
問 こども家庭課 ☎042－769－9811

ゲームばかりしている

怒鳴ってしまう

寝てくれない

なぜ泣いているか分からない

本当は
こんなことしたくないのに…！

　出産を終えて里帰り先から自宅に戻ってきた頃、夫は仕事で帰宅が遅く、
生まれたばかりの子と２歳の子の育児で疲労がたまり、精神的に落ち込ん
でイライラしていました。子育て支援センターに相談したら、話を聞いて
もらえて、イライラしている気持ちを受け止めてくれました。紹介しても
らったショートステイ事業 を利用したら、少し休息が取れたので、心にも
余裕が持てるようになりました。毎日いろいろなことが起こるけど、だい
ぶ育児が楽しめるようになっています。児童虐待に関するニュースを見る
と「もし、あの時、誰にも相談していなかったら、もしかしたら私も…」と
思うことがあります。

子育て支援センターに相談したＡさん

　子育ては思いどおりにいかないことがたくさんあります。
そんな中で不安やストレスを抱えていると、時に虐待へとつ
ながってしまうこともあります。思い詰めてしまう前に、子
育て支援センターに相談してください。

行き詰まってしまう前に…

2面へ

11月 児童虐待防止推進月間 

　家庭で子どもを養育することが難しいと
きに、宿泊を伴って子どもを預かる事業

子育て支援センターで相談している様子。
子どもが遊べるスペースもある 　ショートステイ事業とは？

コロナ禍で
相談増加中

相模原市コールセンター
午前８時～午後９時　年中無休

☎042－770－7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに…
新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ…………… 3…
素晴らしい功績をたたえて……………………………………… 4
市職員の給与などを公表します………………………………… 5
ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ…ロゴデザインを募集します…… 12

子どもたちが笑顔でいられる
まちがいいね

発行◦相模原市　〒252－5277　相模原市中央区中央2丁目11番15号　
編集◦広聴広報課 ☎042－769－8200
ホームページ◦https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/　
携帯端末用◦https://mobile.city.sagamihara.kanagawa.jp/
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今号の主な内容

ワクチン接種後も、感染予防対策の継続を。
一人ひとりの行動が
大切な人を守ることにつながります。 マスク着用 人との距離 換気・加湿 手洗い・アルコール消毒 テレワーク 時差出勤

感
染
拡
大
防
止
の
徹
底
を

生活などでお困りの時
新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル
☎042‒851‒3193
〈午前8時30分〜午後5時（土・日曜日、祝日等を除く）〉

?発熱・のどの痛みや感染の心配があるときはかかりつけ医へ
かかりつけ医がいないなどの場合

市新型コロナウイルス感染症相談センター
☎042‒769‒9237（24時間）
障害により電話での相談が難しい場合は、FAX 042−752−5515へ

ワクチン接種に関する予約・相談
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎050‒5445‒4357〈午前8時30分～午後8時(土・日曜日は午後7時まで)〉

本市のワクチン接種率
（10月31日時点）
1回目 83.5％（県平均：82.8％）
2回目 78.3％（県平均：77.7％）
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時日時  会会場  内内容  講講師  対対象  定定員  費費用  配申込書等配布場所  申申し込み  問問い合わせ  ☎電話  FAXファクス  Ｅメール  ●費用が記載されていない場合は無料です

11月 児童虐待防止推進月間

問 こども家庭課 ☎042－769－9811

　子どもを育てることはとても大変なこと。周りの支援を受けることも必要です。
困ったり悩んだりしたときは、まずは子育て支援センターに相談してください。

子どもの虐待につながる前に

子 育 て 支 援 センター に連 絡 を

利用者から「相談する前は混乱していましたが、話を聞
いてもらい、一つ一つ整理ができました」「子どもの成長
を一緒に確認することができ、とても安心しました」な
どの声をいただくとうれしいですね。相談できる場所が
あることをぜひ知って、少しでも困ったことがあれば、
まず相談してください。

　保護者などが、子どもの心や身体を傷つけ、子どもの健やかな
発育や発達に悪い影響を与えることを指します。
　昨年、全国で20万件超の相談がありました（出典 厚生労働省）。
本市の昨年度の相談で虐待が疑われる児童は2,689人でした。

　令和２年４月から体罰は法律
で禁止されています。しつけと
は、子どもの人格や才能などを
伸ばし、自律した社会生活を送
れるようにサポートしていくこ
とです。体罰は子どもにとって
悪影響しかなく、サポートにな
りません。

体罰などによらない
子育てを

●子どもの気持ちや考えに
	 耳を傾けましょう

●時には一緒にやりながら
　お手本を見せましょう

●良いこと、できていることを
	 具体的に褒めましょう

など

体罰などによらない子育ての工夫
のポイント

●叩
た た

く、蹴る　●言葉による脅し　●無視　●子どもの
前での激しい夫婦げんか　●家に閉じ込める　●食事を
与えない　など

　あなたの連絡や相談が、子どもを守るだけでなく、子育
てに悩む保護者を支援するための大きな一歩になります。

※通告者や通告内容などの秘密は守られます。

子どもが苦痛を感じれば、それは虐待です。

　各子育て支援センターでは、電話か来所で幅広く相
談を受け付けています。子育ての悩みを聞いて、必要
な支援につなげます。実際に保護者から寄せられた悩
みや相談を基に紹介します。

　宿泊、通所、訪問により、育児相談・支援、お母さんの
体調管理の手伝いなどをします。

　保護者の病気や出産、育児疲れなどで、家庭で子どもを
養育することが難しいときに、宿泊を伴って子どもを預か
ります。

　地域で子育ての手助けをしたい人・受けたい人を
結びつけ、有償で子どもの預かりや送迎などをしま
す。
※詳しくは8面へ

　地域のボランティアなどが、無料か安価で手作り
の温かい食事を提供しています。実施日時や場所な
ど詳しくは、お問い合わせください。

　親子で気軽に
訪れ、遊ぶこと
ができます。子
育てに関する相
談も受け付けて
います。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、

一部利用の制限などがあります。詳し
くは市ホームページをご覧ください。

子育て広場
産後ケア事業

ショートステイ事業（子育て短期支援事業）

ファミリー・サポート・センター

子ども食堂

問 市コールセンター ☎042－770－7777

かながわ子ども家庭110番
相談LINE

さがみはら子育て
きずなLINE

　子育ての不安、親子関係
や家族の悩みなどをLINE
で受け付けています。

　妊娠中や産後の子どもの
成長に合わせたタイムリー
な情報をLINEでお届けし
ます。

◀その他の制度や取
り組みなど、詳しくは
市ホームページへ

※撮影のためマスク
を外しています

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

これからのことを
一緒に考えていきます

　児童虐待
　とは

　　　   こども虐待110番 ☎042－730－3511
児童相談所 虐待対応ダイヤル ☎189
24時間問

▲詳しくは
厚生労働省
ホームページへ

▲児童虐待に
ついて詳しく
はこちら

●直接や電話はちょっと…。
　LINEで相談したい

●子どもの月齢に応じて、
　いろいろな情報がほしい

●赤ちゃんの世話の仕方が分からなくて不安
●産後の体調が優れない

●預けられる人がいなくて、育児の疲れが取れない

●子育てを手伝ってくれる人が周りにいない
●子どもを少し見ていてほしい

●体調不良などで、子どものご飯を作れない
　ことがある

　保健師が子どもの健康や育児などの相談に応じます。

　ケースワーカー、心理職・医療系職員が専門的なア
ドバイスをします。

　家族と相談しながら、その家庭に必要な支援を他の
支援機関と連携して行います。
●家庭訪問で相談に対応　●保護者と定期的に面接　
●学校や保育園で子どもの面接　など

●子どもが遊べる場所はあります
　か
●親同士で交流したい

●時々ミルクを残すことがあり、栄養が足りて
いるか心配
●予防接種や離乳食の進め方が分からない

●子どもの言葉の発達が気になる
●予定にないことが起きると、子どもがパニッ
クを起こしてしまい困っている

●子どもがかわいいと思えない
●イライラして、子どもに当たってしまう
●子どもが学校に行きたがらない

問 ファミリー・サポート・センター事務局 
☎042－730－3885

問 子どもの居場所総合相談窓口（市社会福祉協議会内）
☎042－786－6181

虐待かも?と
思ったら、迷わず

何が虐待？

その連絡で助かる命があるかもしれません。

☎1
いちはやく

89

まずは 母子健康手帳の交付などの手続きだけじゃない

子どもと家庭に関する、なんでも窓口

問 各子育て支援センター
緑区 ☎042－775－8815　中央区 ☎042－769－9221　南区 ☎042－701－7700

 保護者からも子どもからも

中央子育て支援
センターの職員
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アクセス
してね♪

市シティプロモーション
Facebookページ

「相模原市シティプロモーション」
@sagamihara.pr

市シティプロモーション
Twitter

「相模原市シティプロモーション」
@Sagamihara_PR

ワクチン接種の
予約・相談・
問い合わせ

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

☎050－5445－4357
▲ウェブ・
LINE予約は
こちら

障害などにより電話が困難な人
専用ファクス

FAX042－740－1020☎042－767－2104

「

」

※音声ガイダンスの後、オペレーターにつながります。

イベントなどの
開催状況は
随時ご確認を

◦ イベントは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を行った上で実施します。
◦  やむを得ずイベントなどが中止や延期となる場合があります。各種イベントなど

の開催状況は、市ホームページで随時お知らせしています。

イベントなどに参加するときは…
必ずマスク
の着用を

体調がすぐれない
ときは参加しない

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせコロナ

新型コロナウイルスワクチンを2回接種した人に
３回目接種を実施します

高齢者の3回目接種で「指定方式」が選べるようになります
希望する対象者には、市が集団接種の日時・会場を指定します

　既に2回目までの接種を終えた人を対象に、3回目接種の準備を進めています。
接種時期 2回目の接種からおおむね8カ月以降
接種するワクチンの種類 原則、1・2回目と同じワクチン

　電話やインターネットでの予約が取りづらい人に向けて、市が集団接種の日時と会場をあらかじめ指定
することで、ご自分での接種予約が不要となる「指定方式」を実施します。
対 65歳以上で、7月までに2回目接種を終えた人

◆予約開始日などは今後、本紙などでお知らせします。

　対象者全員に、11月中旬
～12月中旬頃、３回目接種
の案内と指定方式の「希望調
査票」を郵送します。指定方
式を希望する人は、同封する
封筒で「希望調査票」を返送
してください。 ●接種場所が予約方法によって違います！

「指定方式」を希望する人は集団接種会場、
希望しない人は協力医療機関での接種です。
●希望調査票に同封の案内をよく確認して
　いただき、予約方法を選んでください。

！  紙面の内容は11月4日時点の情報です。記載内容が変更になる場合があります。

　接種を希望する人は、予約システム（ウェブ・LINE）か、ワクチン接種コー
ルセンターで予約してください。

満12歳になる人など、これから1回目の予約をする人は
次の会場で接種ができます

「指定方式」の希望調査をします
指定方式での予約希望者は調査票を返送してください。

ご自分での予約不要

高校入学前に準備を
奨学金の申請を受け付けます奨学金

奨学金名 成績要件なし 　①市奨学金（給付型） 成績要件あり 　②市岩本育英奨学金
申請期間（必着） 令和4年3月11日まで 12月1日～4年1月14日

給付額
（給付時期）

入学支度金＝2万円
修学資金＝年額最大10万円

修学資金＝月額1万2,000円
進学・就職等準備金（2年生の学年末に給付）＝3万円

定　員 なし 7人（選考）

申し込み方法 申請書と必要書類を直接か郵送で学務課へ 願書と必要書類を市立中学校・義務教育学校の人＝在学する学校へ、
そのほかの人＝直接か郵送で学務課へ

問 市コールセンター ☎042－770－7777

配 ①②学務課、市内の各中学校・義務教育学校・中等教育学校、①のみ各公民館（沢井を除く）
※対象要件など詳しくは、市ホームページか手引きをご覧ください。

対 市内在住で、次の全てに該当する人
①●高等学校などに進学予定 ●3年度の市・県民税の所得割額が0円の世帯の人（生活保護受給中の世帯を除く）
②●高等学校などに進学予定 ●世帯所得が就学奨励金を受けることができる人と同程度 
　●中学校3年生（義務教育学校9年生）2学期か前期の成績が、各教科3以上で全教科平均4.0以上（5段階評定）　
※①②の併願可。給付はいずれか

市奨学金（給付型）は、「こ
ども・若者未来基金」と
市税で賄われているよ

返済不要

会　場 開設日時
土曜日 日曜日

相模原北メディカルセンター
急病診療所

午後 2 時～ 6 時 30 分

午前 9 時～
午後 5 時 30 分★

ソレイユさがみ
イトーヨーカドー古淵店

（南区古淵）
午前 9 時 15 分～
午後 5 時 30 分★

指定方式の希望 希望調査票の返送 3回目接種の予約

希望する 必　要 【予約不要】市が日時・集団接種
会場を指定し、決定通知を送付

希望しない 不　要
【要予約】予約システム（ウェブ・
LINE）かワクチン接種コールセン
ターへ電話して予約◆

★午後0時30分～2時を除く

🅐 🅐
🅠 🅠2回目接種をした人は全員が

3回目を受ける必要があるの？
3回目も費用は無料？

1・2回目の接種と同様、3回目の
接種も強制ではありません。

無料です。

◀希望調査票見本

〈午前8時30分～午後8時（土・日曜日は午後7時まで）〉

ご注意ください

かけ間違いにご注意ください！ ☎042－767－2101も利用可
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自治功労表彰（7人）
●市議会議員
櫻井はるな	（南区鵜野森）
小野　弘	 （中央区共和）
関根雅吾郎	（緑区下九沢）
臼井貴彦	 （中央区清新）
五十嵐千代	（中央区矢部）
鈴木秀成	 （南区東林間）
小田貴久	 （緑区西橋本）

市政功労表彰（個人）（129人）
●民生委員・児童委員活動
川﨑惠子	 （南区栄町）
澤田久男	 （南区東林間）
杉山　茂	 （中央区上溝）
田中多美枝	（南区文京）
千々和幸子	（南区東大沼）
千葉榮子	 （南区相南）
内藤京子	 （南区御園）

●保護司活動
江成貞子	 （中央区田名）
小川　勇	 （緑区長竹）
佐藤宏明	 （中央区上溝）
本多雅子	 （緑区若葉台）
宮﨑哲朗	 （中央区上溝）
吉村　毅	 （緑区佐野川）

●社会福祉活動
今井俊昭	 （緑区長竹）
小山幸子	 （中央区田名塩田）

●地域医療活動
角張雄二	 （南区東林間）
河野和宏	 （中央区東淵野辺）
西村　浩	 （中央区すすきの町）
野村　篤	 （八王子市めじろ台）

●老人クラブ活動
石垣　健	 （中央区弥栄）
小澤保明	 （中央区星が丘）
金山勝郎	 （緑区橋本）
小出 子	 （中央区陽光台）
情野　勝	 （緑区西橋本）
田口芳樹	 （南区西大沼）
前田悦男	 （緑区西橋本）

●食品衛生活動
橋本　巖	 （中央区水郷田名）

●市青少年指導委員活動
鈴木敏夫	 （緑区長竹）
吉田勝文	 （中央区上溝）

●青少年健全育成活動
齊藤賢一	 （緑区大島）
田中昌洋	 （中央区青葉）

●自治会活動
阿部公作	 （中央区すすきの町）
猪山三郎	 （緑区橋本）
入谷利郎	 （中央区宮下本町）
江口基明	 （中央区すすきの町）

大槻克男	 （中央区矢部）
梶原春美	 （緑区牧野）
川島久美子	（南区相南）
桑田俊夫	 （南区麻溝台）
小池　里	 （緑区佐野川）
小宮玉男	 （南区東大沼）
坂元　猛	 （中央区陽光台）
佐藤和男	 （緑区牧野）
里中正一	 （南区下溝）
菅野春雄	 （中央区並木）
鈴木健治	 （緑区橋本）
関口邦夫	 （中央区宮下本町）
田加井建治	（中央区矢部）
髙木喜秋	 （中央区矢部新町）
田中邦一	 （中央区淵野辺）
辻本　昭	 （南区相模大野）
中野秀人	 （緑区久保沢）
長谷川兌	 （緑区千木良）
早川久子	 （中央区小山）
平野大介	 （南区大野台）
前田誠一	 （南区麻溝台）
松嶋保和	 （南区相武台）
山本正巳	 （中央区中央）

●芸術文化活動
石橋隆子	 （中央区上溝）
岩本末勝	 （南区上鶴間）
菅沼トキ子	（緑区二本松）
藤原　妙	 （南区相模大野）
森　敏孝	 （中央区千代田）

●行政相談委員活動
大澤明光	 （緑区根小屋）
長沢敬子	 （南区南台）

●人権擁護委員活動
三代宏次	 （中央区上溝）

●男女共同参画活動
成井マユミ	（中央区田名塩田）

●交通安全活動
阿部邦彦	 （中央区上溝）
石田健二	 （中央区相生）
齋藤美智夫	（緑区三ケ木）
夏苅睦夫	 （緑区千木良）
野﨑　徹	 （中央区上溝）
本山香津江	（南区南台）
矢島忠男	 （緑区橋本台）

●防犯活動
加 政子	 （南区相武台）
原田俊章	 （中央区東淵野辺）
溝呂木　孝	（南区磯部）

●産業振興活動
有山英次	 （緑区原宿）
小山克己	 （町田市森野）
櫻内康裕	 （中央区共和）

●観光振興活動
児玉髙典	 （安曇野市穂高有明）
吉山茂利	 （南区磯部）

●農業振興活動
井上惠夫	 （緑区相原）
小澤　優	 （緑区佐野川）

地原　稔	（緑区根小屋）
篠﨑　晟	 （中央区水郷田名）
曲和美	 （南区磯部）
山口由夫	 （緑区長竹）
山本義幸	 （緑区下九沢）

●環境保全活動
井上弘一	 （緑区青野原）

●公民館活動
桐戸初生	 （南区当麻）
笹村幸子	 （中央区横山台）
佐 彰夫	 （中央区小山）
長谷川　敏	（南区相模台）
山田江身子	（緑区若柳）

●PTA活動
中里浩章	 （緑区東橋本）

●スポーツ推進委員活動
井上和広	 （中央区上溝）
猪股健二	 （南区相武台団地）
小川英明	 （中央区千代田）
長田文成	 （中央区淵野辺）
皆藤良二	 （緑区原宿）
金子孝仁	 （中央区上溝）
川上　宏	 （緑区東橋本）
今野弘栄	 （中央区高根）
志藤実千代	（中央区陽光台）
清水房子	 （中央区共和）
杉本祐一	 （緑区与瀬）
田内久士	 （南区上鶴間本町）
塚本明弘	 （南区双葉）
長谷川訓好	（中央区富士見）
松井昭治	 （南区東林間）
元山雅治	 （緑区橋本）
山下敦子	 （中央区由野台）

●スポーツ活動
渋谷　章	 （中央区星が丘）
神藤昭嘉	 （緑区相原）
中里信策	 （緑区大島）
𠮷水タケ子（中央区田名）

●市明るい選挙推進協議会委員活動
熊谷カツ	 （緑区広田）
齋藤ヨネ子	（中央区田名塩田）
三澤幸代	 （南区東大沼）

●消防団活動
阿部紀元	 （緑区名倉）
押田眞一	 （緑区寸沢嵐）
落合安久	 （緑区澤井）
久保田　充	（南区大野台）
髙﨑　直	 （緑区牧野）
田村久明	 （緑区佐野川）
西川暢行	 （緑区青根）
原田一仁	 （緑区日連）

●総合計画策定活動
𠮷田民雄 （国分寺市東元町）

市政功労表彰（団体）（7団体）
●老人クラブ活動
七福会

松寿会
中之郷親茶会	
南橋本第二寿会	
陽光クラブ

●環境保全活動
青野原元気村

●交通安全活動
大野中地区交通安全母の会

文化・スポーツ表彰（個人）
（18人）

●スポーツ競技
〈パワーリフティング〉
北村真由美	（南区）
渡邊　薫	 （南区）

〈5人制サッカー〉
佐藤大介	 （南区）

〈飛込〉
坂井　丞	 （中央区）
八木星輝	 （大野北小学校）

〈スケートボード〉
白井空良	 （中央区）

〈ボクシング〉
中谷潤人	 （緑区）
波多野　善	（上溝小学校）

〈陸上〉
石川　優	 （青山学院大学）
近藤幸太郎	（青山学院大学）
髙島咲季	 （青山学院大学）

〈競泳〉
小堀倭加	 （日本大学）
小方　颯	 （日本大学高等学校）

〈ショートトラックスピードスケート〉
齋藤　駿	 （神奈川大学）

〈柔道〉
木原慧登	 （東海大学付属相模高等学校）
服部辰成	 （東海大学付属相模高等学校）

〈テニス〉
坂本健英	 （湘南工科大学附属高等学校）

〈テコンドー〉
谷　侑馬	 （青葉小学校）

文化・スポーツ表彰（団体）
（5団体）

●芸術文化活動
〈美術〉
県立相模原弥栄高等学校美術部

〈プログラミング〉
相模女子大学高等部チームMarch
相模女子大学中学部チーム Saku

●スポーツ競技
〈自転車〉
県立神奈川総合産業高等学校自転車競技部

〈野球〉
東海大学付属相模高等学校野球部

　市政の進展や公共の福祉の増進、文化の向上、スポーツの振興などの功労に対して表彰します。
（敬称略・順不同）

11月20日の市制記念日に表彰

和智武夫	（南区相模大野）
　市歯科医師会会長などの要職を歴任。心身障害児者歯科診療所の開設
やHIV感染者歯科診療事業の推進等、本市の安心・安全な歯科医療環境の
実現に尽力されるなど、市民文化の進展に貢献されました。

市民文化表彰（2人）

片山右京	（南区鵜野森）
　世界的に活躍されたレーシングドライバー。自転車ロードレースチーム
「Team	UKYO	SAGAMIHARA」代表として本市のスポーツ振興や市終身
名誉観光親善大使として本市の観光振興に尽力されるなど市民文化の進
展に貢献されました。

問 秘書課 ☎042−754−1111（代表）

素晴らしい功績をたたえて表　彰

問 市テレワーク推進事業コールセンター ☎042−701−2157〈（午前9時30分～午後5時30分（土・日曜日、祝日等を除く）〉

市内宿泊施設でのテレワークに利用料金の一部を助成します補　助

　市民の皆さんと市内事業者のテレワークを推進するとともに、厳しい状況にある市内の宿泊施設を支援するための事業です。

時 令和4年2月28日 ㈪ まで
※利用状況によって早く終了
　する場合あり
対 市内在住か在勤の人

注意事項　
●テレワーク目的、一人での利用のみです。
●昼間の利用のみ。時間帯は施設によって異なります。
●仕事に利用できる備え付け機器は、机、椅子、無線LAN（WiFi）
　環境です。パソコンなど電子機器の用意はありません。

※対象となる市内宿泊施設や利用料金、利用方法など詳しくは、特設サイトをご覧ください。

令和 4
年

2月28
日

まで

▲市テレワーク推進
事業特設サイト

家から出るから
気分転換できる

一人だから
集中しやすい
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市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」
@oshirase.sagamihara

コールセンターから
ちょっとおしらせ

令和4年4月からの市立児童クラブの入会一次受け付けは、12月1日（消印有効）まで
です。詳しくは、市コールセンター（☎042－770－7777）へお問い合わせください。
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約10%削減

46％の
削減目標に届かない！

現状

目標

421.9 万 t 379.9 万 t

エコドライブとは
　環境に配慮した運転方法で、
燃費の改善や安全運転の効果も
期待できます。

問 人事・給与課 ☎042－769－8213
学校に勤務する教員などの人事について=教職員人事課（☎042－769－8279） 給与について=教職員給与厚生課（☎042－851－3152）

職員の懲戒の状況
市職員（学校職員※を含む）
 〈2年度：単位（人）〉

処分事由 免 職 停 職 減 給 戒 告
法令に違反した 3 7 3 5

職務上の義務に違
反したか職務を

怠った
0 0 0 0

全体の奉仕者とし
てふさわしくない

非行があった
0 0 0 0

計 3 7 3 5

職員数に関する状況（令和3年4月1日時点）
部門別職員数の状況
　本市の職員数は、7,750人です（前年同日比19人減）。
　厳しい財政状況が見込まれる中でも、多様な行政需要に対応し、質の高い市
民サービスを提供していくため、適正な職員数になるよう、引き続き管理して
いきます。
主な増員の理由
●スポーツに関する事務の移管など（総務・企画）
●新型コロナウイルス感染症対策など（衛生）
主な減員の理由
●学校給食業務の委託化など（教育）
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　各行政資料コーナーでも閲覧できます。

手当
地域手当（地域の民間賃金水準を基にして職員に支給される手当）
支給率 給料月額等の12.0％　
※1人当たりの平均支給年額（2年度）45万3,151円
退職手当
自己都合 467万円（平均勤続年数 12.1年、退職者数 107人）
勧奨・定年 2,067万円（平均勤続年数 35.7年、退職者数 170人）
※いずれも１人当たりの平均支給額（2年度）

特別職の報酬 （3年4月1日時点）

給　料
（月額）

市　長 114万2,000円
副市長 93万5,000円
教育長 80万4,000円

報　酬
（月額）

議　長 77万9,000円
副議長 71万3,000円
議　員 67万円

期末手当
（2年度
支給月数）

市　長
副市長
教育長
議　長
副議長
議　員

６月期 1.675月

12月期 1.625月

退職手当
市　長 2,192万6,400円
副市長 1,346万4,000円
教育長 578万8,800円

期末・勤勉手当（民間企業のボーナスに相当する手当）

区　分 支給月数（2年度）
期末手当 勤勉手当

6月期 1.3月 0.95月
12月期 1.25月 0.95月

計 2.55月 1.9月
職制上の段階、職務の
級などによる加算措置 役職加算5～20%

障害者の任用状況
　法定雇用率の達成に向け、計画的
に採用していくとともに、障害のあ
る職員が働きやすい職場環境づくり
に向けた取り組みを進めます。

雇用率 2.50%
市長事務部局　3.07％
教育委員会　1.82％
※3年6月1日時点

※法定雇用率 2.60%
※ 職員数は一般職に属する人数で、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・非常勤職員などを除く。「その他」には、議会、労働、商工、
農林水産、下水道などの部門を含む

職員の総数
7,750人
（−19）（−19）

教育教育
3,493人3,493人
（−41）（−41）

民生民生
1,167人1,167人

（+4）（+4）

消防消防
745人（−8）745人（−8）

総務・企画総務・企画
763人（+22）763人（+22）

土木土木
463人（−18）463人（−18）

税務  216人税務  216人
（（−−4）4）

その他  361人その他  361人
（+13）（+13）

衛生衛生
542人（+13）542人（+13）

※（   ）内は昨年からの増減数

職員給与費の内訳（2年度） 職種別平均給料月額など（3年4月1日時点）

ラスパイレス指数 99.3 （2年度）
国家公務員の給料を100とした場合に、
本市職員の給料の水準を示す指数。政令
指定都市20市の中で、3番目に低い数値

職員1人当たりの給与費
633万円 

（職員数 7,543人）

総　額
3,802億
17万円

（普通会計決算）

人件費人件費
729億7,671万円729億7,671万円

（19.2％）（19.2％）
合　計
477億

5,109万円
（普通会計決算）

期末・勤勉手当期末・勤勉手当
123億123億
2,450万円2,450万円

職員手当	職員手当	
79億79億
6,162万円6,162万円

給料給料
274億274億
6,497万円6,497万円

一般行政 技能労務 消　防 医　療 教　育

平均給料月額 30万7,347円 31万2,688円 31万3,491円 49万1,692円 34万568円

平均給与月額＊1 42万8,516円 38万6,047円 41万2,196円 88万1,616円 41万1850円

平均年齢 40.2歳 52.5歳 37.6歳 54.2歳 38.7歳

初任給
大学卒 18万5,100円 － 20万9,600円 24万9,800円＊2 20万9,400円

高校卒 15万1,500円 14万3,800円 17万500円 － －

＊１：給料と職員手当（地域手当、扶養手当など）を含む
＊２ ：6年制大学卒

職員の給与の状況
歳出に占める人件費の割合（2年度）

市職員の給与などを公表します人　事

エコドライブを動画で学ぼう環　境

※学校に勤務する教員、学校事務、一部の栄養士など

問環境保全課 ☎042－769－8241

　本市を含む九都県市では、エ
コドライブ方法を紹介する動画
を作成しました。

〈監修：日本自動車連盟（JAF）〉
　本市の公式YouTube®チャン
ネルで視聴できます。

他にもさまざまな方法があります。詳
しくは、動画をご覧ください。

こまめにプラグを
抜いて節電を！

●ふんわりアクセル「eスタ
ート」

●車間距離にゆとりをもっ
て、加速・減速の少ない
運転をしよう  

●減速時は早めにアクセル
を離そう

エコドライブの方法

脱炭素に取り組もう！
本市の状況と私たちにできること環　境

問環境政策課 ☎042－769－8240

　脱炭素は地球温暖化を防ぐため、二酸化炭素（CO2）等の温室効果ガスの「排出量」から、
森林などによる「吸収量」を差し引いた値を実質ゼロにすることです。ゼロカーボン、カー
ボンニュートラルとも呼ばれます。

　2013年の二酸化炭素排出量は
421.9万t。2018年までの5年間で約
10％削減が進みましたが、このペー
スでは2030年の目標に届きません。

使用エネルギーをCO2が排出されな
いものに変えていくことが必要です。

太陽光パネルの設置や節電、エコドラ
イブなど一人ひとりが脱炭素に向けて
取り組んでいきましょう！

本市はどんな状況？

どうすれば削減できる？

私たちにできることは？

本市の二酸化炭素排出量削減の目標と現状
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未就学児
ママの心のケアルーム
「ママの休み時間」

　「子どもにイライラする」「子どもがか
わいく思えない」などと感じているお母さ
ん同士が語り合い、気持ちを楽にする場	
時令和4年1月12日	㈬	午前10時～11
時30分
会 ウ
対乳幼児の母親　※保育あり（要予約）
申 11へ

親子で歯
は

っぴぃ
ちゃれんじ大作戦！

　虫歯予防の秘
ひ

訣
けつ

や歯磨きの裏技を紹介
日にち 時　間 会　場  対　象

令和4年
1月11日	㈫

午前
10時～
11時

ウ
2年
11月～
3年3月
生まれの
子と
その家族

1月28日	㈮	

1月18日	㈫	 緑

1月21日	㈮	
南

1月26日	㈬	

定各10組（申込順）
申 16へ

絵本で子育てワークショップ
　読み聞かせや、わらべうた体験を実施
時 12月4日	㈯	午前11時～11時20分、
午前11時30分～11時50分
会相模大野図書館　
対生後4カ月（首がすわってから）～1歳
6カ月くらいの乳幼児とその保護者
定各6組（先着順）
※希望者は直接会場へ
問同図書館（☎042－749－2244）

離乳食教室（スタート編）
　離乳食の講習、簡単な実習

日にち 時　間 会　場
令和4年
1月11日	㈫

午後1時
～2時、

午後2時30分
～3時30分

ウ

1月21日	㈮ 南

対 3年7・8月生まれの子の保護者とその
家族
定各8組（申込順。初めての子の保護者優
先）
申 16へ

離乳食教室（モグモグ編）
　中期以降の離乳食の講習、相談会

日にち 時　間 会　場
令和4年
1月18日	㈫ 午後1時

～2時、
午後2時30分
～3時30分

緑

1月26日	㈬ 南

1月28日	㈮ ウ

対 3年4・5月生まれの子の保護者とその
家族
定各8組（申込順。初めての子の保護者優
先）
申 16へ

離乳食教室
（スタート・モグモグ編）

　離乳食の講習、簡単な実習
時令和4年1月14日	㈮	午後1時～2時
会城山公民館
対 3年4～8月に生まれた子の保護者と
その家族
定 8組（申込順）
申 16へ

妊娠・出産
ハロー・マザークラス

　妊娠、出産、育児に関する知識・技術
の習得

日にち 時　間 会　場 申　込
令和4年
1月		5日	㈬	

午後
1時30分
～

3時15分
南 16

1月12日	㈬	

対妊娠16週以降の初めて出産する人と
その家族（1人まで）
定各16組（申込順）

マタニティオーラルセミナー
～元気な赤ちゃんはママのお口の健康から～
　妊娠期の口

こ う

腔
く う

内の疾患が赤ちゃんに及
ぼす影響やその予防法、子どもの歯の健
康についての講義と歯科健診

日にち 時　間 会　場
令和4年
1月		7日	㈮ 午後1時30分

～3時
ウ

1月26日	㈬ 緑

対市内在住の妊娠している人
定各8人（申込順。妊娠期間中1回のみ
受講可。経産婦可）
申 16へ

イベントなどの開催
状況は随時ご確認を

掲載しているイベントや説明会など、中止や延期となる場合があります。
各種イベントなどの開催状況は、市ホームページで随時お知らせしています。

◦イベント参加時はマスク着用
◦体調がすぐれないときは参加しない

市コールセンター Facebookページ「ちょっとおしらせ相模原」
@oshirase.sagamihara

コールセンターから
ちょっとおしらせ

粗大ごみの持ち込みは、12月31日 ㈮ ～令和4年1月3日 ㈪ の期間はお休みで
す。年末は大変混雑しますので、早めに持ち込んでください。

省略記号の見方は6面をご確認ください。

主な実施会場
緑 緑区合同庁舎

緑区西橋本5－3－21
橋 シティ・プラザはしもと

緑区橋本6－2－1
城 城山総合事務所

　緑区久保沢1－3－1
津 津久井保健センター

緑区中野613－2
湖 相模湖総合事務所

緑区与瀬896
藤 藤野総合事務所

緑区小渕2000
ウ ウェルネスさがみはら

中央区富士見6－1－1

け けやき会館
中央区富士見6－6－23

南 南保健福祉センター
南区相模大野6－22－1

ペ 橋本駅北口ペデストリアンデッキ下
緑区橋本

市 市役所前
中央区中央2－11－15

コ 相模大野駅前通り（コリドー通り）
南区相模大野

記号の見方
主な会場や申し込み・
問い合わせ先はこちら略省省

母子健康手帳と筆記用具を
持って参加してください

申し込み・問い合わせ
１ 緑高齢・障害者相談課
	 	 ☎042－775－8812

2 中央高齢・障害者相談課
	 	 ☎042－769－8349

3 南高齢・障害者相談課
	 	 ☎042－701－7704

4 津久井保健福祉課
	 	 ☎042－780－1408

5 感染症対策課
	 	 ☎042－769－7201

6 健康増進課
	 	 ☎042－769－8322

7 緑保健センター
	 	 ☎042－775－8816

8 緑保健センター　津久井担当
	 	 ☎042－780－1414

9 中央保健センター
	 	 ☎042－769－8233

10 南保健センター
	 	 ☎042－701－7708

11 こども家庭課
	 	 ☎042－769－8345

12 緑子育て支援センター
	 	 ☎042－775－8829

13 中央子育て支援センター
	 	 ☎042－769－8222

14 南子育て支援センター
	 	 ☎042－701－7710

15 精神保健福祉センター
	 	 ☎042－769－9818

16 市コールセンター
	 	 ☎042－770－7777

オンラインの催しは、インターネット
と、各ツールを利用できる環境が必要

（電話番号をよく確かめて）

などで
困ったときは

精神科歯 科 精神科救急医療情報窓口
☎045−261−7070

月〜金曜日（祝日等を除く） 
　午後5時～翌朝8時30分
土・日曜日、祝日等 
　午前8時30分～翌朝8時30分
　（翌日が平日の場合、受け付けは翌朝8時まで）
※夜間、休日に急激な精神疾患の発症や病状悪化の際に、
	 精神科医療機関を紹介します。
※必ず紹介することを約束するものではありません。

まずはかかりつけ医・
歯科医へ。休診の場合は
右記の問い合わせ先へ

医 科

月〜金曜日（祝日等を除く）	
　午後5時～翌朝9時
土曜日	午後1時～翌朝9時
日曜日、祝日等	午前9時～翌朝9時
※診療可能な医療機関を案内。医療相談・歯科案内は
行っていません。

相模原救急医療情報センター
☎042−756−9000

接 骨
日曜日、祝日等	午前9時～午後5時

休日当番柔道整復施療所案内
®0120−19−4199

相模原口
こ う く う

腔保健センター
☎042−756−1501

日曜日	午前8時45分～11時30分
※事前に連絡をしてから受診してください。

相談名（相談員） 日にち 時　間 会場 申込 内容・定員・問い合わせなど

思春期・
ひきこもり

相談
（精神科医）

12月16日	㈭ 午後2時～4時 け 15

対 	ひきこもり相談18歳以上の
引きこもりの状態にある人とそ
の家族
定2組（申込順。調整あり）
※都合により12月の思春期相
談は中止します。

精神
保健相談

（精神科医）

12月14日	㈫

午後1時～2時

南

こころの健康についての相談
対かかりつけ医がいない人
定各2・3人（申込順。調整あり）
申会場ごとに各担当課へ
　南…南高齢・障害者相談課
　☎042－701－7715		
　津…津久井保健福祉課
　☎042－780－1412
　ウ…中央高齢・障害者相談課
　☎042－769－9806

12月17日	㈮

12月20日	㈪	 津

12月21日	㈫	 ウ

みんなの
アルコール

相談
(精神科医)

12月21日	㈫	 午前10時～正午 け 15

お酒の量を減らしたい、家族
の飲み方が心配などの相談に
医師などが対応
対市内在住か在勤で、アル
コールに関する問題を抱える
人とその家族
定 2組（申込順。調整あり）

薬物・
ギャンブル
依存相談

（精神科医）
12月23日	㈭	 午後2時～4時 け 15

薬物・ギャンブルに関連した
相談に、医師が対応
対市内在住か在勤で、薬物・
ギャンブルに関する問題を抱
える人とその家族
定 2組（申込順。調整あり）

依存症
家族教室

「サプリ」
12月27日	㈪	 午後2時～3時30分

市
民
会
館

15

アルコール・薬物・ギャンブ
ルなどの問題について理解し、
その対応について学ぶ
対市内在住か在勤で、アル
コール・薬物・ギャンブルな
どの問題を抱える人の家族
定 10組（申込順）

家族のための
コミュニケー
ション教室

「ガーベラ」
12月15日	㈬	 午後2時～3時30分

産
業
会
館

15

家族間コミュニケーションを
テーマに家族問題についての
理解を深め、対応を学ぶ
対引きこもりの状態にある
人、アルコールや薬物・ギャ
ンブルなどの問題を抱える人
の家族
定20人（申込順）

愛の献血

11月20日	㈯ 午前10時30分
　～正午、
午後1時45分
　～4時

コ 対16歳～69歳の健康な人（65歳
～69歳の人は、60歳～64歳の間
に献血経験が必要）※本人確認あり
所要時間	40分程度
問地域保健課
☎042－769－8343

12月11日	㈯

11月23日	㈷

午前10時～正午、
午後1時45分
　～4時

ペ

12月4日	㈯

11月25日	㈭

市12月7日	㈫	 午後2時30分　～4時

12月14日	㈫	
午前10時～正午、
午後1時45分
　～4時

相談名（相談員） 日にち 時　間 会場 申込 内容・定員・問い合わせなど

成人健康相談
母子保健相談
（保健師）

月～金曜日

午前8時30分
～午後5時
（祝日等を除く）

緑
ウ
南

成人健康相談健康相談
母子保健相談妊娠・出産、子ども
の健康などの相談
※希望者は直接会場へ（電話相談も可）
※城 津 湖 藤は来庁相談のみ
問 成人健康相談 7 9 10
　 母子保健相談 12 13 14

月・木曜日 津

火曜日 湖

水曜日 藤

金曜日 城

大人の食生活
相談

（栄養士等）

12月3日	㈮		

午前9時
	9時45分
10時30分
11時15分

南 10

面談か電話相談（予約制）
生活習慣病予防などに関する
食生活の相談

12月6日	㈪		 緑 7

12月8日	㈬		 ウ 9

12月9日	㈭		 津 8

12月22日	㈬		
午後1時

1時45分
2時30分
3時15分

ウ 9

南 10

母と子の
栄養相談

（管理栄養士等）

令和4年
1月7日	㈮	

午前9時
	～11時30分 緑 12

乳幼児と妊産婦の食事の相談
持ち物	母子健康手帳1月17日	㈪	 午後1時

　～3時30分 ウ 13

1月24日	㈪	 午前9時
	～11時30分 南 14

妊活
サポート相談

（不妊・不育
専門相談員）

令和4年
1月11日	㈫	

〈電話相談〉　時午前9時～11時30分　問 11

〈オンライン	面接相談〉　※ツールはWebexを使用
時午後1時～3時30分
申 4年1月7日までに11か、市ホームページへ

もの忘れ相談
12月6日	㈪ 午後1時30分

～3時 緑 1
医師によるもの忘れ相談
定各2人（申込順）

12月20日	㈪	 午前10時～11時30分 南 3

くすりの相談 12月16日	㈭	 午後1時30分～3時 ウ
定各2人（申込順。各回30分）
申市薬剤師会
☎042－756－1502

歯科健康相談
（歯科衛生士）

月～金曜日
(祝日等を除く)

午前9時
～午後3時30分

緑
ウ
南

6

ブラッシング方法など歯のお
手入れに関する相談
※申込時に日時、会場などを
調整

かんがる〜
歯科健診

（歯科医）
	会 緑 ウ 南 城 津 湖 藤
	※日程はお問い合わせください。 11 対障害のある乳幼児

がんに関する
相談

がんピア
サポート

1 12月10日	㈮	
午前10時
～午後3時

南 がん体験者が自らの体験を基に対
応
対がん患者やその家族
定各4組（申込順。各組1時間）
申 12月 1 8日	2 23日までに62 12月26日	㈰		 ウ

12月1日～4年3月31日宿泊分

献血キャラクター
けんけつちゃん

午前の混雑状況により、
午後の開始時間を変更
する場合があります。

　女性の相談員や弁護士などが、コ
ロナ禍で、生活、仕事、パートナー
などについて不安を抱える女性の相
談に対応
時12月3日	㈮	正午～午後4時
会津久井まちづくりセンター
※希望者は直接会場へ

さがみはら女性のための
なんでも相談会〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉 〉

問 市社会福祉協議会南区事務所
☎042－765－7065

問 広聴広報課 ☎042－769－8200

さまざまな方法で発信中！　市からのお知らせ

LINEでも！ 
市 LINE 公式アカウント

友だち登録はこちら

LINE公式アカウント名
相模原市
LINE ID @sagamihara_city

スマホアプリでも！
マイ広報さがみはら

Android版 iOS版

アプリはこちらから
テレビ神奈川（tvk・地デジ3ch）のデータ放送で、市から
のお知らせや、ひばり放送を確認できます。ひばり放送
が聞こえなかったときなどにご利用ください。

テレビで

①tvk（3ch）を表示
②リモコンのdボタンを押す
③リモコンの緑ボタンを押す
④相模原市のページの「行政情報」
から、見たい項目を選択
◦トピックス　◦掲示板
◦イベント　　◦防災ひばり放送

リモコンによってボタンの位置が異なります

トピックスで、ワク
チン接種の予約スケ
ジュールなど、随時
お知らせを更新！

データ放送の
確認方法

6 7No.1469 　令和3年（2021年）11月15日令和3年（2021年）11月15日 　No.1469



犯罪被害などで悩んでいたら
電話で相談を

　犯罪などによる自身や家族の心身被害
の相談に対応。適切な支援窓口を紹介
※11月25日～12月1日は犯罪被害者週間
犯罪被害者等相談窓口
☎042－769－8229
時月～金曜日（祝日等を除く）午前8時30
分～午後5時
問 交通・地域安全課

教育委員会の点検・評価の公表
　教育委員会の事務の執行状況につい
て、点検・評価した報告書を公表
閲覧場所 各行政資料コーナー・公民館（沢
井を除く）など
※市ホームページにも掲載
問 教育総務室

選挙人名簿・在外選挙人名簿の閲覧
時12月2日 ㈭ ～6日 ㈪ 午前8時30分～
午後5時
会各区選挙管理委員会事務局
選挙人名簿 平成15年12月2日までに生
まれた人で、次のいずれかに該当する人
●令和3年9月1日までに市の住民基本台
帳に記録され、引き続き記録されている
●引き続き3カ月以上市の住民基本台帳
に記録され、転出後4カ月以内
在外選挙人名簿 平成15年12月2日までに
生まれた人で、次のいずれかの手続きをし
て、12月1日までに同名簿に登録された人
●海外に転出し、引き続き3カ月以上滞
在していて、在外選挙人名簿への登録申
請をした
●最終住所地が本市にあり、選挙人名簿か
ら在外選挙人名簿への登録移転申請をした
※閲覧申出書には申出者の押印が、閲覧
時は閲覧者の顔写真付き身分証明書が必
要。事前にお問い合わせを
問 各区選挙管理委員会事務局

区 電話番号
緑 ☎042－775－8820

中　央 ☎042－769－9259
南 ☎042－749－2117

※12月4日 ㈯ 、5日 ㈰ は市役所本館守
衛室へ
※電話による登録の確認は不可

令和4年4月1日から
公衆浴場の混浴制限年齢を

引き下げ
　混浴トラブル防止などのため「市公衆
浴場法施行条例」を改正。現行のおおむ
ね10歳から、おおむね7歳に引き下げ
適用後の混浴制限年齢 おおむね7歳以上
対市内の公衆浴場
※詳しくは、市ホームページを参照
問 生活衛生課

はたちのつどい（成人式）
時令和4年1月10日 ㈷ 
会杜

も り

のホールはしもと、市民会館、相模
女子大学グリーンホール（市文化会館）
※会場・開催時間など詳しくは、市ホー
ムページを参照するかお問い合わせを
対平成13年4月2日～14年4月1日に生ま
れた人
※対象者には11月中旬に案内状を郵送。
届かない場合は、市コールセンター（☎
042－770－7777）へ
※式典の様子はオンラインでも配信予定
問 こども・若者支援課

分譲マンション無料相談
時12月6日 ㈪ 午後1時30分～4時30分
会建築・住まい政策課
対市内分譲マンションか、分譲型団地に
住む人
定 3組（申込順）
申12月1日までに、電話で同課（☎042
－769－9817）へ

建築士による
自宅の無料耐震相談会

時12月9日 ㈭ 午後1時30分～4時15分
会市役所会議室棟
定 3組（申込順）
申 12月3日までに、電話で建築・住まい
政策課（☎042－769－8252）へ

猫の相談会と譲渡面接会
相談会 家庭・地域での猫に関する相談会
時12月7日・21日、令和4年1月11日・
25日の火曜日 午後2時～4時
会ウェルネスさがみはら
定 各回8人（申込順）
申 電話で生活衛生課（ ☎042－769－
8347）へ
譲渡面接会 新たな飼い主を探す譲渡会
時12月19日 ㈰ 、1月23日 ㈰ 午前10
時～正午〈雨天決行〉
会環境情報センター
対市内在住の20歳以上で①譲りたい人
＝各15人（申込順）②欲しい人
費 いずれも一部費用負担あり
申①相談会（電話予約）で申請。②身分
証明書を持って、直接会場へ。入場制限
を求める場合あり

都市計画説明会
素案の縦覧と公聴会

　青葉地区（中央区）の都市計画の決定・
変更（区域区分、地区計画など）について
都市計画説明会
時12月12日 ㈰ 午前10時
会光が丘公民館
対市内在住か、利害関係がある人
※希望者は直接会場へ
素案の縦覧・公述申出
時12月14日 ㈫ ～27日 ㈪ 午前8時30分
～午後5時15分
会都市計画課
※公述申出は郵送でも可。詳しくはお問
い合わせを
公聴会
時令和4年1月13日 ㈭ 午後7時
会光が丘公民館
※傍聴希望者は直接会場へ
※公述申出がない場合、公聴会は中止
問 都市計画課

人はもっと優しくて社会はもっと面白い
サポステ説明会 & 出張簡易相談会 in 南区
時11月29日 ㈪ 午後1時30分～4時30分
会南区地域福祉交流ラウンジ
対ニート・ひきこもり状態や生きづらさ
を感じる若者とその家族
定 6組（申込順）
申 11月27日までに、直接か電話でさが
みはら若者サポートステーション（☎
042－703－3861）へ

オンライン街かどコンサート
－おでかけ編－

　普段は市役所などで開催している街か
どコンサートを動画化。第6弾を公開
編成 木管五重奏
曲目 石川亮太『山の音楽家
じゅんばん協奏曲』
問 市民文化財団（☎042－
749－2207）

講演会「ひきこもる」という生き方
動画を公開

　本人や家族の思いを知り、誰もが生きや
すい社会について考える動画をYouTube®

で公開
配信期間 令和4年1月31日 ㈪ まで
講 深谷守貞さん（ KHJ全国
ひきこもり家族会連合会本
部ソーシャルワーカー）
問 精神保健福祉センター

募　集
相模の大凧の題字

　令和4年5月開催予定の「相模の大
お お

凧
だ こ

ま
つり」で揚げる大凧の題字を募集。題字
には、世相を反映したものを選出
対市内在住か在勤・在学の人
申12月10日（消印有効）までに、直接か
はがきに8面上の必要事項と題字（漢字
2文字。1人1点）、題字の読み仮名と題
字に込めた思い・意味を書いて、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　☎046－251－5242）へ
※入選者の氏名・市町村字名を公表する
場合あり

市まち・みどり公社の職員
　総務や経理、事業の企画・実施、施設
の管理・運営など
勤務 令和4年4月から週5日で、原則、午
前8時30分～午後5時15分の、週38時
間45分（勤務場所により、土・日曜日、
祝日等の勤務あり）
対平成元年4月2日～12年4月1日に生ま
れた人＝若干名（選考）
申 12月7日（必着）までに、必要書類を
市 ま ち・ み ど り 公 社（ ☎042－776－
6733）へ
※勤務場所や必要書類など詳しくは、同
公社ホームページを参照するかお問い合
わせを

ファミリー・サポート・センター
会員

　子どもの送迎や預かりなど、子育ての
手助けを受けたい人（利用会員）と手助
けをしたい人（援助会員）を募集
対市内在住か在勤・在学で次に該当する
人
①利用会員 小学生（障害がある子どもは
18歳）までの子どもがいて、入会説明会
に出席できる　※妊娠中の人も相談可
②援助会員 20歳以上で、援助会員講習
会に参加できる
入会説明会（1時間程度）

日にち 開始時間 会　場

12月11日 ㈯ 午前10時
あじさい会館令和4年

1月18日 ㈫ 午後
1時30分

12月16日 ㈭
緑区合同庁舎

1月11日 ㈫

午前10時12月23日 ㈭
南区合同庁舎

1月22日 ㈯

援助会員講習会〈全3回〉
時2月14日 ㈪・15日 ㈫・16日 ㈬ 午前9
時30分～午後4時（ 14日は午後3時まで、
15日は午後3時30分まで）
会あじさい会館

共 通
申 電話かEメールに8面上の必要事項、
希望の会員種別、①は希望日を書いて、
ファミリー・サポート・センター（☎042
－730－3885　 famisapo@sagami
harashishakyo.or.jp）へ

お知らせ

記入する必要事項
①希望する催し名
②住所
③氏名（ふりがな）
④年齢　 ⑤電話番号

はがき・ファクス・Eメール
などで申し込むとき

イベントなどの開催
状況は随時ご確認を

掲載しているイベントや説明会など、中止や延期となる場合があります。
各種イベントなどの開催状況は、市ホームページで随時お知らせしています。

◦イベント参加時はマスク着用
◦体調がすぐれないときは参加しない

時 日時  会 会場  内 内容  講 講師  対 対象  定 定員  費 費用  配 申込書等配布場所  申 申し込み  問 問い合わせ  ☎電話  FAXファクス  Ｅメール  ●費用が記載されていない場合は無料です

　本市出身の三好貴士さんが率いる野 球チームA
オール

ll 
N
ネ ー シ ョ ン ズ

ationsが、「日本プロ野球OBチーム」と対戦。試合後に
は両チームの選手による野球教室やサイン会など、選手と
の交流・参加型イベントも開催します。
時 11月27日 ㈯ 〈荒天中止〉

会 サーティーフォー相模原球場
費 500円（未就学児は無料）
※希望者は直接会場へ（★を除く）
申 ★11月27日までに、Eメールに
8面上の必要事項を書いて、オール
ネーションズ（ weareballone@
outlook.com　 ☎050−5276−
2167）へ

東日本大震災復興支援
チャリティーマッチ（野球）

開始時間 内　容

午前10時15分 オープニングセレモニー

　　11時 プレーボール

午後  2時 小・中学生野球教室★

　　  4時 サイン会、記念撮影

オールネーションズ
公式ホームページ

納期限は 11月30日 ㈫ 

●国民健康保険税 第6期

口座振替の申し込みは
市ホームページか金融機関の窓口へ

ウェブ申し込み、詳しくはこちら▶︎
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動物愛護推進員
　犬・猫などの動物愛護と適正飼養を推
進するために活動するボランティア
任期 令和4年4月1日～6年3月31日
対市内在住か在勤・在学の20歳以上
※応募資格など、詳しくは公募資料を参照
配 生活衛生課、各公民館（沢井を除く）・
出張所・図書館
※市ホームページにも掲載
申12月24日（必着）までに、公募資料に付
いている申込書などを直接か郵送で同課へ

イベント
さがみハート展

　精神に障害がある人が作った詩と、その
詩を題材に市民画家らが描いた絵を展示
時11月25日 ㈭ ～29日 ㈪ 午前10時～午
後5時（25日は午後1時から、29日は午後
3時まで）
会相模原市民ギャラリー
問 地域活動支援センターカミング（☎
042－759－5117）

学校給食ワークショップ
～「おいしい」給食って何だろう～

　学校給食についてのグループワーク。
給食レシピの配布あり

日にち 会　場

11月29日 ㈪ おださがプラザ

12月4日 ㈯ 総合学習センター

12月5日 ㈰ サン・エールさがみはら
時午前9時30分～正午（予定）
対市内在住の人（1人1回）
定各30人（申込順）
申 11月25日までに、市ホームページに
掲載の申込書を、学校保健課へ

ガーデンシクラメンを使った
寄せ植えバスケット

時12月2日 ㈭ 午後1時30分～午後3時
会花苗生産センター（中央区田名）
対市内在住か在勤・在学の15歳以上（中
学生を除く）＝15人（申込順）
費 1,000円
申 11月25日までに、直接か電話、ファ
クスに8面上の必要事項を書いて、市ま
ち・みどり公社（☎042－751－6624
FAX042－751－2345）へ

寄せ植え教室（クリスマス）
時12月3日 ㈮ ①午前10時～11時30分
②午後1時30分～3時

会　場 連絡先

①相模大野
中央公園

相模原麻溝公園
☎042－777－3451
FAX042－777－0378

②相模原
北公園

☎042－779－5885
FAX042－703－5887

対18歳以上（高校生を除く）
定各8人（申込順）
費各2,500円
申直接か電話、ファクスに8面上の必要事
項を書いて、各連絡先へ

県障害者スポーツ大会（ボッチャ）
時令和4年2月20日 ㈰ 
会県立スポーツセンター（藤沢市善行）
対3年4月1日時点で、13歳以上の身体障
害者（内部障害者を除く）
申 12月13日（必着）までに、電話か、ス
ポーツ推進課にある申込書（市ホーム
ページにも掲載）を同課（☎042ー769ー
9245）へ

ロボット大集合！ inアリオ橋本
　さまざまな企業が手掛けるロボットが
参加。ロボットの操作体験・プログラミ
ング体験・算数教室などを開催
時12月4日 ㈯ ・5日 ㈰ 正午から
会アリオ橋本（緑区大山町）
※イベントの内容や参加方
法など詳しくは、同所ホー
ムページを参照
問 産業支援課

新旧小倉橋と清流相模川を歩く
〈9km、13km〉

時12月9日 ㈭ 〈小雨決行〉
集合 午前9時 橋本公園
解散 午後0時30分ごろ 橋本公園　
費 500円
※希望者は、飲料水、雨具を持って直接
集合場所へ
問 市ウオーキング協会（☎090－4134－
5808）

市民吹奏楽団 定期演奏会
曲目 G・ホルスト組曲『惑星』より『木星』
ほか
時12月11日 ㈯ 午後2時30分～4時30分
会相模女子大学グリーンホール（市文化
会館）
定 800人（申込順）
※入場引換券が必要。入手方法など詳し
くは、同楽団ホームページを参照するか
お問い合わせを
問 同楽団事務局（☎090－2159－4963）

講演・講座
①子どもプログラミング・プレ体験

②パソコン体験
③子どもプログラミング体験

日にち 時　間

①
11月24 日 ㈬ ・

26日 ㈮ 、
12月7日 ㈫ ・

17日 ㈮ 

午後4時30分
～5時

②
11月25日 ㈭ ・

27日 ㈯ 、
12月7日 ㈫ ・

17日 ㈮ 

午前9時30分
～午後4時20分

（うち50分1回のみ）

③

11月25日 ㈭ 、
12月9日 ㈭ 

午後5時30分
～9時

（うち60分1回のみ）
11月27日 ㈯ 、
12月11日 ㈯ 

午前10時30分
～11時30分

会産業会館
対①年中～小学校2年生②どなたでも③
小学校3年生～中学生＝各3人（申込順）
申 電話で同館パソコン教室（☎042－
704－9888）へ

麻布大学教育セミナー
　「人の環境、動物の環境」をテーマに二
部に分けて講演。各講演終了後に質疑応
答あり
時11月27日 ㈯ 午後1時～3時
会麻布大学（中央区淵野辺）
定70人（申込順。市内在住か在勤・在学
の人を優先）
申11月25日までに、ファクスかEメール
に8面上の必要事項と参加人数、Eメール
アドレスを書いて、同大学事務局総務部
地域連携・渉外課（ FAX042－769－1938

sotsugo@azabu―u.ac.jp ☎042－
769－2648）へ

歴史講演会 三河武士を
つらぬいた最後の大名

　上総請西藩主・林 忠崇が脱藩して新政
府軍と戦った理由やその生涯について
時11月28日 ㈰ 午前10時～11時30分
会古民家園（相模川自然の村公園内）
定 20人（申込順）
申 11月25日までに、電話で文化財保護
課（☎042－769－8371）へ

オンライン　人手不足を解消する
外国人社員活用セミナー

　在留資格制度や外国人社員活用のノウ
ハウなどを紹介
時12月15日 ㈬ 午後2時～4時
対経営者、採用担当者、外国人雇用に興
味・関心のある人
※ツールはWebexを使用
申 12月10日までに、右記の
申し込みフォームから。詳
しくは市ホームページにあ
るチラシを参照
問 あいおいニッセイ同和損保

（☎046－221－7795）

キッズプログラミング
①体験〈全2回〉・②基礎〈全4回〉・

③応用〈全4回〉コース
　S

　 ス ク ラ ッ チ 　

cratchを使ったプログラミングをシ
ルバー人材センター会員が指導

日にち

①

12月4日 ㈯ ・5日 ㈰

令和4年1月8日 ㈯ ・9日 ㈰

4年2月5日 ㈯ ・6日 ㈰

②

12月11日 ㈯ ・12日 ㈰ ・
18日 ㈯ ・19日 ㈰

4年1月15日 ㈯ ・16日 ㈰ ・
22日 ㈯ ・23日 ㈰

4年2月12日 ㈯ ・13日 ㈰ ・
19日 ㈯・20日 ㈰

③

12月の毎週土曜日

4年1月の毎週日曜日
（2日を除く）

4年2月の毎週土曜日

時①②午前10時～正午③午後1時30分～
3時30分
会シルバー人材センター中央事務所
対小学校4～6年生（保護者の見学可）
定各10人（申込順）
費①各2,000円②各7,000円③各9,000
円（教材費含む）
申開催日10日前までに、電話で同セン
ター事務局（☎ 042－753－7373）へ

オンライン
仕事と介護の両立セミナー

・家族介護教室
　認知症の人とのコミュニケーション方
法や介護保険制度などについて学ぶ
時12月18日 ㈯ 午後2時～3時30分
対市内在住の人
※ツールはZoom®を使用
定 20人（申込順）
申電話かファクス、Eメールに8面上の必
要事項を書いて、橋本地域包括支援セン
タ ー（ ☎042－773－5812　 FAX 042－
773－6330　 hashimoto_hokatsu@
kanagawa.kouseiren.net）へ

さがまちカレッジ
①カラフルなコラージュペーパーで
作ろう！かわいいクリスマスツリー
②【学生講師プログラム】熱の力で動く

「くるくるイルミネーション」をつくろう！
時 12月18日 ㈯ ①午後2時～4時②午前
10時30分～正午、午後1時30分～3時
会町田市生涯学習センター（町田市原町
田）
対①小学校1・2年生とその保護者②小学
校3～6年生
③【 webカレッジ】保育における遊びと援
助～子どもにとっての「遊び」って何だろ
う？～
時令和4年1月8日 ㈯ 午前10時～11時50
分
※ツールはZoom®を使用

共 通
定①12組（1組2人）②各6人③20人（申込
順）
費①1,800円②各800円（①②材料費を
含む）③1,000円
配 各まちづくりセンター（橋本・中央6
地区・大野南を除く）・公民館など
申申込用紙をさがまちコンソーシアム事
務局（☎042－747－9038）へ。同コン
ソーシアムホームページからも可

元気高齢者向け 筋力向上
トレーニング教室〈全12回〉

　専属トレーナーが、体操や機器を使っ
た筋力トレーニングなどを指導
時令和4年1月4日 ㈫ ～3月22日 ㈫ 午後
1時30分～3時
会スポーツクラブ ルネサンス橋本（緑区
橋本）
対運動に支障がない市内在住の65歳以
上
定 10人（抽選）
費 6,600円
申 12月14日までに、電話で同所〈☎042
－775－6600（金曜日を除く午前10時
～午後9時。土・日曜日、祝日等は午後6
時まで）〉へ

● 電話番号の記載がない記事の問い合わせは　市役所 ☎042－754－1111㈹
● オンラインの催しは インターネット環境、各ツールを利用できる環境が必要

広報紙の内容が
スマホで読めますカタログポケット広報さがみはら市の手続きや制度など、身近な疑問にAI

（人工知能）が回答する総合案内サービスです。チャットボットサービス

読者
（敬称略）

●手作りクラフトフェスティバル　障害の
ある人が育てた花などで作成したクラフト
製品の販売会　11月23日 ㈷ 午前9時30
分～午後3時30分、レインツリー淵野辺事
業所（中央区東淵野辺）　問 レインツリー
淵野辺事業所（☎042－851－3116）

健康体操　毎週水曜日午前10時、総合学
習センターほか。見学可　 問 久保田（☎
090－4131－6520）
登山・ハイキング　月15回程度、丹沢や
奥多摩方面　問 萩

は ぎ

生
う

田
だ

（☎090－8645－
7164）
健康体操　毎月第2・第4金曜日午後2時、
相模湖リフレッシュセンター　問 神

じ ん

保
ぼ

（☎
042－684－3445）
ヨガ　毎週土曜日午前9時15分、市体育
館（市役所前）。初心者歓迎、見学可　問
日吉（☎042－712－1956）
社交ダンス　月3回水曜日午後1時、大沢
公民館。対象は多少経験のある女性　問
堀内（☎090－5991－5294）

仲 間 会費などは個別にお問い
合わせください。

催 し 費用の記載がない場合は
無料です。

申し込み
フォーム
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必要事項 ①希望する催し名　②住所
③氏名（ふりがな）　④年齢　⑤電話番号 を記入

はがき・ファクス・Eメール
などで申し込むとき

イベントなどの開催状況は随時ご確認を　
掲載しているイベントや説明会など、中止や延期

となる場合があります。各種イベントなどの開催状況は、
市ホームページで随時お知らせしています。

◦イベント参加時
はマスク着用◦体調がすぐ
れないときは参加しない

令和3年10月1日現在　（　）内は前月との増減
令和2年国勢調査速報値に基づく推計人口区の人口・世帯 人 口	 169,576人（19減）

	 男 85,127人／女 84,449人
世帯数75,670世帯（21増）

市民健康文化センター
〒252－0328 南区麻溝台1872－1　☎042－747－3776

振り込め詐欺防止講座
　振り込め詐欺の対策を手品とトークで解説
時 12月4日 ㈯ 午前10時30分～正午
定  30人（申込順）
申  12月3日までに、直接か電話で同センターへ

老人福祉センター若竹園
〒252－0334 南区若松2－1－38　☎042－746－4622

認知症サポーター養成講座
　認知症の症状や認知症がある人への接し方を学ぶ
時 12月9日 ㈭ 午前10時～11時
対   市内在住の60歳以上＝10人（申込順）
申 12月8日までに、直接か電話で、同園へ

ソレイユさがみ
〒252－0143 緑区橋本6－2－1　☎042－775－1775

IT業界を学んでみませんか？―プログラミング入門―
　IT業界情報の解説とプログラミングの実演
時  11月26日 ㈮ 午後2時～4時
対就職を考えている人
定  20人（申込順）
申  直接か電話で市就職支援センター（☎042－700－1618）へ

腸活で免疫力アップ！
時  12月7日 ㈫ 午後1時45分～3時45分
対市内在住か在勤・在学の人
定  30人（申込順）
費  500円
申  12月6日までに、電話で希望の仲間さがみはら事務局〈☎090－6185－9310（午

前10時～午後3時）〉へ

①LGBTsクローズドミーティング
　「結婚観」をテーマに性的少数者（セク
シュアル・マイノリティー）やその家族
が安心して自分を語れる場
時  12月11日 ㈯ 午後1時～3時
対   セクシュアル・マイノリティーの人や

その家族

②さんかくサロン
　話し合いを通して多様な価値観に触れ
る、男女共同参画の気付きの場
時  12月13日 ㈪ 午前10時～11時30分

③ソレイユゆめひろば プチマルシェ
　女性作家による手作り品の販売やワー
クショップ
時  12月14日 ㈫ 午前10時～午後3時
※希望者は直接会場へ

④子育ておしゃべりサロン
　自分らしい子育てを見つける場
時  12月20日 ㈪ 午前10時30分～11時

45分
対 1歳未満の初めての子とその保護者

※①②未就学児（2歳以上）の保育あり（要予約）
定  ①10人②20人④5組（申込順）
申  直接か電話、ファクスに①氏名〈ふりがな（仮名やニックネームも可）〉、電話

番号、「 LGBTsクローズドミーティング」と書いて、②④10面上の必要事項を
書いて、同所（ FAX 042－775－1776）へ。同所ホームページからも可

※①②は保育希望の有無（保育希望者は子どもの氏名・年齢）④は子どもの月齢を
　記載

環境情報センター
〒252－0236 中央区富士見1－3－41　☎042－769－9248

環境にやさしいグリーンクリスマス 

教室名など 日にち 時　間 定　員 費　用

①木の色ツリーづくり 11月27日 ㈯
午前10時～正午

20人
（申込順）1,000円

②地球にやさしい
純銀アクセサリーをつくろう 12月4日 ㈯ 20人

（抽選） 1,200円

③こどもエコクラブ
体験＆交流会
空き瓶のスノードーム作り体験

12月5日 ㈰ 午後1時～3時 20人
（申込順） ―

④電気もガスも使わない
おから味

み そ

噌づくり 12月11日 ㈯
午前10時

～11時30分、
午後1時30分～3時

各20人
（抽選） 各500

円
⑤おからのクリスマス
ケーキをつくろう 12月19日 ㈰ 午前10時～正午 13人

（抽選）

会⑤のみ清新公民館
対   ②小学生以上（小学校4年生以下は保護者同伴）③こどもエコクラブに登録を希

望する人
申  11月①21日②26日③④⑤30日までに、直接か電話、ファクス、Eメールに10

面上の必要事項と、④は希望時間を書いて、同センター（ FAX 042－751－
2036　 kankyo@eicwits.com）へ

サーティーフォー相模原球場
〒252－0229 中央区弥栄3－1－6　☎042－753－6930
教室名 日にち 時　間 対　象 定　員 費　用

①リラックスヨガ
〈全10回〉

毎週火曜日
令和4年1月11日

～3月15日 午前10時
～

11時15分

18歳以上
（高校生を

除く）

各20人
（申込順）

各
8,000円

②シェイプアップ
ヨガ〈全10回〉

毎週水曜日
4年1月12日
～3月23日

（2月23日を除く）
申  4年1月①10日②11日までに、直接か電話で同球場へ

さがみはらグリーンプール
〒252－0242 中央区横山5－11－1　☎042－758－3151

教室名 日にち 時　間 対　象 定　員
（申込順） 費　用

①しっかり泳ぐ
平泳ぎ 11月29日 ㈪ 午後1時30分

～2時30分 18歳以上
（高校生を

除く）

10人 600円

②脂肪燃焼アクア
トレーニング

〈全4回〉

毎週水曜日
12月1日～22日

午後2時
～2時45分 20人 4,080円

③幼児・小学生
体育〈全4回〉

毎週金曜日
12月3日～24日

午後4時15分
～5時 年中・年長

各
8人

各
2,040円

午後5時30分
～6時30分

年長・
小学生

午後6時45分
～7時45分 小学生

毎週土曜日
12月4日～25日
毎週日曜日
12月5日～26日

午後1時
～1時45分 年中・年長

午後2時15分
～3時15分

年長・
小学生

午後3時30分
～4時30分 小学生

④アーティス
ティックスイミング

〈全2回〉

12月4日 ㈯ ・
11日 ㈯

午後3時45分
～4時45分

クロールで
25m泳げる
小・中学生

20人 1,540円

⑤競泳スタート
12月6日 ㈪

午前9時30分
～10時30分

18歳以上
（高校生を

除く） 各
10人

1,020円

⑥初心者平泳ぎ
キック練習

午後1時30分
～2時30分 600円

⑦初心者平泳ぎ
〈全3回〉

12月8日 ㈬ ・
15日 ㈬ ・22日 ㈬

午後0時30分
～1時30分 各

3,060円⑧初心者フィン
水泳〈全3回〉

12月9日 ㈭ ・
16日 ㈭ ・23日 ㈭ 午前

11時30分
～

午後0時30分
⑨水中撮影
フォームチェック 12月9日 ㈭

1,530円
（DVD代

含む）
⑩フラワー
アレンジメント 12月14日 ㈫ 午後1時30分

～3時30分 3,060円

⑪絵手紙 12月20日 ㈪ 午前10時
～正午 1,230円

⑫紙バンドで
カゴ作り 12月26日 ㈰ 午前10時

～午後1時

小学生以上
（小学校

3年生以下は
保護者同伴）

1,530円

申  ①～⑨開催日当日⑩12月11日⑪⑫開催日前日までに、直接か電話で同プールへ
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相模原ギオンスタジアム
〒252－0335 南区下溝4169　☎042－777－6088

教室名 日にち 時　間 対　象 定　員 費　用

①リンパストレッチ
〈全6回〉

毎週金曜日
12月10日～

令和4年1月21日
（12月31日を除く）

午後3時
～

4時15分
18歳
以上

（高校生を
除く）

20人
（抽選）3,600円

②プリザーブド
フラワー～お正月・
アレンジ～

12月16日 ㈭ ・
23日 ㈭

午後1時
～

2時30分 各
20人

（申込順）

各
2,500円

③福田恭巳さん総合
監修スラックライン 12月22日 ㈬

午後
7時15分

～
8時45分

年長以上
（小学生

以下は
保護者同伴）

1,000円

申  ①11月25日（必着）までに、返信用はがきを持って直接か、往復はがき（1人1枚）、
Eメールに10面上の必要事項を書いて、同所（ asamizo―stadium@dream.
jp）へ。②12月9日③開催日当日までに、直接か電話、ファクス、Eメールに10
面上の必要事項と、②は希望日を書いて、同所（ FAX 042－777－0161　
asamizo―stadium@dream.jp）へ

人 口	 273,782人（20増）
	 男 136,818人／女 136,964人

人 口	 282,375人（24増）
	 男 139,640人／女 142,735人

世帯数126,295世帯（112増） 世帯数134,535世帯（85増）

銀河アリーナ
〒252－0229 中央区弥栄3－1－6　☎042－776－5311

ヨガで骨盤矯正〈全10回〉
時  令和4年1月8日～3月12日の毎週土曜日 午前10時～11時15分
対 18歳以上（高校生を除く）＝20人（申込順）
費  8,000円
申  4年1月7日までに、直接か電話でサーティーフォー相模原球場（☎042－753－

6930）へ

けやき会館
〒252－0236 中央区富士見6－6－23　☎042－753－3333

みどりの講習会　～花の魅力を閉じ込める～　ハーバリウムをつくろう
時  12月14日 ㈫ 午前10時～正午
対 市内在住か在勤・在学の15歳以上（中学生を除く）＝20人（申込順）
費  2,500円
申  12月7日までに、直接か電話、ファクスに10面上の必要事項を書いて、市まち・

みどり公社（ ☎042－751－6624　 FAX 042－751－2345）へ

相模原麻溝公園
〒252－0328 南区麻溝台2317－1　☎042－777－3451

冬季ポニー教室〈全5回〉
　ポニーの世話や乗馬、餌やりなど
時 令和4年1月9日～30日の毎週日曜日、1月10日 ㈷ 午前10時～11時30分
会 同公園ふれあい動物広場
対 市内在住の小・中学生＝10人（抽選）　※保護者同伴
申  12月20日（必着）までに、往復はがき（ 1人1枚。きょうだいの連名不可）に10面

上の必要事項と学年、保護者氏名を書いて、同公園ふれあい動物広場（☎042－
778－3900）へ

※今年度にポニー教室に参加した人は応募不可

相模湖林間公園
〒252－0175 緑区若柳1432－2　☎ FAX 042－685－1330

クリスマスリース作り教室
　地元の材料を使ってクリスマスリースを作成
時 12月12日 ㈰ 午前10時～午後1時
対   市内在住か在勤・在学の小学生以上＝18人（申込順）
費 1,500円
申  直接か電話、ファクスに10面上の必要事項を書いて、同公園へ

ホホームタウンチームームタウンチームをを 応応 援援  しようしよう！！
　

※その他の試合日程など詳しくは、各チームのホームページ参照
※状況により、リモートマッチ（無観客試合）になる場合あり

日にち 開始時間 会　場 対戦相手

11月28日 ㈰ 午後1時 相模原ギオンスタジアム 松本山雅FC

SC相模原（サッカー・J2リーグ）

問 SC相模原 ☎042－810－7777

日にち 開始時間 会　場 対戦相手

11月27日 ㈯ 午前11時 富士通スタジアム川崎
（川崎市川崎区富士見） オール三菱ライオンズ

ノジマ相模原ライズ
（アメリカンフットボール・Ｘリーグ）

問ノジマ相模原ライズ ☎046－200－9366

日にち 開始時間 会　場 対戦相手

12月4日 ㈯ 午後1時 相模原ギオンスタジアム 日テレ・東京ヴェルディ
ベレーザ

ノジマステラ神奈川相模原
（女子サッカー・WEリーグ）

問ノジマステラ神奈川相模原 ☎046－298－3881

サン・エールさがみはら
〒252－0131 緑区西橋本5－4－20　☎042－775－5665

ジャズコンサート
出演 エバーグリーン スウィング ジャズ オーケストラ
時 11月28日 ㈰ 午後3時30分～5時
定  104人（先着順）
※希望者は直接会場へ。詳しくは同所ホームページを参照

市立図書館
〒252－0233 中央区鹿沼台2－13－1　☎042－754－3604

法律講座 民法改正に伴う相続・遺言・成年後見制度
　行政書士が遺産相続に必要な準備や手続きなどに関する法律について講義。終了
後、希望者に個別相談あり
時 12月12日 ㈰ 午後1時30分～3時
定  20人（申込順）
申  11月16日～12月10日に、直接か電話で同館へ

〒252−0236 中央区富士見6−6−23　けやき会館内
☎042−751−5552　 FAX 042−751−5545

市民サッカー選手権大会
〈U－18（高校生）〉

時  令和4年2月5日 ㈯ ～20日 ㈰ 午前9時
会 横山公園人工芝グラウンドほか
申  11月28日までに、市スポーツ協会にある申込用紙を同協会へ
※ 詳しくは、同協会にある開催要項（同協会ホームページにも掲載）を参照

ペタンク講習会①審判（ルール）②初心者実技
時  12月19日 ㈰ ①午前9時30分～正午②午後1時～4時
集合場所 サーティーフォー相模原球場会議室
対 小学生以上＝ 各35人（先着順）
※希望者は運動ができる服装で直接会場へ

詳しくは同協会
ホームページを参照

ユニコムプラザさがみはら
〒252－0303 南区相模大野3－3－2－301　☎042－701－4370

市民・大学交流会 団地再生を考える
　横浜国立大学准教授の藤岡泰寛さん
が、住環境や自治会などについて講演
時 11月26日 ㈮ 午後1時15分～2時45分
定  15人（申込順）
申  11月25日までに、直接か電話で同所へ

オーサーズカフェ 人気マンガでマンガ学
　マンガに関する理論や読み方につい
て、相模女子大学教授の岩下朋世さんが
大ヒット作を題材にして解説
時 11月27日 ㈯ 午後2時～3時
※希望者は直接会場へ

LCA国際小学校北の丘センター
〒252－0134 緑区下九沢2071－1　☎042－773－5570

寄せ植え教室（クリスマス）
時 12月8日 ㈬ 午前10時30分～正午
定  12人（申込順）
費 2,000円
申  直接か電話で同センターへ

さがみはら市民活動サポートセンター
〒252－0236 中央区富士見6－6－23　☎ FAX 042－755－5790

団体運営のための「知っておきたい！労務の基本」
時 12月12日 ㈰ 午後2時～4時
対 NPO法人か市民活動団体に関心のある人
定  10人（申込順）
費  500円
申  開催日前日までに、直接か電話、ファクス、Eメールに10面上の必要事項と団体名、

ファクス番号を書いて、同センター（ sagami.saposen@iris.ocn.ne.jp）へ

ホームゲーム
最終戦！
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市の手続き、施設やイベントなどについてお答えします。
☎042−770−7777（午前８時～午後９時　年中無休）

広報紙の内容が
スマホで読めます相模原市コールセンター マイ広報さがみはら

　今年からツアー・オブ・ジャパンに加わった相模原ステージの魅力を、さらに多くの人に発信し、新
たな「相模原の誇り」となるようなロゴデザインの原案を募集します。採用された人には記念品を贈呈
し、2022ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージの会場に招待します。

　令和２年12月６日に小惑星探査機「はやぶさ２」が、小惑星リュウグウのサン
プルを格納したカプセルを地球に帰還させてから１年。帰還１周年を記念して、
JAXAが解析していたサンプルを市立博物館で公開します。

申 11月19日（必着）までに、①往復はがき（ 1通4人まで）に、代表
者の住所・氏名（ふりがな）・電話番号、人数、希望日時（１つのみ）
を書いて、市立博物館（〒252－0221 中央区高根3－1－15）に郵
送するか、②市ホームページから申し込んでください。
当落の通知　①返信用はがき②登録した連絡先メールアドレスに、
11月22日以降、随時、お知らせします。

時 12月6日 ㈪ 午後1時30分、2時30分、3時30分、12月7日 ㈫ ～12日 ㈰ 午前
9時30分、10時30分、11時30分、午後0時30分、1時30分、2時30分、3時30分

　新型コロナウイルスの感染状況によって、開催状況が変わります。
必ず、応募前や来場前に開催状況を確認してください。

※1枠60分。60分には受け付けに要する時間を含む。観覧は1人ずつ
会 市立博物館　定 各80人（抽選）

問ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ実行委員会事務局（スポーツ推進課内） ☎042－851－3275

問観光・シティプロモーション課 ☎042－707－7045

応募条件や注意事項など詳しくは、募集要項をご覧ください。

配スポーツ推進課、市内の公共施設など　※ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ特
設サイトにも掲載

申 4年1月4日（必着）までに、応募用紙（1枚につき1作品）を、郵送かEメールで、ツアー・
オブ・ジャパン相模原ステージ実行委員会事務局（スポーツ推進課内　〒252－5277
　中央区中央2－11－15　 sports@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ　
※郵送の場合は、封筒に「ロゴデザイン在中」と記載してください。

　相模原ステージでは、子どもたちとの交流イベントなどを実施して、自転車に
興味を持つための環境づくりに取り組んでいます。この取り組みに協賛する事
業者などを募集しています。
※詳しくは、ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ特設サイトをご覧ください。

対 	次の全てに当てはまる人
⃝平成27年4月1日以前に生まれた人（小学生以上）★
●応募条件に同意できる人
★応募者が応募時点で未成年（18歳未満）の場合は、保護者の同意が必要

小惑星リュウグウ小惑星リュウグウののサンプルサンプルを本市で公開を本市で公開
「はやぶさ２」帰還1周年

市ホームページで随時開催状況の確認を！

JAXA研究者が詳しく解説！

2022ツアー・オブ・ジャパン相模原ステージ協賛を募集中！

●本市や相模原ステージのコース、自転車ロードレース競
技の魅力を表現すること　●相模原ステージを指す文字
を含めること　●縦横比1：1で、2色以上を使用すること

デザインルール

ツアー・オブ・ジャ
パン相模原ステー
ジ特設サイト

要申し込み・抽選 　当日券はありません

！  紙面の内容は11月4日時点の情報です。記載内容が変更になる場合があります。

時 12月12日 ㈰ 午前11時～午後0時30分
会 市立博物館
講 橘 省吾さん（JAXA特任教授）
定 100人（申込順）

申 11月15日～11月22日に、
電話で市コールセンター

（☎042－770－7777）へ

右上の二次元コード
から確認できるよ

申し込みは
こちらから
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