
　４月に政令指定都市に移行した本市は、水源地域の豊かな自然環境と都市機能

を併せ持つという特色を最大限に生かし、新市一体化のまちづくりを進めていく

ことが求められています。

　このため、おおむね２０年後の水とみどりの将来像の実現に向けて、水とみどり

の機能と質を高めるネットワークの形成を基本方針とする、新しい「水とみどり

の基本計画」を策定しました。

　市民・事業者・行政の協働により、水とみどりの保全・再生・創出・活用や、

人と自然のふれあい交流などの観点から、「いつまでも人と自然が共生するまち

相模原」をめざして、まちづくりを進めていきます。

お問い合わせ　水みどり環境課　1０４２－７６９－８２４２

 今号の主な内容 L I N E U P

宇宙飛行士　山崎直子
スペースシャトルクルーミッション報告会

別冊  ウェルネス通信（保健・介護予防事業案内） 

さがみ湖湖上祭・相模原納涼花火大会 

市民協賛者席・メッセージ花火 3

さがまちコンソーシアム大学�4

グリーンカレッジつくい夏期講座 5

6 都市計画マスタープランを策定 7

運動して毎日健康！ 9

 12

アルコール　あなたの飲み方、大丈夫？�2

　スペースシャトル「ディス
カバリー号」に搭乗した山崎
直子さんをはじめとする宇宙
飛行士が、国際宇宙ステーシ
ョンでのミッションを報告し
ます。 
日にち　７月１日（木） 
時　間　午後６時～７時３０分 
会　場　杜のホールはしもと 
定　員　５００人 
入場整理券の配布（１人２枚まで・先着順） 
○６月２０日（日）午前１０時から　杜のホールはし
もと、市民会館、グリーンホール相模大野、市
立博物館 
○６月２１日（月）午前８時３０分から　市役所本館
と緑・南区役所の総合案内窓口 

お問い合わせ　コールセンター　1０４２－７７０－７７７７

もり 

　Fly to the Future 　　
　－未来へ、その先へ－ 　　　
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潤水都市 さがみはら
じゅん すい と し
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G A M I H ARA

１５6

１ 恵み豊かで美しい
自然環境を守り・
育てます

　丹沢山地や里山、都市
のみどりを保全・再生し、
多様な生物が生息できる
自然環境の形成をめざし
ます。

２ 花とみどり　季節感
あふれる都市空間
をつくります

　やすらぎと潤いのある
身近なみどりの維持・形成
に努めます。

３ 都市と自然  水と
みどりにふれあう
交流拠点づくりを
進めます

　みどりと水辺空間の保
全・活用を図るとともに、
人、自然、まち、文化、
歴史などが交わる水とみ
どりの拠点づくりを進め
ます。

４ 清らかな流れと水
辺を守り  親しみ
のある水辺空間を
つくります

　河川や湖の水質浄化や
美化意識の向上を図ると
ともに、親水空間の創出
などを進め、清らかで親
しみのある水辺環境づく
りを進めます。

５ 市民共有の貴重な
自然環境を私たち
の手で次世代につ
なぎます

　市民とのパートナー
シップによる自然環境の
保全や創出などの取り組
みを進めるとともに、広
域的な情報発信と連携に
努めます。

「水とみどりの基本計画」は各行政資料コーナーで閲覧できるほか、市ホームページ
の 暮らしの情報 →環境 → 計画と施策 からもご覧になれます。

水源を育み
恵み豊かな自然を次世代へ

６月は、環境月間

水辺環境保全等活動区域
第１号を指定

　６月７日に「青野原元気村」の活動区域（緑区青野原寺入沢周辺）
を市ホタル舞う水辺環境の保全等の促進に関する条例に基づく水辺環
境保全等活動区域に指定しました。同区域では、ホタルの生息環境を
守りながら、周辺の自然環境の保全等への取り組みが行われています。
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みなみ区

みなみ区版
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脳 
急性アルコール中毒 
アルコール依存症 

食道 
食道炎 
食道がん 
食道静脈瘤 

心血管系 
心筋症 
高血圧 
不整脈 

胃 
胃炎 
胃かいよう 
胃がん 

すい臓 
すい炎 
糖尿病 

大腸 
下痢 
痔 
大腸がん 

足 
痛風 

末梢神経障害 
大腿骨骨頭壊死 

小腸 
小腸炎 

吸収障害 

十二指腸 
十二指腸炎 

十二指腸かいよう 

肝臓 
脂肪肝 

アルコール性肝炎 
肝線維症 
肝硬変 

口腔・咽頭 
口腔・咽頭がん 

じ 

りゅう 

こう くう いん とう 

まっ しょう 

だい たい こつ こつ とう え し 

　飲酒を「減らそう」「やめよう」と思っていてもやめられない
など、アルコールの飲み方を自分でコントロールできない状態の
ことをアルコール依存症と言います。アルコール依存症の人は、
全国で８２万人いると言われ、そのうち約５割の人が治療せず生活
を送っていると考えられています。
　心身に悪影響のある飲み方や飲酒に関する相談窓口・教室をお
知らせします。皆さんも、節度ある適度な飲酒を心掛けましょう。

　多量飲酒している人がアルコール依存症になるリスクは、ほとんど飲酒しない人
と比べて、男性で３．８倍、女性で７．６倍も高くなり、また、多量飲酒している中年男
性が、その後に自殺するリスクは、２．３倍も高くなると言われています。

　アルコール依存症は、飲み続けることで身体的、心理的、社会的、そして経済的な問題が悪化するとわ
かっていながら、それをやめることができない病気で、死に至る場合もあります。やめられないのは「意
志が弱い」「根性がない」「だらしがない」といった性格の問題ではありません。こんな人が増えています

　妊娠したので、飲酒をやめよう
と思ったが、週に３日は飲酒する
習慣が続いている。「生まれてく
る赤ちゃんに申し訳ない」と思い
ながらも、飲酒をやめられない。

　人事異動後、飲酒しなければ眠
れなくなった。だんだん、途中で
目が覚める回数が増え、再び眠れ
るまでアルコールを飲み続けてし
まっている。

　子どもが手を離れたころから夕
食後に飲酒する習慣がついてしま
った。「この１杯を飲んだら片付
けよう」と思いながらも酔いつぶ
れるまで飲んでしまう。

　若いころから毎日 晩  酌 し、肝機
ばん しゃく

能障害を指摘され、５０歳代になっ
てからは入退院を繰り返すように。
飲酒を控えようと思うが、いつも
のように晩酌してしまう。

精神保健福祉相談・支援体制が充実
　政令指定都市移行に伴い、精神保健と精神障害者に関する相談・判
定などを市が行うようになり、より市民に身近なものになりました。
また、区ごとに設置した障害福祉相談課などと連携し、円滑な相談・
支援を行っています。

お問い合わせ　精神保健福祉センター 1０４２－７６９－９８１８

 アルコール依存症は病気です

 多量飲酒　からだへの影響 飲酒は３杯からが赤信号
　１日あたり日本酒に換算して３合以上の飲酒（純アルコール約６０ｇ
以上）は「多量飲酒」とされ、健康への悪影響のみならず、家庭や職
場などへの影響も無視できないと言われています。

 適正飲酒を心掛けましょう
　適正なアルコール量は…

○男性で１日あたり日本酒に換算して１合、女性はその半分
です。
○週に連続２日間の休肝日を作りましょう。

※少量の飲酒で顔が真っ赤になるなどアルコール代謝酵素の少ない人
や６５歳以上でアルコール分解能力の低い人は、より少ない量が適当
です。

アルコール依存症
家族教室

　症状の理解や対応について学びます。
日にち　６月２３日、７月２８日、８月

２５日の水曜日
時　間　午後２時～４時
対　象　アルコール依存症の人とそ

の家族など
定　員　各１０組（申込順）

アルコール・薬物
特定相談

　専門医などが助言・指導します。
日にち　７月２０日、８月１７日、９月

２１日の火曜日
時　間　午後１時３０分・２時３０分
対　象　アルコールや薬物に関する

問題を持つ人とその家族など
定　員　各日２人（申込順）

こころの電話相談　1０４２－７６９－９８１９
　心の病の治療・社会復帰・生活上の問題など、精神保健に関する相談がで
きます。

　相談日時　月～金曜日　午後５時～１０時

申し込み　電話で精神保健福祉センターへ

市民・関係機関など

各区の障害福祉相談課
【相談窓口】

精神保健福祉センター
【審査・判定機能、地域支援機能、相談・診療機能】
　こころの健康の保持増進と精神障害者の福祉の増進を図る総合
技術センターです。
所在地　中央区富士見６－１－１ウェルネスさがみはらＡ館７階

専門支援

 飲酒の問題を感じたら
　「アルコールの飲み方に問題があるかもしれない」と感じたり、家族や身
近な人の飲酒に問題があると感じたら、早めに相談してください。

相談

窓口・電話での相談
緑障害福祉相談課　　1０４２－７７５－８８１１
津久井保健福祉課　　1０４２－７８０－１４１２
中央障害福祉相談課　1０４２－７６９－９８０６
南障害福祉相談課　　1０４２－７０１－７７１５

焼酎
お湯割り
中コップ

ウイスキー
水割り
ダブル

チューハイ
３５０ml

ビール
５００ml

日本酒

アルコー
ルの種類

３杯３杯３缶３缶３合多量飲酒

多量飲酒をする人が
なりやすい病気　　

２０歳代
女性

3０歳代
 男性

４０歳代
女性

６０歳代
男性

あなたの飲み方、大丈夫？

援助・連携

支援
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前期講座
（７月～９月開講分）

受講者募集

　本市と町田市などにある大学と地域の連携によるまちづくりを推進している「相模原・町田大学地域コンソーシアム」
では、学びの楽しさを伝えるとともに、暮らしに役立つ講座など、身近な話題をテーマにさまざまな講座を開講します。
※各講座の内容など、詳しくはお問い合わせください。

申し込み　各まちづくりセンター・出張所・公民館などにある申込用紙（相模原・町田大学地域コンソーシアムホーム
ページからダウンロード可）を６月３０日（必着）までに同事務局へ

お問い合わせ　さがまちコンソーシアム大学事務局　1０４２－７４７－９０３８

障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者スススススススススススススススススススススポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・障害者スポーツ・
ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれあああああああああああああああああああああいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座ふれあい文化講座

会　場　けやき体育館
対　象　市内在住か在勤・在学の①知

的障害児・者、②身体障害児・
者、③精神障害者

※ボランティアを①で多数、②③で各
５人（申込順）募集しています。

費　用　②③各５００円
申し込み　直接か電話、ファクスで、

①６月３０日、②７月５日、③７
月１０日までにけやき体育館（1

　　　０４２－７５３－９０３０　6０４２－７６９－
１２００）へ

地球にいいことはじめよう！

「こどもエコクラブ」参加者募集
　幼児から高校生まで参加できる環境活動のクラブです。登録
すると、活動に役立つキットやニュースレターが届きます。
対　象　高校生以下の２人以上のグループ（大人のサポーターが１人以上必要）
申し込み　環境情報センターにある申込書（同センターホームページからダウン

ロード可）を同センターへ

地域の環境活動をサポートしてください！

「エコネットの輪」登録者募集
　体験学習や施設見学、教材の提供などを通して、地域の環境学習・環境活動を
支援する市民活動団体・事業者・大学などを募集しています。
※登録方法など、詳しくはお問い合わせください。

定　員
（申込順）時　間日にち講座名

２０人午前９時３０分
　～１１時３０分

７月３日、８月２１日、
１０月２日の土曜日

①バスケットボール
　〈全３回〉

１８人午後６時３０分
　～８時３０分７月８日（木）②お菓子作り

　（洋菓子）

２０人午前１０時
　～正午

７月１５日、９月１６日、
１０月２１日、１１月２５日の
木曜日

③料理〈全４回〉

お問い合わせ　環境政策課　1０４２－７６９－８２４０

お問い合わせ　環境情報センター　1０４２－７６９－９２４８

学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学ぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶここここここここここここここここここここここ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、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

ささささささささささささささささささささささささががががががががががががががががががががががががままままままままままままままままままままままままちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちさがまち
ココココココココココココココココココココココココンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソ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アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学コンソーシアム大学
さがまち
コンソーシアム大学

参加費定員（抽選）対　象会　場時　間日にち講　座　名

１，０００円５０人大学生以上の人相模女子大学午後１時～３時７月３日・１０日の土曜日ハラスメントの倫理〈全２回〉

２，５００円３０人高校生以上の人市立図書館（鹿沼台）午後１時３０分～３時７月４日～８月１日の毎週
日曜日健康に役立つ東洋医学〈全５回〉

各５００円

２０組小学生とその保護者青山学院大学相模原キャンパス午後１時～４時７月２４日（土）親子でピクトグラムうちわを作ろう

４０人高校生以上の人町田市民フォーラム
（町田市原町田）午前１０時～１１時３０分

７月３１日（土）

農医連携の科学Ⅱ

各２０人
どなたでも

町田市教育センター
（町田市木曽東）午前１０時～１１時３０分犬との 素  敵 な暮らし方講座

す てき

※当日は愛犬の同伴不可
横山公園午後２時～３時３０分

１，０００円中学生以上の人 杜 のホールはしもと
もり

セミナールーム２午後２時～６時７月３１日（土）
８月１日（日）テクノ手芸をはじめよう〈全２回〉

５００円

各３０人
大学生以上の人

相模女子大学午後１時～３時８月８日（日）瞑
めい

    想 入門
そう

２，０００円ソレイユさがみ午前９時３０分
　～１１時３０分

８月２８日～９月１８日の毎週
土曜日

だれでもわかるカウンセリング
ーステップアップをめざしてー
〈全４回〉

１，５００円２０人麻布大学午後１時～５時９月１８日（土）～２０日（祝）乗馬活動サポーター育成講座〈全３回〉

参加費定員（抽選）対　象会　場時　間日にち講　座　名

各５００円

３０人
小学生青山学院大学相模原キャンパス午後１時～４時

７月３１日（土）スクラッチをはじめよう

各２０人
８月６日（金）手がるにアート！

みんなでフロッタージュをしよう

小学校４～６年生緑区若柳周辺午前１０時
　　～午後３時３０分８月８日（日）ウオークモリー

２０組小学生とその保護者町田市鶴見川周辺午前１０時～正午８月１５日（日）川で学ぶ身近な自然

２０人小学生町田市芦ヶ谷公園
（町田市原町田）午後１時３０分～４時８月２８日（土）めざせ!! しぜんマスター☆

学生講師プログラム　　学生が講師になり、身近な話題をテーマに楽しみながら学びます。

地球のために、今できること

前回の「めざせ !!　しぜんマスター☆」

環境にやさしい洗剤を使いましょう
　豊かな水資源に恵まれた本市では、水環境の保全対策は重要です。湖や河川の
水質を保全するために、次のことに努めましょう。
○石けんなど環境への負荷の低い洗剤を使いましょう。
○洗剤は適正量での使用を心掛け、減量化に努めましょう。
※市洗剤対策推進方針を、市ホームページの 暮らしの情報 → 環境 → 計画と
施策 でご覧になれます。
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申し込み　電話か、はがきに住所、氏名、年代（小学生は学年）、電
話番号、講座・コース名を書いて、６月３０日（必着）までに津
久井生涯学習センターへ

※各講座の内容など詳しくは、同センターや各公民館などにあるパン
フレット、同センターホームページをご覧ください。

お問い合わせ
　津久井生涯学習センター　
　〒２５２－０１５９　緑区三ケ木４１４
　1０４２－７８４－２４００

チュービング川下り in 道志川
　チューブに体を沈めて川下りをします。
急流でのスリリングな冒険とゆるやかな
流れで、大自然を楽しみます。

時　間　午前９時３０分～午後４時
集合場所　津久井生涯学習センター
対　象　小学校４年生以上の人＝各１５人（抽選）
受講料　各３，０００円（保険料を含む）

日にち　〈　〉は荒天の場合コース
７月３０日（金）〈８月６日（金）〉Ａ
７月３１日（土）〈８月７日（土）〉Ｂ
８月２０日（金）〈８月２７日（金）〉Ｃ
８月２１日（土）〈８月２８日（土）〉Ｄ

市民講座「学びのらいぶ塾」 前期講座

申込期限費　用定員
（申込順）対　象時　間日にち内　　容

７月３日３００円１０組小学生とその保護者
（全回出席できる人）

午前１０時
　～正午

７月１０日・２４日、
８月１４日の土曜日

親子リサイクル工作教室～理科好きを育てよう～〈全３回〉
　身近な材料で工作をします。

７月１０日

各４００円各１２組小学生とその保護者
（２回まで参加可）

７月１７日（土）
小学生の親子で楽しむ科学
～科学で遊ぼう　親子で学ぼう～
　身近な材料で手軽にできる実験をします。

７月２４日７月３１日（土）
７月３１日８月７日（土）
８月１４日８月２１日（土）

６月２９日

１，５００円１０人
１５歳以上の人

（全回出席できる人）

７月６日～２０日の
毎週火曜日

パソコンと講義で楽しむ「百人一首」の世界
～「百人一首」の歌人たちとコトバ～〈全３回〉
　講師が作成したソフトの利用と講義で、百人一首を楽しみます。

１，２００円
（小筆希望者は
別途８４０円）

２０人午後１時３０分
　～４時３０分

７月６日・１３日の
火曜日

実用書道とそのコツ
～苦手意識からの脱出～〈全２回〉
　書道の要点をわかりやすく指導します。

お問い合わせ
総合学習センター
1０４２－７５６－３４４３

　市民が講座の企画・運営の研修を受け、学んだ成果を生かして講師になります。

誰でもわかるＮＰＯの " キソ " 講座
　ＮＰＯって何だろう？　素朴な疑問への答えから、団体の設立や
運営、会計実務などを学びます。

内　容日にち講座名

○ＮＰＯの会計って？
　（初心者向け）６月２３日（水）ＮＰＯの会計

○ＮＰＯ法人とは？
○申請書類・事業計画の作成６月２９日（火）ＮＰＯ法人の設立

○会計・税金等の相談７月１日（木）ＮＰＯ会計　個別相談

○組織づくりのポイント
○人材戦略・広報戦略とは７月６日（火）ＮＰＯの運営

時　間　午後６時～８時
会　場　さがみはら市民活動
　　　サポートセンター
定　員　各２０人（申込順）
費　用　各５００円（資料代）
申し込み　直接か電話、ファクス、Ｅメールに、氏名、ＮＰＯ団体

名（所属している場合）、電話番号、ファクス番号、Ｅメー
ルアドレス、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メール sagami.saposen 
@iris.ocn.ne.jp）へ

源流体験
　道志川支流の滝つぼで泳いだり滝を登ったりします。

時　間　午前９時３０分～午後２時
集合場所　津久井生涯学習センター
対　象　小学校３年生以上の人
定　員　各２０人（抽選）
受講料　各２，５００円（保険料を含む）

ヨガ〈全５回〉
　血液やリンパの流れをスムーズにし、免疫力や代謝を高めます。
日　時　８月６日・２０日、９月３日・１０日、１０月８日の金曜日
時　間　午前１０時～正午　　　会　場　津久井生涯学習センター　
定　員　１５人（抽選）　　　　受講料　３，５００円

チャレンジ水泳〈全５回〉
　クロールと平泳ぎを中心に泳ぎ方を習います。能力別に１班１０人で個別
に指導します。
日にち　７月１９日（祝）
　　　　　～２３日（金）
会　場　串川中学校プール　　定　員　各３０人（抽選）
受講料　各６，０００円（保険料を含む）

時　間コース
午前９時２０分～１０時５０分小学校４～６年生
午前１１時１０分～午後０時４０分小学校１～３年生

日にち　〈　〉は荒天の場合コース
７月２５日（日）〈８月８日（日）〉Ａ
７月２８日（水）〈８月４日（水）〉Ｂ
８月１日（日）〈８月８日（日）〉Ｃ
８月１１日（水）〈８月１８日（水）〉Ｄ

ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボララララララララララララララララララララララララララララララ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テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ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チチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ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クククククククククククククククククククククククククククククク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
　ボランティア体験を通じて社会での役割を実感し、自主性や主体性を 育 みます。

はぐく

内　容会　場日　時
オリエンテー
ション

あじさい会館午後２時
　～４時

７月１９日（祝）
相模女子大学７月２０日（火）

活動体験福祉施設など７月２３日（金）～８月２４日（火）
で２日間以上

報告会あじさい会館８月２５日（水）午後２時～４時

対　象　市内在住・在学の中学生・高校生＝１００人（申込順）
申し込み　市内の中学校・高校や青少年学習センター、市社

会福祉協議会ボランティアセンターなどにある申込書を、７月１５日（必着）
までに同ボランティアセンターへ

お問い合わせ　市社会福祉協議会ボランティアセンター　1０４２－７８６－６１８１

さが丸ファミリー

会　場　総合学習センター　　申し込み　直接か電話で、各申込期限までに同センターへ

とびっきりの夏の思い出をつくろうとびっきりの夏の思い出をつくろう

成人式を自分たちでつくりあげよう

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「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ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち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つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど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」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実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委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委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募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集
　平成２３年１月１０日（祝）に行う成人式の企画・司会・記念映画への出演などをします。
対　象　平成２年４月２日～３年４月１日に生まれた人
申し込み　電話かＥメールでこども青少年課（1０４２－７６９－８２８９　Ｅメール 

seisyonen@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ
※成人式の時間や会場など、詳しくは本紙８月１日号でお知らせします。
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さらに詳しく知りたい人は
　同プランは、各行政資料コーナーと市ホームページで閲覧できます。また、各
行政資料コーナーで販売しています。

　主に、土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業など、都市づくりの分野につ
いての方針を示すもので、「新・相模原市総合計画」の「基本構想」と県が定める
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に基いて定めます。

目　的
　おおむね２０年後の都市の将来像を描き、市
民と行政がこれを共有し、将来像の実現と新
市の一体化に向けた都市づくりの総合的・体
系的な指針として定めます。

構　成
　市全体の都市づくりの考え方を示す「全体
構想」と地域ごとの詳細な都市づくりの考え
方を示す「地域別構想」で構成しています。

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計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画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タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ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ラララララララララララララララララララララララララララララ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都市計画マスタープランとは

お問い合わせ
都市計画課　1０４２－７６９－８２４７

都市づくり関連施設の方針
○上水道、下水道、廃棄物処理施設、河川などは、安全で快適な都市の形成を支
える基盤施設として、資源循環や自然環境保全などに配慮しながら、適切な配
置・整備を進めます。

魅力的な景観づくりの方針
○山々のみどりをはじめとする豊かな自然環境や歴史的・文化的な資源を生かす
とともに、魅力ある商業地や工業地、身近な住宅地などの多様な景観特性を、
市民、事業者、行政の協働により、「まもる・そだてる・いかす・つくる」こと
を基本として、豊かな自然や文化とともに栄える美しい景観づくりを進めます。

快適な住環境づくりの方針
○ゆとりある生活と快適な住宅・住環境の実現をめざし、だれもが安全で安心し
て暮らせるまちづくりを進めるとともに、市民が主体となり地域特性に応じた
個性的で魅力的なまちづくりを促進します。

災害に強い都市づくりの方針
○震災時の火災による延焼被害や建物の倒壊を最小限にとどめるほか、大雨によ
る浸水被害の軽減・解消、災害時のがけ崩れや孤立化の危険性のある地域の安
全性を高め、市民の生命と財産を守る災害に強い都市づくりを進めます。

○水源地の森林や都市の貴
重なみどりの保全・再生・
創出を進めるとともに、
親しみのある水辺空間の
創出を図り、水とみどり
が持つ多様な機能の向上
と、ゆとりある生活環境
の形成や人々の交流を促
進します。

○自然公園の保全を図ると
ともに、大規模な公園や
身近な公園・緑地などの
適切な配置や再整備を進
めます。

○低炭素社会の実現など、
あらゆる領域において環
境負荷の低減を図る都市
づくりを進めるとともに、
環境分野における先進都
市として情報の発信や広
域的連携の取り組みを進
めます。

環境と共生する都市づくりの方針

○首都圏南西部における広
域的な交流拠点都市とし
て、それぞれの地域特性
を生かしながら、快適な
市民生活の実現と都市の
健全な発展を図るため、
適正かつ計画的な土地利
用を進めます。

○「都市的土地利用を図る
べき地域」と「自然的土
地利用を図るべき地域」、
地域における活力の維持
や無秩序な開発を防止す
る観点から、自然環境な
どの保全を原則としなが
ら適切な土地利用の誘導
を図る「土地利用の整序
を図るべき地域」の３つ
の土地利用の方向性を基
本として、各種制度を活
用し、各地域の課題に対
応したきめ細やかな土地
利用の誘導を図ります。

土地利用の方針

○首都圏南西部の広域的な交流拠点都市として、新たな都市の活力と魅力を創造するため、「相模原
駅周辺」と「橋本駅周辺」を一体的なエリアとして「首都圏南西部における広域交流拠点」と位置
づけ、エリアが有するポテンシャル（潜在力）や広域的な交通軸を生かした都市づくりを進めます。
○「相模大野駅周辺」は「都市の連携拠点」として、町田駅周辺と一体的なエリアを形成します。
○さがみ縦貫道路など首都圏の広域的な幹線道路が持つ機能を生かし、新たな交通ネットワークの形
成を図るとともに、首都圏全体の産業構造の構築に役立つ「新たな産業創出の拠点」を形成し、併
せて市内の産業構造の再編を図ることにより、本市の活力ある都市づくりを進めます。

都市力を高める都市づくりの方針

都市力を高める
都市づくりの方針図

■将来都市像
　「都市計画マスタープラン」がめざす、
将来の都市の姿を概念的に示すものです。

　本市は、旧城山町・津久井町・相模湖町・藤野町との合併や政令指定都市移行を踏まえ、新市一体化のまちづくりを進

めるため、その実現に向けた都市づくりの総合的・体系的な方針を定めた「都市計画マスタープラン」を策定しました。

　４月にスタートした同プランの概要をお知らせします。

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計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画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タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ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ラララララララララララララララララララララララララ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策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策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

都市づくりの基本方針

都市計画マスタープラン策定

　市民と行政が都市の将来像や地域づくりの方針を共有し、より良い都市づくりを進めるための方向性を、８つの分野別に示すものです。全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全 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 構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構 想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想

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域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想地域別構想
　全体構想に示す都市づくりの方針を受け、２２の地域の特性に応じたまちづく
りの方向性を示す地域別構想があります。

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タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ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ラララララララララララララララララララララララララララララ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実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現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マスタープランの実現に向けて
　マスタープランで示す都市づくりの方向性の実現に向け、それぞれの方針を
具体化するにあたっては、市民と行政の協働を基本とし、さまざまな組織が連
携するとともに、「新・相模原市総合計画」の実施計画や関連する部門別計画に
より、マスタープランの実効性を確保し、より良い都市づくりに向けて取り組
みます。

土地利用方針図

○広域的な交通軸となる鉄道・道路、地域内の連携軸となる道路と市民に身近で欠かすことのできな
い公共交通網の充実を図り、人・もの・情報が活発に行き交うための「交流」と「連携」を促進す
るなど、市民活力と都市活力がはぐくまれる交通体系を確立します。
○高齢社会の進展や地球温暖化に配慮し、公共交通網の充実と交通需要マネジメント（ＴＤＭ）施策
の一体的な推進により、自動車に過度に依存しない交通体系を確立します。

交通体系の方針

水とみどりの方針図
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視聴覚ライブラリーの催し
相模原なつかし映画館
日　時　７月９日（金）午後２時～４時
上映作品
○映像でつづる昭和史第３部 
昭和２０年～３５年

○くらしを高めるねがい 
～清兵衛新田のできたころ

○相模原の神代神楽
○読売国際ニュース（昭和３０年代）
○上溝祭典ノ部

お楽しみ時代劇鑑賞会
日　時　７月１０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３話「人情、迷子札」

月例子ども映画会
日にち　７月１０日（土）
時　間　午後２時～３時３０分
上映作品
○どうぶつ村のリトル・インディアン
○幽霊屋敷でケーキはいかが？
○ネコクンと星クンのお話
○勇気あるホタルととべないホタル

シネマサロン
日にち　７月１１日（日）・１３日（火）
時　間　午後２時～４時１０分
上映作品　「駅馬車」（１９３９年／アメリカ）白黒・字幕スーパー

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

初心者ビデオ撮影講習会
　ビデオ撮影の初歩を学びます。
日　時　７月１８日（日）午前１０時～午後４時
対　象　市内在住か在勤・在学の高校生以上の人
定　員　１０人（申込順）
申し込み　直接か電話で視聴覚ライブラリーへ

お問い合わせ　視聴覚ライブラリー　1０４２－７５３－２４０１

相模川ふれあい科学館の催し

おサッカーな選手権　～がんばれニッポン！～
　えさ入りのサッカーボールで、魚たちが水中サッカーをします。
展示生物　グッピー
時　間　午前１１時、午後２時

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

相模原市民ギャラリー・ア－トスポット展示

記憶のちうちぇ 前澤妙子展
　自作のキャラクター「ちうちぇ」を通して幼い
ころの思い出を版画などで紹介します。
期　間　７月２５日（日）まで
時　間　午前９時～午後８時（土・日曜日、祝日

は午後５時まで）

お問い合わせ
相模原市民ギャラリー　1０４２－７７６－１２６２

市立博物館の催し
植物を楽しむワークショップ「葉っぱで遊ぼう」
　シュロとササの葉などを使った工作や、スライドショーを上映します。
日　時　６月２７日（日）午前１０時～午後４時
※希望者は直接会場へ

森づくりボランティア講座

「森に生きる植物たちの知恵」
　植物たちの繁殖戦略を写真や資料で紹介します。
日にち　７月３日（土）
時　間　午後１時～３時
講　師　多田多恵子さん（理学博士）
定　員　２００人（申込順）
申し込み　電話でみどりの協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

子ども鉱物教室「鉱物のふしぎ」〈全２回〉
　ミョウバン結晶の育成実験や鉱物の硬さ比べな
どを通して、鉱物の性質などを学びます。
日にち　７月３０日（金）、８月６日（金）
時　間　午後２時～４時
対　象　小学校４年生～中学生
　　　　（小学生は保護者同伴）
定　員　３０人（抽選）
申し込み　往復はがきに代表者の住所・氏名・電話番号、参加者全員（１

枚に保護者を含めて５人まで）の氏名・学年、「子ども鉱物教室」
と書いて６月３０日（必着）までに同館へ

ミ
ョ
ウ
バ
ン
結
晶

旧石器ハテナ館

相模野の旧石器の移り変わり
　田名向原遺跡をはじめとする相模野の旧石器時代遺跡について、発掘調
査で確認した地層を中心に、旧石器時代の移り変わりをお話します。
日　時　７月３日（土）午後２時～４時
講　師　諏訪間　順さん（小田原城天守閣学芸員）
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

講演会

本紙３㌻　教えてシゲンジャー！

もっと知りたい　ごみと資源の出し方　答え
　紙パックは紙製容器包装と一緒にしないでね。
　　がついているものは紙パックとして、　　が
ついているものは紙製容器包装として分けて、資
源の日に出してね。
　市では現在、７１万市民のごみ減量作戦「相模原
ごみＤＥ７１大作戦」を実施中。ボクはそのマスコ
ットキャラクターなんだ。

６月２７日（日）
まで

会　場
市立図書館（鹿沼台）

「もものきすがし・はな」
２００７○Ｃ ミスクトメディア

　　　道志川写真コンテストの作品
募集作品　未発表で次の要件に該当すること
テーマ　道志川（市内）の自然の風景（１人５

点まで）
規　格　キャビネサイズ（１２．７㎝×１７．８㎝）
※組み写真、デジタル加工写真を除く
申し込み　写真１点ごとに、住所、氏名（ふり

がな）、電話番号、題名（ふりがな）、
撮影場所を書いた紙を裏面に 貼 って、直

は

接か郵送で９月１５日～３０日（必着）に津
久井中央連絡所へ

相模原の神代神楽

昨年の最優秀賞「清流」

お問い合わせ
津久井中央連絡所
〒２５２－０１５９　緑区三ケ木４１４
1０４２－７８４－２４００

お問い合わせ
資源循環推進課　1０４２－７６９－８２４５

レ
モ
ン
ち
ゃ
ん

市立博物館　1０４２－７５０－８０３０　
〒２５２－０２２１　中央区高根３－１－１５
開館時間　午前９時３０分～午後５時
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）

募集

みんなでレモン

１個分、１００ｇの

減量をめざそう！

○Ｃ 共和教育映画社○Ｃ 北星株式会社

虫
を
閉
じ
込
め
て
受
粉
に
利
用
す
る

ミ
ミ
ガ
タ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ



22 (2010) .6.15 ���No.1195

みんなで歩こう！〈小雨決行〉

※希望者は飲料水・昼食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

北の丘センター親子着衣泳体験教室
日　時　６月２６日（土）午後４時～６時３０分
対　象　５歳～小学生とその保護者（小学生は１人

での参加も可能）
定　員　２０組（申込順）　　費　用　１００円
申し込み　電話で６月２５日までに同センター（1 

０４２－７７３－５５７０）へ

市体育協会からのお知らせ
市民選手権大会

対　象　①市内在住か在勤・在学の人②市内在住か
在学の小学生（１人２種目まで。リレーを除く）

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

ペタンク競技夏季大会（トリプルス）
日　時　７月１０日（土）午前８時
会　場　相模原麻溝公園スポーツ広場Ｄ面
費　用　７００円
申し込み　はがきに代表者の住所・氏名・電話番号、

チーム名、メンバーの名前を書いて、６月２５
日（必着）までに市体育協会へ

鳴子踊り講習会
日　時　７月４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

スポーツ指導のためのキネシオテーピング講習会
日　時　７月１７日（土）午前９時３０分～１１時３０分
会　場　環境情報センター
対　象　市内在住か在勤・在学の人＝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、電話番

号、現在行っているスポーツを書いて、７月
６日までに市体育協会へ

わくわくきっず・ラクラク（楽酪）デイキャンプ
日　時　８月１日（日）午前８時～午後４時
集　合　午前７時５０分までに市役所
会　場　宮ヶ瀬湖～あいかわ公園～服部牧場
対　象　市内在住の小学校３年生～中学生＝４５人（抽選）
費　用　２，５００円
申し込み　往復はがきに住所、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７月９日（必着）までに市体育協会へ

空手道教室〈全５回〉
日　時　７月６日～８月１０日の毎週火曜日（７月２０

日を除く）午後６時～８時
会　場　総合体育館
対　象　５歳以上の人＝３０人（抽選）　費　用　１，０００円
申し込み　はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話

番号、空手の経験有無を書いて７月２日（必
着）までに市体育協会へ

申込期限
（必着）会　場日　時種　目

７月１０日ひばり球場
ほか

８月１日（日）
～９月５日（日）
午前８時

①ソフトボー
ル（一般）

７月２７日さがみはらグ
リーンプール

８月８日（日）
午前９時

②水泳
　（小学生）

費用集　合日にちコース名
５００
円

午前８時５０分までに
ＪＲ横浜線鴨居駅前公園

６月１９日
（土）

都筑の緑道散
策〈１６㎞〉

２００
円

午前９時２０分までに
相模大野駅北口

６月２０日
（日）

エンジョイウ
オーク〈１０㎞〉

５００
円

午前９時２０分までに
小田急線・相鉄線大和駅
西口広場

６月３０日
（水）

座間の湧水の
道〈１３㎞〉

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

みんなの
スポ・レク情報 運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動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 毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！運動して 毎日健康！

ジュニア水泳教室〈全５回〉
　参加者のレベルに合わせたクラス編成で指導します。
日にち　７月１７日（土）～２２日（木）（２０日を除く）　　時　間　午前１０時～正午
対　象　小学生＝３０人（抽選）　　費　用　３，５００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、「ジュニア水泳教室」と書

いて６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

銀河アリーナの催し

さがみはらグリーンプールの催し
個人メドレー集中水泳教室

〈全８回〉
　１００ｍ個人メドレーの完泳をめざします。
日にち　７月１３日（火）～２３日（金） 

（１７日～１９日を除く）
時　間　午後５時～６時
対　象　クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフ

ライで２５ｍ泳げる小・中学生
定　員　３０人（申込順）
費　用　２，０００円
申し込み　直接か電話で同プールへ

平泳ぎ集中水泳教室
〈全８回〉

　より早くきれいなフォームで泳ぐための体
の使い方などを学びます。
日にち　６月２９日（火）～７月９日（金） 

（７月３日～５日を除く）
時　間　午後５時～６時
対　象　クロールで２５ｍ泳げる小・中学生
定　員　３０人（申込順）
費　用　２，０００円
申し込み　直接か電話で同プールへ

さがみはらグリーンプールの催し

初心者絵手紙体験講座
日にち　７月１５日（木）
時　間　午前１０時～正午
対　象　１８歳以上の人
定　員　２０人（先着順）
費　用　１，０００円
※希望者は直接会場へ

お問い合わせ　さがみはらグリーンプール　1０４２－７５８－３１５１

七夕まつり
時　間　午前１１時～午後４時
　願い事を書いた短冊の飾り付けや綿菓子販
売、盆踊りなどがあります。
※各イベントの時間など詳しくは、お問い合
わせください。

７月４日（日）

相模原麻溝公園競技場の催し

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、催し名を書いて、
同競技場管理事務所（1０４２－７７７－６０８８　6０４２－７７７－０１６１　Ｅメール asamizo-sta 
dium@dream.jp）へ

お母さん必見！
ジュニア・アスリートの

食生活講座
　栄養学の専門家が、運動をしている成長期
の子どもの食生活をアドバイスします。
日にち　７月１７日（土）
時　間　午後２時～３時３０分
定　員　７０人（申込順）
費　用　３００円

シェイプアップヨガで
リフレッシュ＆リラックス〈全８回〉
　簡単ヨガで美脚とメタボリックシンドロー
ムの予防をめざします。
日にち　７月８日～８月２６日の毎週木曜日
時　間　午前１１時～正午
対　象　１８歳以上の人＝２０人（申込順）
費　用　５，０００円

サッカー教室
　パスやドリブルなど基本的な動作を学びま
す。
日にち　６月２１日～７月２６日の毎週月曜日
時　間　午後４時～５時
対　象　小学校１～３年生＝各２０人（申込順）
費　用　各３００円

お手軽ヨガで日々の健康増進を！
〈全８回〉

　肩こりの解消と体のゆがみを改善します。
日にち　７月１３日～８月３１日の毎週火曜日
時　間　午前１１時～正午
対　象　１８歳以上の人＝２０人（申込順）
費　用　５，０００円

元気なシニア健康体操教室
〈全８回〉

　自宅でできる簡単なトレーニング方法を学
びます。
日にち　７月５日～９月１３日の毎週月曜日

（７月１９日、８月９日・３０日を除く）
時　間　午前１１時～正午
対　象　６０歳以上の人＝２０人（申込順）
費　用　２,４００円

キッズスポーツ教室
　スポーツをするときの体の使い方の基本を
学びます。
日にち　６月２３日～７月２８日の毎週水曜日
時　間　午後４時～５時
対　象　小学校１～３年生＝各２０人（申込順）
費　用　各３００円
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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。

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。

講演・講座 

会　場日にち
相模原北公園７月３日（土）
相模原麻溝公園　　４日（日）

たてしな自然の村バスツアー

　富士見高原ゆりの里、霧ヶ峰高
原の散策、そば打ち体験など
日７月１４日（水）～１５日（木）〈１泊
２日〉
集合　午前７時４５分に相模原駅前
対市内在住か在勤・在学の人＝４０
人（抽選）
費１万５，５００円（４食付き）
申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、６月２９
日までに、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

ロビーコンサート

　オーボエ、ファゴット、ピアノ
による演奏。曲目は愛の喜び（ク
ライスラー作曲）ほか
日６月１７日（木）
時午後０時２０分～０時４５分
会市役所本館１階ロビー
※希望者は直接会場へ
問市民文化財団（1０４２－７４９－２２０５）

市民健康文化センターの文化祭

　絵画、陶芸、写真などの展示
日６月１９日（土）～２６日（土）
時午前９時～午後５時（１９日は午
後１時から）
問同センター（1０４２－７４７－３７７６）

県立相模原公園

サカタのタネグリーンハウスの催し

合唱団ＬＡｂコンサート
日６月２０日（日）
時午後１時３０分・２時３０分
｢ れんげの里水彩会 ｣水彩画展
日６月２２日（火）～７月４日（日）
時午前９時３０分～午後４時

◇　　　◇
問同ハウス（1０４２－７７８－６８１６）

津久井わくわく冒険隊

　森遊び、昼食づくり、野草のミ
ニ盆栽づくり
日７月２４日（土）
時午前１０時～午後３時
会緑区中野山
対小学生とその保護者＝４０人（抽選）
費２，０００円（小学生１，０００円）
申往復はがきに住所、氏名、年齢、
電話番号、「津久井わくわく冒険
隊」と書いて、７月１３日までに津
久井経済観光課（〒２５２－５１７２ 
緑区中野６３３）へ
問里山津久井をまもる会（1０４２－
７８４－７８４７）

夏休み　ほっとホームステイ

＜２泊３日か３泊４日＞

　豊かな自然の中でのさまざまな
体験や、ホームステイ
日①７月２６日（月）～２９日（木）
　②８月１８日（水）～２０日（金）
　③８月２３日（月）～２６日（木）
会白樺高原（長野県）
対小学校４年生～中学生
定各５０人（申込順）
費①③３万６，８００円
　②２万７，７００円
申電話で立科町商工会（1０２６７－
５６－１００４）へ

「The Age of micro voyage」展

－極小航海時代－

　写真、映像を中心にポルトガル
の現代美術を紹介
日６月１９日（土）～８月１日（日）
時午前１０時～午後５時（入館は４
時３０分まで、火曜日休館）　
会女子美アートミュージアム
問同所（1０４２－７７８－６８０１）

自然教室　川の生きもの観察会

日７月２４日（土）
時午前１０時～午後３時３０分
会宮ヶ瀬ビジターセンター周辺
対小学生とその保護者
定３０人（抽選）
費１，０００円（保険料、資料代）
申往復はがきかファクスに全員の
住所・氏名・年齢・電話番号、「川
の生きもの観察会」と書いて、同
センター（〒２４３－０１１１　愛甲郡清
川村宮ヶ瀬９４０－１５　1０４６－２８８－
１３７３　6０４６－２８８－１１６２）へ

はじめてのハワイアン・フラ教室

〈全３回〉

日７月１５日～２９日の毎週木曜日
時午後６時３０分～８時３０分
会サン・エールさがみはら
定２０人（抽選）
費１，０００円
申往復はがきに住所、氏名、電話
番号、「はじめてのハワイアン・フ
ラ教室」と書いて、６月２５日までに
同所（〒２５２－０１３１　緑区西橋本５
－４－２０　1０４２－７７５－５６６５）へ

相模湖ダム祭学習会

　遊覧船で湖一周遊覧、相模発電
所見学など
日７月１９日（祝）
時午後１時～４時
対県内在住の小学生以上の人
定１００人（申込順）
※小学生は保護者同伴
費２００円
申はがきかファクスに、住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて６月
３０日までに同実行委員会事務局
（相模湖経済観光課内 〒２５２－
５１６２　緑区与瀬８９６　1０４２－６８４－
３２４０　6０４２－６８４－３６１８）へ

初心者民謡講座〈全１０回〉

日７月８日～９月１６日の毎週木曜
日（８月１２日を除く）
時午前１０時～正午
会市民会館
定３０人（申込順）
費２，０００円
申電話で７月７日までに市民謡協
会の小山内さん（1０９０－２２４４－
２０６２）へ

パソコン研修７月コース

　電子メール・デジカメ各入門（各
３時間４，０００円）、ウィンドウズ基
礎、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

セミナー＆交流会「見せるだけで

注文が入る！営業チラシの作り方」

日７月２日（金）
時午後１時３０分～５時
会産業会館
対起業して３年未満の小規模事業
者と起業をめざす人
定４０人（申込順）
費５００円
申電話かＥメールで、６月２８日ま
でに市産業振興財団（1０４２－７５９－
５６００　Ｅ soho@ssz.or.jp）へ

みどりの協会の講習会

①実践！アジサイの挿し木～挿し
木を持ち帰り、花を咲かせよう
日時６月２６日（土）午後２時～４時
会総合学習センター
定３０人（申込順）
費２００円（資料代）
②ラベンダースティック教室
時午後１時３０分～３時

定各１４人（申込順）
費３００円

◇　　　◇
申電話で（①６月２５日までに）同
協会（1０４２－７７７－２８６０）へ

霧
ヶ
峰
高
原

市・県民税　第１期
国民健康保険税　第１期

納期限　６月３０日（水）

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
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No.０００３ 発行／相模原市　　編集／南区役所総務課 

1０４２－７４９－２１３４ 

人　口 人 ２７３，４９０ 

１１９，６７０ 世帯数 世帯 

区の人口・世帯 

男 １３６，２８３ / 女 １３７，２０７ 

平成２２年５月１日現在（　）は前月との増減 
（３６９増） 

（５５１増） 
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センター 
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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域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金のののののののののののののののののののののののののののののの追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集
　地域の皆さんが、自分たちが住む地域をより住みやすいまち
にするために行う事業に対して、交付します。
　一次募集で１地区当たりの交付金上限額（３００万円）に満たな
かった大野中、大野南、麻溝、新磯、相模台、相武台、東林の
各地区で追加募集します。
申請者の要件　５人以上の団体　　事業実施期間　平成２３年３月３１日まで

雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨雨ののののののののののののののののののののの日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日ははははははははははははははははははははは
どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどこここここここここここここここここここここへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行こここここここここここここここここここここううううううううううううううううううううう？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模模原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻麻溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝溝公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺辺
○総合体育館
　大・中・小体育室、柔道場、剣道場、弓
道場、トレーニング室など
※施設利用には、予約が必要です（個人開
放時間トレーニング室を除く）。
　　お問い合わせ　総合体育館　1０４２－７４８－１７８１

○市民健康文化センター
　一般用２５ｍプール、児童用１５ｍプール、浴室、トレーニング室など

お問い合わせ　市民健康文化センター　1０４２－７４７－３７７６

○女子美アートミュージアム（ＪＡＭ）
　注目の催しは本紙１１㌻をご覧ください。

※開館時間、利用料金など詳しくは各施設にお問い合わせください。

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げげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげげ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里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里ああああああああああああああああああああああああああああああらららららららららららららららららららららららららららららら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そそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそ（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複複合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施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））））））））））））））））））））））））））））））
①相模の大凧センター
　展示ホール、ギャラリー、工作室（団体利
用は有料）

②新磯ふれあいセンター
　主に高齢者を対象としたレクリエーション
活動等の場
　浴室、陶芸窯室など（利用料金がかかります）

③新磯こどもセンター
　遊戯室、図書室など

開館時間　施設ごとに異なります
休館日　年末年始と③は偶数月の第３日曜日ほか
お問い合わせ　①②れんげの里あらいそ　1０４６－２５５－１３１１
　　　　　　　　③新磯こどもセンター　1０４６－２５１－４７４７

申し込み　南区役所地域政策課か各まちづくりセンターにある申請書（市ホームページ
の 南区 からダウンロード可）と必要書類を７月３０日（必着）までに活動を予定する
各まちづくりセンター（大野南地区は南区役所地域政策課　1０４２－７４９－２１３５）へ

※各まちづくりセンターは右の「近くて便利な　まちづくりセンター」をご覧ください。

近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近近くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくててててててててててててててててててててて便便便便便便便便便便便便便便便便便便便便便利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利ななななななななななななななななななななな まままままままままままままままままままままちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー近くて便利な　まちづくりセンター
　４月１日の政令指定都市移行に伴い、市南区合同庁舎に南区
役所を設置し、大野中、麻溝、新磯、相模台、相武台、東林の
各出張所はまちづくりセンターに名称を変更しました。
　南区役所区民課や同センターでは、戸籍や住民異動の届け出、
国民健康保険・国民年金の加入・脱退等のほ
か、各種証明書の発行等を継続して行ってい
ますので、お近くの窓口をご利用ください。
※同センターでは、従来の窓口業務サービスに
加え、まちづくりの機能が加わり、地域の活
性化などにも取り組んでいます。

戸籍・住民異動等の窓口サービスに関する問い合わせ先
電話番号住　所名　称

０４２－７４９－２１３１南区相模大野５－３１－１
市南区合同庁舎１階南区役所区民課

０４２－７４２－２２２６南区古淵３－２１－１大野中まちづくり
センター

０４２－７７８－１００６南区当麻１３２４－２麻溝まちづくり
センター

０４６－２５１－００１４南区磯部９１６－３新磯まちづくり
センター

０４２－７４４－１６０９南区相模台１－１３－５相模台まちづくり
センター

０４６－２５１－５３７３南区新磯野３－２９－１３相武台まちづくり
センター

０４２－７４４－５１６１南区相南１－１０－１０東林まちづくり
センター

　今回は、雨の日にも楽しめる
南区の公共施設を紹介します。
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開館時間　火～金曜日は午前９時３０分～午後８時 
　（こどもの本のフロアは午後６時まで）

※土・日曜日、祝日は午前９時３０分～午後６時
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）、毎月第２

木曜日

南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区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図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書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

相武台分館
開館時間
　午前９時～午後５時
1０４６－２５５－３３１５

各公民館図書室
　大野中・麻溝・新磯・
大沼・大野台・上鶴間・
相模台・東林公民館
開館時間
　午前１０時～午後５時

　休館日は相模大野図
書館と同じ（公民館図
書室は一部休館日が異
なります）
※貸出券は図書館、公
民館図書室共通です。

シンプルで見やすい表示を心
掛けています

おはなしの部屋で絵本の読み
聞かせの様子

○○受付 
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　同図書館は平成２年１月に開館し、今年で
２０周年を迎えました。現在、蔵書数は約２８万
冊となり、郷土資料等の参考資料や一般書、こども
の本、ＣＤ、ＤＶＤなど豊富にそろえています。

一般書のフロア（３階）　本のほかに新聞や雑誌も
閲覧できます。また、英語や中国語など外国
の本のコーナーもあります。

こどもの本のフロア（４階）　絵本や紙芝居、物語
など親子で楽しめる本をそろえています。お
はなし会も定期的に開催しています。

貸し出し　利用登録が必要です。詳しくは一般書・
こどもの本のフロアカウンターへ。

図書館ホームページ　図書館の利用案内の確認のほ
か、蔵書検索・予約などができます。

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp

お問い合わせ
相模大野図書館　1０４２－７４９－２２４４

その日のトピックスを毎朝ス
タッフが手書きしています

お目当ての本が見つからない
時は赤いスカーフのスタッフ
へ気軽に質問してください。
※コンシェルジュは図書館の
案内役です

ウエルカム・ボード コンシェルジュ

相模大野図書館ならではのサービス

担い手育成
　新たな地域活動の担
い手の育成に向けた取
り組みを進める活動

参加者増加
　広く地域への関心を呼ぶ
ような事業など、地域活動
への参加者増加を図る活動

自治会加入促進
　自治会への加入を
促進する事業

活動団体の連携強化
　ＮＰＯや企業、ボラン
ティア団体などと連携し
た取り組みを進める活動

次のような事業に
優先的に交付
します。

皆さんで
まちづくりに
取り組みませんか




