイナミックパフォーマンスが繰り広げられるニュースポーツ広場を、ぜひ一度訪れて

みては。




