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　市ホームページでは、市内の桜ス
ポットを写真や動画で紹介しています。
近所のお散歩や自宅での息抜きに、
桜を見ながら春を感じてみませんか。

市民桜まつり代替イベントも開催 ！
詳しくは市ホームページを参照
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緑区

南区
中央区

22
11

33

vol.10 市内各地×桜

◀相模原
　市民桜まつり

ぞっこん！相模原
相模原の

桜スポット
▶︎

NO.1478

令和4年
2022

毎月
1日・15日発行

 SA

G A M I H ARA

４/1

市の
人口
・
世帯

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 ワクチンに関するお知らせ ………… 2

住まいの安全のための補助制度をご活用ください………… 3
市の主な取り組みと予算のポイント……………………… 6・7
さがみはらにガンダムがやってきた！…………………… 12
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/

相模原市は
SDGs

未来都市

人口　725,463人（249減）
男　361,606人　女　363,857人

世帯　337,765世帯（142増）
令和4年3月1日現在。（ ）は前月との増減。令和2年国勢調査に基づく推計人口

今号の主な内容

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
市非課税世帯等給付金ナビダイヤル 
☎0570－070－177

（午前8時30分～午後5時30分） 

?

感染の心配などでかかりつけ医がいない時　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 ☎050‒5445‒4358 
☎050‒5445‒9837 ☎050‒5445‒9838〈 〈午前8時30分～午後8時

(土・日曜日は午後7時まで)

〈午前8時30分～午後5時（土・日曜日、祝日等を除く）〉
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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

！  紙面の内容は3月18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。

6月以降の開催は、今後、本紙など
でお知らせします（9回開催を予定）

市議会3月定例会議
～73議案を可決・同意～

議　会

　2月15日～3月25日に開かれた定例会
議では、令和4年度一般会計予算や、令和3
年度一般会計補正予算など73議案が審議さ
れ、全て可決・同意されました。
※主な審議の内容や結果は、5月1日発行の「さ

がみはら市議会だより」をご覧ください。

問総務法制課 ☎042－769－9260

副市長に大川亜沙奈氏が就任お知らせ

タウンミーティング「まちかど市長室」
行財政構造改革プランについての意見交換イベント

　市民の皆さんの声がしっかり伝わる「身近な市政」を実現するため、市長が直接、皆さんと意見を交換します。
テーマ 市行財政構造改革プラン
　内容を説明した後、市政に関する意見を伺います。

日にち 時　間 地　区 会　場 申込期間

4月16日 ㈯ 午後1時～2時30分 東　林 東林公民館 4月2日～10日午後3時30分～5時 相模台、相武台 相武台公民館

5月14日 ㈯ 午後1時～2時30分 小山、清新 小山公民館 4月21日～5月1日午後3時30分～5時 中央、光が丘 中央公民館

5月28日 ㈯ 午後1時～2時30分 相模湖 相模湖総合事務所 5月6日～15日午後3時30分～5時 津久井 津久井総合事務所
対市内在住か在勤・在学の人＝各10人（抽選。開催地区内在住者を優先）
※未就学児（2歳以上）の保育あり（要予約）
申各申込期間に、電話で市コールセンター（☎042－770－7777）か、ファクス、Eメールに住所、氏名（ふり

がな）、年齢、電話番号、参加希望日・会場、保育希望の有無（希望者は子どもの氏名・性別・年齢）を書いて、
広聴広報課（ FAX042－730－5258　 koho@city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

※参加は1回のみ。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。
※特定の個人・団体を誹

ひ

謗
ぼ う

中傷する発言があった場合は、退出を求めることがあります。
※傍聴希望者は当日直接会場へ〈定各5人（先着順。開会30分前から受け付け）〉

市政モニターを募集募　集

　市の施策や事業に関するアンケートに回答できる
人を募集します。
期間 5月下旬～令和5年3月（年3回程度）
対市内在住の16歳以上（期間中に16歳になる人を

含む。公務員など公職の人を除く）
定 200人（選考。1世帯1人）
申4月28日（必着）までに、申込書を郵送するか、郵

送、ファクス、Eメールに住所、氏名、年齢、職業、
電話番号、希望コース（インターネットか郵送）、
Eメールアドレス（インターネット希望者のみ）、市
政モニター経験の有無（ある場合は時期）、応募動
機、「市政モニター」と書いて、広聴広報課（〒252
－5277　中央区中央2－11－15　 FAX042－730
－5258　 e-monitor@city.sagamihara.
kanagawa.jp　☎042－769－8299 ）へ

※詳しくは、各まちづくりセンター
などにある申込書か、市ホームペー
ジをご覧ください。

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3回目接種  集団接種  当日でも予約を受け付けていますコロナ

　集団接種は、当日でも予約を受け付けています。
※予約した上で、接種会場に来てください。接種会場に直接来ても、予約受け
付け、接種はできません。

夜間接種を実施します
時 4月7日 ㈭ からの毎週木・金曜日 午後8時まで
会橋本公民館　※4月14日 ㈭・15日 ㈮ のみ実施

イトーヨーカドー古淵店（南区古淵）
小田急ホテルセンチュリー相模大野内8階（南区相模大野）

これから3回目を接種する人へ
集団接種  公共施設などでの接種
時 4月30日 ㈯ 接種分まで受け付け中

個別接種  医療機関で接種
予約受け付けスケジュール
時予約開始日の午前8時30分
予約開始日 接種日
4月2日 ㈯ 4月23日 ㈯ まで
4月9日 ㈯ 4月30日 ㈯ まで

問人事・給与課 ☎042－769－8213

　市議会3月定例会議で、
下仲宏卓副市長の任期満
了に伴う大川亜沙奈氏の
選任について同意され、
4月1日に就任しました。
任期は4年間です。

副市長 大川亜沙奈（おおかわ・あさな）
主な経歴 平成15年、総務省入省。青森県総務部市

町村振興課長、総務省自治行政局公務員部福利課
課長補佐などを歴任　41歳

主な担任事務 市長公室（SDGs・シビックプライド
推進担当部長の所管に限る）、財政局、市民局、
こども・若者未来局、区役所、会計課に属する事
務と教育委員会などとの連絡に関する事務

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
☎050－5445－4358
☎050－5445－9837
☎050－5445－9838

かけ間違いにご注意ください！

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

〈午前8時30分～午後8時（土・日曜日は午後7時まで）〉
※音声ガイダンスの後、オペレーターにつながります。

「English（英語）、中文（中国語）、
한국어（韓国語）」外国人専用ダイヤル

ウェブ・LINE
予約はこちら

今回、次のような議案 
が可決されました
　相模原市職員の育児
休業等に関する条例の
一部を改正する条例　

など

空きがあれば当日予約でき
ます。予約してから会場へ

当日の予約も可

市ホームページ

※詳しくは市ホームページを
ご覧になるか、ワクチン接
種コールセンターへお問
い合わせください。

共 通

接種の予約方法 ネット（ウェブ・LINE ）か電話でワクチン接種コールセンターへ
※障害者専用会場での接種は、接種日2日前までにワクチン接種コールセンター

へ（電話予約のみ）

●予約には、クーポン券（接種券）が必要です。
●市役所の窓口や医療機関での予約はできま
せん。

知的・精神障害のある人へ（専用会場での接種）
対市内在住の、知的障害者（療育手帳所持者）か精神障害者の一部（精神障害者保

健福祉手帳1級所持者）のうち、集団接種会場などでの接種が難しい人
予約受け付け開始 4月3日 ㈰ 午前8時30分

対象年齢 日にち 会　場

18歳以上
（3回目接種）

4月13日 ㈬ ・20日 ㈬ ・24日 ㈰ 
・27日 ㈬ 障害者支援センター松が丘園

4月16日 ㈯ ・23日 ㈯ 津久井保健センター2階

5歳～11歳 1回目 4月10日 ㈰ ★・17日 ㈰ ◆
2回目 5月1日 ㈰ ★・8日 ㈰ ◆

障害者支援センター松が丘園★
緑区合同庁舎4階 ◆

これから1・2回目を接種する人へ 予約受け付け中
5歳～11歳 集団接種  グッディプレイス相模原4階（中央区中央）での4月17日 ㈰ 

接種分まで
個別接種 4月23日 ㈯ 接種分まで

満12歳以上 集団接種 相模原北メディカルセンターでの4月30日 ㈯ 接種分まで
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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

1
日　時

4月16日 ㈯ 5月21日 ㈯ 6月18日 ㈯ 7月16日 ㈯ 

午後2時30分～5時

場　所 南区原当麻駅周辺 緑区西橋本

2 時　期
4月 5月 6月 7月

各月下旬に配送

1の詳しい場所と時間は、申し込み時に伝えます。
2は申し込み後、申込者と協働団体（フードコミュニティ）と

で調整し、受取日時を決定します（配送も同団体が実施）。

対 市内在住で、次のいずれかに該当する世帯
　●児童扶養手当受給世帯 ●ひとり親家庭等医療費助成世帯 ●就学奨励金交付決定世帯
定各135世帯230世帯（申込順。初めて利用する人を優先）
申 各月5日午前8時～11日午後9時に、市ホームページか

らか、電話で市コールセンター（☎042－770－7777）
へ

※令和3年4月～4年3月に利用した人は、各月
7日午前8時から申し込み可

※令和4年4月～7月の利用は、1世帯1回限り
※市ホームページからの申し込みは、Eメー

ルアドレスが必要

　フードバンクなどから提供された食材を子育て世帯へ配布します。 1会場で受け取れる 2自宅で受け取れる

子育て家庭を食材配布で応援します！支　援 事前申込制

一緒に活動しませんか？
希望者はご連絡を
問フードコミュニティ
　☎070－4481－4094

フードコミュニティの活動に 
ついて詳しくはこちら

フードコミュニティ・メンバー募集 

申し込みは
こちら

対象世帯数を増やしました！

子どもや地域の安心・安全のために防　犯

問交通・地域安全課 ☎042－769－8229

迷惑電話防止機能付き電話機などの購入費の補助 今年度も実施
　電話で親族や自治体、銀
行などの職員を名乗り、現
金やキャッシュカードを
だまし取る特殊詐欺が多発しています。
被害を防ぐため、迷惑電話防止機能が
付いた電話機などの購入費の一部を補
助します。

申 11月30日（必着）までに、各区役所・まち
づくりセンター（橋本・中央6地区・大野南
を除く）などにあるクーポン券発行申請書（市
ホームページにも掲載）を郵送で、住んでい
る区の地域振興課へ　

※申請後、手元に届くまで2週間ほどかかります。

対市内在住の70歳以上（1世帯1台限り）
補助金額 本体の購入費の3分の2で、上限6,000円
購入方法 各区役所が発行したクーポン券を持って、令和5年1月31日

までに指定販売店で現金で購入
※販売価格から補助金額を差し引いた価格で購入できます。
※指定販売店は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

対❶❷昭和56年5月31日以前に建築した建物で、1❷＝戸建て住宅に住んでいる所有者かその1親等の親族2＝分譲
マンションの管理組合など❸ブロック塀などの所有者か管理者

申 4月18日から期限（◆は8月31日、★と❸は12月28日、2と❷は要相談）までに、電話連絡の上、申請書や必要書
類を直接か郵送（必着）で、建築・住まい政策課（〒252－5277　中央区中央2－11－15）へ

❶～❸共通

耐震診断や耐震改修工事などの費用の補助
❶耐震診断など

内　容 補助金額
1戸建て住宅（木造・非木造・プレハブ） 2分譲マンション

耐震診断 上限12万円★ 費用の6分の5以内（1住戸上限5万円）
耐震改修計画 合計費用（立会費を含む）の2分の1以内（上限100万円）◆ 費用の3分の2以内（1住戸上限5万円）
耐震改修工事 詳しくはお問い合わせください

高齢者世帯等加算 最大25万円を耐震改修計画・工事一括補助に加算 －
※戸建て住宅には耐震改修と併せて行う、防火構造改修の補助もあります。
❷簡易な地震対策

内　容 補助金額
耐震シェルター 費用の2分の1以内（上限30万円）

防災ベッド 費用の2分の1以内（上限20万円）

※事業着手前に申請が必要。予算額に達した時点で終了
※要件など詳しくは、お問い合わせください。

防犯カメラの設置費用を補助
対自治会や地域住民などで組織された防犯活動団体（商店街団体を含む）
補助対象経費 防犯カメラ、付属機器などの購入・設置にかかる費用
補助金額 補助対象経費の9割で、上限12万円（カメラ1台ごとに計算）
※設置要件など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
申 7月29日（必着）までに、補助金等事前協議書（市ホームページに掲載）を、

直接か郵送で交通・地域安全課（☎042－769－8229）へ

不法投棄から地域を守る市民団体を支援
対市と協働で不法投棄防止活動をする団体＝15団体程度（選考）
補助内容 ●補助金の交付　●不法投棄防止パトロールの援助
補助期間 令和4年度から3年間
申 4月25日（消印有効）までに、廃棄物指導課か津久井クリーンセンターに

ある申請書（市ホームページにも掲載）を、活動地区の申し込み先へ
活動地区 申し込み・問い合わせ 電話番号

緑区（橋本・大沢地区）、
中央区、南区 廃棄物指導課 ☎042－769－8358

城山・津久井・相模湖・
藤野地区 津久井クリーンセンター ☎042－784－2711

「こども110番の家」の 
協力者を募集
対次の全てに該当する人
●民家や商店、事業所などで日中に

在宅することが多い
●子どもが助けを求めてきた場合に

保護、警察への通報などの対応が
できる
※詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問各区役所地域振興課　緑区＝☎042－775－8801　中央区＝☎042－769－9801 

 南区＝☎042－749－2135　　　　
児童・生徒に防犯ブザーを支給
対市内在住で、私立などの小学校（小学部）などに入学する児童・生徒
申 4月7日～28日に、直接、学務課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター（橋

本・中央6地区・大野南を除く）・出張所へ
※市立小学校や義務教育学校（前期課程）、市内の県立特別支援学校小学部に入学する

児童には、学校を通じて支給。転入などで途中から市立小・中・義務教育学校に入り、
支給を希望する人は、各学校にお問い合わせください。

問学務課 ☎042－769－8282

住まいの安全のための補助制度をご活用ください補　助

分譲マンション管理について 
専門家を派遣
❹分譲マンションの耐震巡回相談
　昭和56年5月31日以前に建築し
た分譲マンションについて、専門技
術者がマンションの集会室などに出
向いて相談に応じます。

❺分譲マンション 
アドバイザー派遣

　管理組合の設立や管理規約の見直
し、大規模修繕工事や建て替えの進
め方などについて、専門家が出向い
て助言します。

対市内の分譲マンション管理組合
など

※派遣の必要性などを事前に協議
します。費用など詳しくは、お
問い合わせください。

❹❺共通

❸危険なブロック塀などの撤去
内　容 補助金額

一般地区 費用の2分の1以内（上限10万円）
重点地区・通学路 費用の4分の3以内（上限15万円）

※新設にかかる費用は、補助の対象になりません。

問建築・住まい政策課　❶～❹ ☎042－769－8252　❺ ☎042－769－9817

 「こども110番の家」とは
　子どもたちが知らない人か
ら声を掛けられ、痴漢・付き
まとい行為などの被害を受け
たり受けそうになったりした
ときに、安心して避難できる
場所です。
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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

4月9日は子宮の日

医療的ケアが必要な子どもの
サポートを充実支　援

医療的ケア児などに関する相談・支援をするコーディネーターを配置
　緑区と南区にある障害者相談支援キーステーションに、医療的ケア児等コー
ディネーターを1人ずつ配置しました。人工呼吸器による呼吸管理やたんの吸引
などの医療的ケアが必要な子どもや、重度の知的障害と肢体不自由が重複する子
どもの相談や保健、医療、福祉、子育て、教育などの支援を調整します。
相談窓口

住んでいる地区 ステーション
緑区、中央区（小山・清新・横山・大
野北・田名・上溝地区）

緑障害者相談支援キーステーション（緑区合
同庁舎）　☎042－703－0150

南区、中央区（中央・星が丘・光が丘
地区）

南障害者相談支援キーステーション（南保健
福祉センター）　☎042－705－5960

問高齢・障害者福祉課 ☎042－707－7055
医療的ケアなどが必要な子どもの保育所などの利用相談
令和5年4月からの利用
申 5月31日までに、直接か電話で、利用を希望する保育所などが所

在する区の子育て支援センターへ
※相談から利用までの流れなど詳しくは、市ホームページ「医療的

ケア等の実施を伴う保育所等の利用について」をご覧ください。
問保育課 ☎042－769－8340

国民年金保険料 妊娠、在学中など
免除・猶予を申請できます年　金

妊娠中の人へ ①産前産後期間は申請により免除
免除期間 出産（予定）日が属する月の前月から4カ月間
※多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間
対国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
※妊娠85日（4カ月）以上（死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む）
届出期間 出産予定日の6カ月前から申請可

在学中の人へ ②学生納付特例の申請を開始
申請期間 4月～令和5年3月分
※申請時点から2年1カ月前までの期間も申請可
対国民年金第1号被保険者で、国民年金保険料を納めるのが困難な学生
※申請者に一定以上の所得がある場合は、承認されないことあり

共 通

対 象 申請に必要なもの

①②

●個人番号確認書類（マイナンバーカード、通知カードなど）
●基礎年金番号の分かるもの（基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書

など）
●本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）
※代理人申請の場合は、委任状、代理人の本人確認書類

① 出産（予定）日を確認できるもの（母子健康手帳、医療機関発行の証明書、
戸籍謄（抄）本など）

② 学生証（有効期限の記載があるもの）か、在学証明書
※退職か失業した人が申請をする際、離職票などが必要な場合あり

申直接、国保年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター（橋本・中央
6地区・大野南を除く）・出張所へ

問国保年金課 ☎042－769－8228

子宮頸
け い

がん
ワクチンで予防、検診で早期発見健　康

子宮頸がんがウイルス感染症？

　子宮頸がんのほとんどは、ヒトパピローマウイルス（HPV）の感染が原因である
ことが分かっています。性交渉により感染し、子宮頸がんになる可能性がありま
す。性交渉前にワクチンを接種することが感染予防に有効です。

定期予防接種
対本市に住民登録がある平成18年4月2日から平成23年4月1日に生まれた女性
接種回数 3回（完了まで約6カ月）
接種期間 16歳となる日に属する年度（高校1年生相当）の末日まで
※標準的な接種期間は中学校1年生相当。今年度は、中学校1年生相当と高校1

年生相当の女性に、5月に個別通知を送付（個別通知対象外でも接種可能）

接種機会を逃していた人向け - キャッチアップ接種
　本市で3回目の接種記録を確認できない人に、5月に個別通知を送付します。
対 本市に住民登録がある平成9年4月2日～18年4月1日に生まれた女性で、

HPVワクチンの接種を3回完了していない人
接種回数 不足している回数
接種期間 令和7年3月31日まで

共 通
会市内協力医療機関
申直接か電話で、市内協力医療機関へ
※18歳未満の人は原則として保護者同伴
※詳しくは、個別通知か市ホームページをご覧ください。

若いから関係ない？

　いいえ。子宮頸がんは、最近10代後半から20代という若い世代で発症率が増
えつつあります。初めは症状がほとんどないため、気付いたときには進行してい
ることが少なくありません。

20歳になったら、子宮がん検診

　子宮がんの早期発見には定期的な検診が大切です。もし、がんが見つかっても、
早く治療を開始することで子宮を残すことができる可能性も高くなります。

問市コールセンター ☎042－770－7777

国民健康保険
加入・脱退などの手続きは忘れずに国　保

内　容 手続きに必要なもの

加
　
入

職場の健康保険をやめた（任意継
続期間の終了、被扶養者資格の
喪失などを含む）

職場の健康保険の資格を失っ
た証明書

●世帯主と本人
の個人番号確
認書類（ マイ
ナンバーカー
ド、通知カー
ドなど）

●窓口で手続き
をする人の本
人 確 認 書 類

（マイナンバー
カード、運転
免許証など）

生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書
脱
　
退

職場の健康保険に加入したか、
その扶養家族になった★

国民健康保険証（兼高齢受給
者証）
★は職場の健康保険証も必要生活保護を受けるようになった

そ
の
他

修学のため子どもが転出した ●国民健康保険証（兼高齢受
給者証）

●在学証明書か、入所（在園）
証明書

●転出先の市区町村の住民票
福祉施設などへの入所のため転
出した
国民健康保険証（兼高齢受給者
証）を紛失・汚損した 汚損した場合は、その保険証

子どもが生まれ、国民健康保険
に加入したい（出生届時に手続き
をしていない場合）

※詳しくは、お問い合わせく
ださい。

※原則、国民健康保険証は郵送で交付。ただし、手続きをした人が本人か同一世
帯の人で、公的な写真付き本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証など）
の確認ができた場合は、その場で交付

申必要書類を持って、直接、国保年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくり
センター（橋本・中央6地区・大野南を除く）・出張所へ

問市国民健康保険コールセンター ☎042－707－8111

国民健康保険に加入している人へ
健康診査を受けましょう健　康

①20歳～39歳の健康診査
対昭和58年4月1日～平成15年4月1日

に生まれた、国民健康保険税に未納がな
い世帯の人

費 1,000円

②30歳～39歳の歯科健康診査
対昭和58年4月2日～平成5年4

月1日に生まれた、国民健康保
険税に未納がない世帯の人

費 500円

③40歳～74歳の特定健康診査
対今年度40歳～74歳になる人　
※今年度75歳になる人は誕生日の前日ま

で受診可
費 1,000円（70歳以上は無料。市民税非

課税世帯の人は、事前申請で費用を免除）
※4月以降、順次受診券を送ります。

④休日会場健診
　平日に受診することが難しい人
のために、実施します。
※日程や会場など詳しくは、市ホー

ムページか、今後本紙でお知ら
せする「健康診査・検診・検査」
をご覧ください。

共 通
実施期間 令和5年3月31日まで
会市内協力医療機関
申①②④電話で、市国民健康保険コールセンターへ。 電子申請 からも申し込

み可③受診券を入手後、直接か電話で、市内協力医療機関へ
※受診券などが届かない場合は、お問い合わせください。

問市国民健康保険コールセンター ☎042－707－8111
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コールセンターから
ちょっとおしらせ

マイナンバーカードを申請し、交付通知書が届いた人は、受取場所と日時の予約をして
ください。詳しくは、交付通知書をご覧ください。相模原市ごみ分別アプリ「シゲンジャーSearch」

子ども向け
麻しん・風しん 1期 2期 各期1回無料
対本市在住で、対象年齢の子ども（原則、保護者同伴）
※対象者には予診票を送付します。
※対象年齢、実施期間など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合
わせください。

妊娠を予定・希望している人とその配偶者向け
風しん 検査1回無料 接種費用一部助成あり
①抗体検査
対次のいずれかに該当する人（除外あり）
●妊娠を予定か希望している女性　●妊娠を予定か希望している女性の配偶者
●妊娠中の人の配偶者
②予防接種
対①の結果、抗体価が基準以下と診断され、接種日に本市に住民登録がある人
※①の除外となる人、助成額など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、

お問い合わせください。

男性向け
風しん 検査・接種 1回無料
①抗体検査
対本市在住で、昭和37年4月2日～54年4月1日に生まれた男性で、市の抗体

検査を受けたことがない人
②予防接種
対①の結果、抗体価が基準以下と診断され、接種日に本市に住民登録がある人
※詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

高齢者向け 
肺炎球菌感染症（定期） 費用：4,000円（免除の場合あり）
対本市在住で、23価肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことが 

なく、次のいずれかに該当する人
●4月～令和5年3月に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、

100歳になる
●60歳～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能か、ヒト免疫不全ウイルスにより

免疫の機能に重度の障害がある

費用の免除について
　次に該当する人は、そのことを証明する資料（免除要件確認資料★）を市内協
力医療機関に提示すると費用が免除されます。
●市民税非課税世帯　
●生活保護受給世帯　
●中国残留邦人などへの支援給付を受けている
★免除要件確認資料 
　次のいずれかの書類（接種日時点で最新のもの）が必要です。
○介護保険料納入通知書（保険料賦課の段階区分・根拠の欄の「本人」「世帯員」

両方に非課税と記載がある）
○介護保険負担限度額認定証
○後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
○生活保護受給票
○本人確認証（中国残留邦人等支援給付受給者）
○市民税課税証明書（住民票上の世帯員全員のものが必要。1通300円）
※市内協力医療機関など、詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合

わせください。

実施期間 令和5年3月31日まで（子ども向け麻しん・風しん1期を除く）
会市内協力医療機関
申直接か電話で、市内協力医療機関へ

問市コールセンター ☎042－770－7777

！ 新型コロナウイルスワクチンの接種を予定している人は、他のワクチンと前後
13日以上の間隔（接種した曜日から2週間後の同じ曜日以降）を空けましょう

はり・きゅう・マッサージ施術助成券
助成金額 1枚1,000円　※1カ月当たり1枚を交付
対市内在住（グループホームなどの施設を除く）の71歳以上　※71歳～79歳は所

得制限あり
　対象年齢は段階的に75歳まで引き上げ。来年度は72歳以上

出張理美容サービス助成券
助成金額 1枚3,000円　※2カ月当たり1枚を交付
対市内在住（グループホームなどの施設を除く）の65歳以上で、介護保険の要介護

4・5の認定を受けている人

在宅高齢者向け　
助成券・利用券を活用しませんか助　成

予防接種を受けましょう健　康

問消防総務課 ☎042－751－9116

申し込み・問い合わせ
制度に関すること 高齢・障害者支援課 ☎042－769－9249

窓　口
（申請書の入手、
申し込み）

緑高齢・障害者相談課 ☎042－775－8812
城山福祉相談センター ☎042－783－8136

津久井高齢・障害者相談課 ☎042－780－1408
相模湖福祉相談センター ☎042－684－3215
藤野福祉相談センター ☎042－687－5511

中央高齢・障害者相談課 ☎042－769－8349
南高齢・障害者相談課 ☎042－701－7704

ねたきり高齢者等移送サービス利用券
　城山・津久井・相模湖・藤野地区に在住の人も利用できるようになりました。
助成金額 1枚1,000円　※1カ月当たり5枚、市民税非課税世帯は8枚を交付
対市内在住（グループホームなどの施設を除く）で、介護保険の要介護3～5の

認定を受け（要介護3は調査により対象と認められた場合のみ）、タクシー
に乗るまで全介助を必要とする人　※生活保護制度利用者を除く

次のものとは重複できません。
●在宅重度障害者等福祉タクシー利用券　●自動車燃料給油券　
●津久井地域移動支援サービス事業費用助成

　各券は指定の事業者だけで使用可。
申直接、各窓口（郵送可）か、住んでいる地区の地域包括支援センターへ
※はり・きゅう・マッサージ施術助成券は、各まちづくりセンター（橋本・

城山・津久井・相模湖・藤野・中央6地区・大野南を除く）・出張所で
も申し込めます。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、1年分の助成券・利
用券の交付申請期間を、5月31日まで延長します。混雑する4月上旬
までを避けて、手続きをしてください。

助成金額と対象年齢に
変更あり

制度変更あり

共 通

助成期間 令和5年3月まで（年度途中の申し込みの場合は、申し込み月分から）

　その地域に住んでいる人や働いている人で構成される消防団
員。それぞれが学業や仕事に励んでいる人たちで、本市では数
多くの団員が活躍しています。あなたも日常生活とは違う場面
で社会の一員として活躍しませんか。

大切なまち 大切な人を守りましょう　
消防団員を募集しています募　集

看護師などをめざす人へ　
修学資金を貸し付けます助　成

対看護師などの養成施設に在学し、卒業後、市内の医療施設などで看護師などの
仕事に就く人　※選考あり

貸付期間 貸し付け決定月～卒業月
貸付額（月額）  保健師・助産師・看護師の養成課程在学者＝2万円 

准看護師の養成課程在学者＝1万5,000円
※卒業後、継続して3年間、市内の医療施設などで勤務した

場合は、返済を全額免除
申通学先が市内の人＝通学先へ。市外か通信制の人＝4月15

日までに、電話で医療政策課（☎042－769－9230）へ

学生の皆さんへ
学業と両立しながら、特別職の
地方公務員として活躍できます。 詳しくは

こちら▶



令和4年度

予算の
ポイント

幼児教育・保育無償化の推進 4 10  211億7,811万円
子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、幼児教育・保育に必要な費用の給付

子育て支援 1 3  24億7,025万円
◦地域で子育てを支援する環境の整備
◦子育て広場事業や小児医療費助成事業の推
進　など

キャリア教育の推進 4 7739万円
小中一貫教育の推進や地域人材を活用した教
育の充実　など

橋本駅周辺の整備促進 8 9 11 1億4,439万円  
リニア中央新幹線の駅設置を見据えた区画整理や、インターチェンジアクセスなどの街
路整備　など　	 	 	 	 	 	

企業への立地に向けた支援 8 9 4億6,910万円
新規立地する企業や工場を新・増設する市内企業に対する奨励金の交付　など

相談支援の充実や医療・介護関係者の連携・協働のため
の包括的な支援 3 10 17   12億112万円
地域包括支援センターでの相談支援の充実や、医療機関と介護サービス事業所
などの関係者の連携・協働の推進

充実した救急医療体制の整備 3  21億7,769万円
初期から三次救急医療機関まで、充実した救急医療体制を確保し、休日夜間の
急病患者に医療を提供

地球温暖化対策の推進 7 13  5,554万円
◦住宅用スマートエネルギー投資導入の奨励金交付
◦中小企業事業者への省エネルギー設備等導入の支援　など

魅力ある公園づくりの推進 11  3億9,756万円
相模原スポーツ・レクリエーションパークの整備　など

感染症予防、まん延防止対策と
保健衛生体制の強化 3   
 11億6274万円
感染症発生状況の把握・調査、病原体検査の
実施　など

地域防犯・交通安全活動の推進  
 3 11 1億4869万円
◦市民の防犯・交通安全意識の促進
◦地域の防犯活動の支援

地域活動推進の支援 11 17  2億2,696万円
自治会への補助金や市民の自主的な事業への交付金などでの地域活動の支
援　など

シビックプライドの向上 11 17  730万円
本市に対する誇りや愛着の醸成、シビックプライドの向上につながる特設
サイトの運用　など

子育て・
教育

にぎわい
づくり

福祉

環境

安全・
安心

連携・
協働

　相模原市総合計画推進プログラム（以降、推進プログラムと表記）は、令和2年に策定した市総合計画を戦略・効率的に推進するためのもので、今後3年間の
市政運営についての基本的な視点や主な取り組みを定めています。推進プログラムに基づいた4年度の主な取り組みと予算の概要を紹介します。

問主な取り組みについて 政策課 ☎042－769－8203　予算のポイントについて 財政課 ☎042－769－8216

◆新型コロナウイルス感染症対策への継続した取り組み
◆分野横断的に取り組む重点テーマを中心とした新たな

取り組み
などに関する経費を計上しました。

各分野の取り組みが関連するSDGsの
主な目標（ゴール）を各項目に表示し
ています。

夢と希望を持って
成長できるまち

活力と交流が新たな価値や
魅力を創造するまち

笑顔で健やかに
暮らせるまち

人と自然が共生するまち

安全で安心な
暮らしやすいまち

多様な主体との連携・
協働により持続的に
発展するまち

◦扶助費全体では約27億円の増加
主な増加項目 
◦新型コロナウイルス感染症の影響
による生活保護費（見込み）

◦障害児者介護給付費
◦教育・保育施設等給付費（施設型給
付費、地域型保育給付費など）

　公共施設などの長寿命化事業を着実に実施します。
　また、災害救助費や災害復旧費は、所要額を計上しています。

扶助費の推移

　　一般会計の予算規模は、過去最大規模となっています。

一般会計の規模は3,112億円
〈対前年度比 123億円（4.1％）増〉

歳入（3,112億円）

歳出（3,112億円）

SDGsの
17の
ゴール

          円 内の金額は4年度の事業費

　今年度は、以下の基本的視点の下、特に重点的に取り組む3つのテーマを中心に、新たな取り組み（40事業・12億円規模）を実施します。また、
3つのテーマに加え、基本的視点にあるSDGsや気候変動対策の推進のため、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを一層加速化していきます。

4年度は新規事業に積極的に取り組みます！

そのほかの主な取り組みを市総合計画の「目指すまちの姿」に合わせて紹介！

基本的視点 主な新規事業（17事業）

◦SDGsを踏まえた施策の推進
◦シビックプライドの醸成
◦行財政構造改革プランの着実な推進
◦ポストコロナのまちづくり
◦自治体DXの推進による市民サービ

スの向上と事務の効率化
◦顕在化する気候変動の影響への対応

分野横断的に取り組む重点テーマ

+少子化
対策

中山間
地域対策

雇用促進
対策

脱炭素社会の実現に
向けた取り組み

 過去最大規模！

◦図書館による電子書籍の導入やこどもセンター向け児
童書などの充実 4 　	 	 3,795万円

◦中学生全員への給食の提供実現に向けた調査や検討体
制の整備 2 3 4 	 	 3,651万円

◦子育て世帯の育児・家事への訪問支援 3 10 	 	
	 	 2,182万円

◦子どもの遊び場を移動式で提供 4 	 289万円

◦アーバンスポーツ（スケー
トボードなどの都市型ス
ポーツ）を楽しめる施設
の整備 4 11 	5,026万円

◦国民健康保険税の均等割
額の減額を18歳以下まで
に拡充 1 3 	 	
	 1億1,296万円

◦子育て世帯等向け中古住宅等購入・リフォームへの補助
11 	 	 4,000万円

◦市内全ての公園や緑地内の照
明のLED化 11 12 	 3億円

◦再生可能エネルギー促進区域
設定に向けた取り組み　など

7 12 	 4,408万円

◦下溝防災消防訓練場の機能を拡充する
再整備 11 13 	 2億3,784万円

◦障害のある人が利用できるテニス場の
整備 3 10 	 1億11万円

◦医療的ケア児等コーディネーターの配
置 3 4 10 	 400万円

◦さがみはらSDGsまなべるトラベル（SDGsを体感的に学べるスポッ
トめぐり）の開催とマップの作成 17 	 	 704万円

◦ソーシャルメディアの活用などの情報発信力の強化 17 	 2,093万円

少子化対策

その他の新しい取り組み

◦起業家の育成 8 9 	 2,000万円

雇用促進対策

市の主な取り組みと予算のポイント
「相模原市総合計画推進プログラム」を策定しました！

子育て広場たんと（南区相模大野）

大型施設を必須としないアーバンス
ポーツ

車いすテニス場イメージ（写真は平成
30年の「共にささえあい生きる社会　
さがみパラフェスタ」）

脱炭素社会のイメージ図▶︎

◦森のイノベーションラボFUJINOで
の交流促進、ビジネス支援など	 	
8 9 17 	 1,988万円

◦中山間地域木材ガードレールの設置
11 12 15 	 2,240万円

中山間地域対策

森のイノベーションラボFUJINO

新型コロナウイルスワクチン接種

　新型コロナウイルス感染症対策として必要な経費を計上しています。
◦PCR検査体制や医療提供体制の確保
◦ワクチン接種などに必要な経費
◦経済対策や保育所等における感染防止対策に必要な経費　など

　昨年度大幅な減収見込み
だった税収が、今年度は増収
の見込みとなりました。市税
全体の収入は1,307億円を計
上しています。
◦個人市民税…約47億円の
増収見込み

◦市税全体…83億円の増収
見込み

　新型コロナウイルス感染症の影響
で、居心地や子育て環境を重視して
住まいを選ぶ傾向が強まっているみ
たい。本市の子育てやシビックプラ
イド向上に向けた施策の効果が出て
いると考えられているよ！

本市の転入超過数が
全国10位に！

選ばれた理由は？

市税収入の推移

　市総合計画で描く本市の将来像の実現に向けた取り組みと、推進プログラムに基づいた「分
野横断的に取り組む重点テーマ（少子化対策、雇用促進対策、中山間地域対策）」を中心にした
経費などを計上しています。

新型コロナウイルス感染症対策ポイント2

扶助費 の増加　ポイント5

市民のくらしの安全・安心の確保ポイント4

市税収入の増加ポイント1

「潤いと活力に満ち笑顔と希望が
あふれるまちさがみはら」 の実現に向けて

ポイント3

※2年度までは決算額、3・4年度は当初予算額。平成30年度から個人住民
税所得割の税率2％相当分が県から税源移譲あり

※2年度までは決算額、3・4年度は当初予算額

扶助費とは
　社会保障制度の一環として、生活
困窮者、高齢者、児童、障害者など
に対してさまざまな支援をする経費

脱炭素社会の実現に向けた取り組み

(参考：総務省住民基本台帳人口移動報告　2021年（令和3年）結果)

新型コロナウイルス感染症の影
響による大幅な減収の見込み

国等の支援策
の効果などで
増収の見込み

990億円（対前年度比2.8％増）
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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 コールセンターから
ちょっとおしらせ 市営住宅入居者募集について詳しくは、本紙5月1日号でお知らせします。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



あじさい大学（高齢者大学）は
市民大学に統合

　学習活動を通じて仲間・生きがいづく
りを目指す「あじさい大学」は「市民大学」
へ統合。健康・介護予防・生涯スポーツを
中心とした「あじさい大学コース」を開設
※今年度の講座については、今後本紙や
市ホームページ、6月以降に各施設で配
布する案内でお知らせ
問 高齢・障害者福祉課

令和4年度 
食品衛生監視指導計画を策定

　スーパーや飲食店などに対する立ち入
り検査や食品の抜き取り検査などの実施
計画を策定
配 生活衛生課、各行政資料コーナー・公
民館（沢井を除く）、消費生活総合センター
など　※市ホームページにも掲載
問 同課

令和4年度分 生産緑地地区の 
追加指定の相談は5月13日まで

対 市街化区域内に農地を所有している人
※5年度分以降の追加指定の相談は随時
受け付け
申 直接、都市計画課へ

ウクライナ人道危機救援金を
受け付け中

　救援金は、日本赤十字社を通じて、食
料や衛生用品の配布などの救援活動や人
道支援に活用
時 5月31日 ㈫ まで
協力方法　◦口座振り込み　◦窓口〈生
活福祉課、緑区役所区政策課、南区役所
区民課、各まちづくりセンター（橋本・
中央6地区・大野南を除く）〉　◦募金箱

（市役所本館、緑・南区合同庁舎）
※振り込み方法など詳しくは、市ホーム
ページを参照
問 生活福祉課

児童扶養手当の手当額が変更
　児童扶養手当の手当額は、全国消費者
物価指数にあわせて変動。令和4年度は
0.2％の引き下げ
例 児童1人の場合
全部支給＝4万3,070円（90円減）
一部支給＝4万3,060円～1万160円（90
円減～20円減）
問 子育て給付課

環境に優しい住宅設備・自動車 
などを導入したときは奨励金の 

ご準備を
　「住宅用スマートエネルギー設備等導入
奨励金」「燃料電池自動車購入奨励金」の
申請は導入・購入後。2期（9月、令和5年
3月ごろ）に分けて受け付け。入手に時間
がかかる書類が必要なため事前の準備を
※対象要件や申し込みなど詳しくは、市
ホームページを参照するかお問い合わせを
問 ゼロカーボン推進課

令和5年「はたちのつどい」
　「はたちのつどい」（旧成人式）は、成
年年齢の18歳への引き下げ後も、従来通
り、20歳を迎える人を対象に実施
※対象者には11月に案内状を送付
時 令和5年1月9日 ㈷
対 平成14年4月2日～15年4月1日に生ま
れた人
実行委員を募集
　式典の余興の企画・運営や司会進行、
記念看板づくりなど
申 4月30日までに電話か、Eメールに8面
上の必要事項を書いて、こども・若者支援
課（☎042－769－8289　 kw–shien@
city.sagamihara.kanagawa.jp）へ

建築士による 
自宅の無料耐震相談会

時 4月28日 ㈭ 午後1時30分～4時15分
会 緑区合同庁舎
定 3組（申込順）
申 4月5日～22日に、電話で建築・住まい
政策課（☎042－769－8252）へ

土曜日開庁のご利用を
時 毎月第2・第4土曜日 午前8時30分～
正午
会 各区役所区民課、国保年金課
窓口でできる手続き
◦戸籍の届け出　◦住所の変更　◦印鑑
登録　◦各種証明書の発行　◦国民健康
保険の各種手続き　など
※4・5月は窓口が混雑するため、各証明
書の発行は、各まちづくりセンター、コ
ンビニ交付（マイナンバーカードが必要）
などのご利用を。詳しくは、住んでいる
区の区役所区民課へ

問い合わせ先 電話番号

区役所
区民課

緑区 042－775－8803
中央区 042－769－8227
南区 042－749－2131

市コールセンター 042－770－7777
市国民健康保険
コールセンター 042－707－8111

相模川清流の里 宿泊利用
7月分の抽選申し込み

申 4月10日午後5時までに、同所ホーム
ページからか、観光・シティプロモーショ
ン課、各まちづくりセンター（橋本・中央
６地区・大野南を除く）・出張所・公民館
にある申込書を相模川清流の里へ。抽選
後の空き室の申し込みは4月21日から、
電話で同所（ 0120－988－547）へ
7月の休館日 11日 ㈪ ･12日 ㈫ 
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のため、休館などをする場合あり

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 & 簡易相談会 
in 緑区

時 4月22日 ㈮ 午後1時30分～4時30分
会 ソレイユさがみ
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＝6組（申込順） 
申 4月5日から、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

募　集
審議会などの委員

①子どものいじめに関する審議会
　子どものいじめ防止のための取り組み
について審議
任期 6月20日～令和6年6月19日（会議
は年2回程度）
担当課 学校教育課
申込期間 4月25日～5月2日（必着）
②下水道事業審議会
　下水道事業の運営について必要な事項
を調査・審議
任期 7月1日～6年6月30日（会議は年3
回程度）
担当課 下水道経営課
申込期間 5月16日（必着）まで
③地域福祉推進協議会委員
　地域福祉計画に基づく施策の実施状況
について調査・審議
任期 6月1日～6年3月31日(会議は年3回
程度)
担当課 地域包括ケア推進課
申込期間 4月15日（必着）まで
④シビックプライド向上計画策定委員会
任期 5月～5年3月31日（会議は年5回程
度）
担当課 観光・シティプロモーション課
申込期間 4月21日（必着）まで
⑤学校給食あり方検討委員会
　中学校給食の実施方式や学校給食を生
かした食育の推進などについて審議
任期 6月～6年3月31日（予定。会議は年
4回程度）
担当課 学校給食課
申込期間 5月2日（必着）まで

共 通
対 市内在住の18歳以上（本市の他の審議
会などの委員・職員・議員を除く）
定 ①③④各2人②⑤各3人（選考）
配 各担当課・行政資料コーナー・まちづ
くりセンター（橋本・城山・中央6地区・
大野南を除く）・出張所・公民館（沢井を
除く）・図書館、市立公文書館　など
※市ホームページにも掲載
申 申込期間に、応募申込書を各担当課へ

お知らせ

犬や猫と一緒に安心して生きていくために

飼い犬の登録・年1回の狂犬病予防注射を忘れずに！
　生後91日以上の飼い犬は、市に登録し、毎年1
回の狂犬病の予防注射を受けることが義務付けら
れています。4月～6月に狂犬病の予防注射を受け、
注射済票の交付手続きをしてください。
※注射については、かかりつけの動物病院
　などにお問い合わせください。

　猫はペットとして人気が高い一方で、
繁殖能力が高く、ふん尿や鳴き声などに
よる苦情が多く寄せられています。
猫を飼う前に考えよう
◦寿命まで飼えますか？
◦家の中で飼えますか？
◦不妊・去勢手術が
　できますか？

野良猫のお世話もマナーを守って

犬の散歩はマナーを守って

問 生活衛生課 ☎︎042－769－8347・同課津久井班 ☎︎042－780－1413

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4月12日 ㈫ 、5月10日 ㈫ ・17日 ㈫ 午後2

時～4時
会ウェルネスさがみはら
定各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4月23日 ㈯ 、5月28日 ㈯ 〈雨天決行〉午前

10時～正午
※受け付けは午前11時30分まで
会エコパークさがみはら（環境情報センター）
対 市内在住の18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

犬と暮らしているあなたへ 猫が好きなあなたへ

▼交付手続きなど
　詳しくはこちら

市ホームページ

▼詳しくは
　こちら

猫の適正飼養
ガイドライン

リードは短く持つ

鑑札・注射済票を着ける

ふんは自宅へ

新デザイン

不妊・去勢手術をする

トイレの設置・管理をする

みだりに置きエサをしない

今年度の
狂犬病予防
定期集合注射は
中止します

令和4年（2022年）4月1日　 No.1478

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

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

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

はがき・ファクス・Eメール
などで申し込むとき

8



ソレイユゆめひろば
プチマルシェ展示・販売

　女性作家による手作り品（ハーバリウ
ム・アクセサリー・布小物など）
展示 開館日の午前9時～午後10時
販売 原則、毎月第2火曜日午前10時～
午後3時
会 ソレイユさがみ
対 市内か近隣市町村に在住・在勤・在学
で起業したい18歳以上の女性
※展示・販売品は利用者本人のオリジナ
ルハンドメイド作品で、公共の場での展
示に適しているもの（1品1万円以下）
定 6人（申込順）
費 6,000円（ 4月～9月の展示とプチマル
シェ販売料を含む）
申4月5日から、直接か電話、ファクス
に氏名（ふりがな）、電話番号を書いて、
同所（☎042－775－1775　 FAX 042－
775－1776）へ

男女共同参画に関する企画・委員
①市民グループの企画
　セミナー・講習会など、市民が自由に
参加できる企画
助成額 1グループ（ 3人以上）につき、講
師謝礼金3万円まで（基準あり）
※随時受け付け、審査。予算額に達した
時点で募集を締め切り
②委員会活動の市民ボランティア
　ソレイユさがみの委員会で企画・運営
対 次の全てに該当する人
◦市内在住・在勤・在学の18歳以上
◦営利・政治・宗教活動や、公益を害す
る活動を目的としない

共 通
配 ソレイユさがみ（同所ホームページに
も掲載）、各公民館
申 ①4月5日～12月20日（必着）②随時
に、申請書をソレイユさがみ（☎042－
775－1775）へ

環境に関する登録者
環境学習プログラム「エコネットの輪」
　学校や地域、事業所などでの環境教育・
学習をするためのプログラムを提供
対 環境保全活動をしている市民活動団体
や企業、大学、個人など
※登録後は、環境学習情報などをプログ
ラム集「エコネットの輪」に掲載
自然環境観察員
　身近な生き物を調査するボランティア
※随時募集。活動のためのセミナーもあり
対 市内在住か在勤・在学の中学生以上
定 100人（申込順）

共 通
※申し込み方法など詳しくは、エコパー
クさがみはら（環境情報センター）ホーム
ページを参照するか、お問い合わせを
問 同所（☎042－769－9248）

地域活性化事業交付金の
交付を受ける事業

　地域の課題解決や活性化に向けて自主
的に取り組む事業に対して交付
交付期間 4月～令和5年3月
対 5人以上の団体
申 活動予定地区のまちづくりセンターに事
業内容などを相談の上、同所にある申請
書（市ホームページにも掲載）と必要書類
を同所へ
※交付条件や提出期限など詳しくは、市
ホームページを参照するかお問い合わせを
問 市民協働推進課

ファミリー・サポート・センター
①利用会員②援助会員

　子どもの送迎や預かりなど、子育ての
①手助けを受けたい人②手助けする人
※いずれも有償
対 市内在住・在勤・在学で次に該当する人
①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
②20歳以上で、援助会員講習会に参加で
きる
※詳しくはお問い合わせを
入会説明会（1時間程度）

日にち 会　場
4月9日 ㈯ ソレイユさがみ
4月15日 ㈮ ★、
5月24日 ㈫ あじさい会館

4月22日 ㈮ 、
5月14日 ㈯ 南区合同庁舎

5月9日 ㈪ ★ 緑区合同庁舎

時 午前10時から（★は午後1時30分から）
援助会員講習会〈全3回〉
時 6月6日 ㈪ ・17日 ㈮ ・27日 ㈪ 午前9
時30分～午後4時（ 6日は午後3時まで、
17日は午後3時30分まで）
会 緑区合同庁舎

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

医療救護活動の 
ボランティア登録者

　災害発生時に、救護所で傷病者の緊急
度や重症度に応じた初期治療、その補助
をするボランティア
対 次のいずれかの免許を持っている人
◦医師　◦歯科医師　◦薬剤師　◦柔道
整復師　◦保健師　◦助産師　◦看護師　
◦准看護師　◦救急救命士
申 直接か電話で、医療政策課（☎042－
769－9230）へ

イベント
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流会～
　カナダのバンクーバーの暮
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験談を交
ま じ

えた話
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と交
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流
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17日
に ち

 ㈰
に ち

 午
ご

前
ぜ ん

10時
じ

～11時
じ

30分
ぷ ん

※ツールはZoom®を使
し

用
よ う

定 30人
に ん

（申
もうしこみじゅん

込順。市
し

内
ないざいじゅう

在住の人
ひ と

を優
ゆ う せ ん

先）
申 4月

が つ

5
い つ か

日～13日
に ち

に、Ｅメールに住
じゅう

所
し ょ

、氏
し

名
め い

（ふりがな）、件
け ん め い

名に「世
せ

界
か い

のひろば」と
書

か

いて、国
こ く さ い

際課
か

（ kokusai@city.sagami 
hara.kanagawa.jp）へ
問 さがみはら国

こ く さ い

際交
こうりゅう

流ラウンジ（☎042
－750－4150）

ねんりんピックかながわ
健康マージャン競技 選手選考会

時 5月9日 ㈪ 午前10時から
会 アート麻

まーじゃん

雀プレイスKSK（中央区氷川町）
対 市内在住で、昭和38年4月1日以前に
生まれた人
費 1,000円
申 4月22日（消印有効）までに、往復はが
きに8面上の必要事項と生年月日を書い
て、同所（〒252－0215　中央区氷川町
17－9　サンアイビル201　☎042－707
－7896）へ

まち・みどり公社の催し
①我が家のSDGｓ～つる性植物でグリー
ンカーテン②みどりの講習会 収穫まで
楽しめる野菜の寄せ植え
時 4月①25日㈪②26日㈫ 午前10時～11
時30分
会 ①けやき会館②エコパークさがみはら

（環境情報センター）
対 市内在住・在勤・在学の15歳以上（中学
生を除く）＝①20人②24人（申込順）
費 ①500円（苗代含む）②1,500円
申 4月5日～21日に直接か電話、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　 FAX 042
－751－2345）へ

県民参加の森林づくり
（鳥屋水源林）

時 6月18日 ㈯ 午前8時30分～午後3時
〈小雨決行〉
集合 午前8時30分＝小田急小田原線本厚
木駅東口、午前9時30分＝宮ヶ瀬湖畔鳥
居原園地駐車場
対 軽い山歩きができる人＝70人（申込順）
申4月4日～6月10日に、電話かファクス、
Eメールに8面上の必要事項（参加者全員）
を書いて、かながわトラストみどり財団

（☎045－412－2255　 FAX 045－412－
2300　 midori@ktm.or.jp）へ。同財団
ホームページからも可

講演・講座
春季さがみアカデミー

①初中級の英会話：やさしく読める社会
事情〈全20回〉
時 5月9日～7月11日、9月26日～12月5
日の毎週月曜日午前10時30分～正午　
②バイリンガルR

レ ス ト ラ テ ィ ブ

estorative Y
ヨ ガ

oga〈全8回〉
時 5月10日～6月28日の毎週火曜日午前
11時～正午　
③英語ニュースを聞き取ろう〈全10回〉
時 5月13日～7月15日の毎週金曜日午前
10時40分～午後0時10分
④文化人類学で学ぶ「異文化コミュニ
ケーション」：外国人から認知症高齢者ま
で〈全5回〉
時 5月14日～6月11日の毎週土曜日午前
10時30分～正午
⑤やさしい・からだ始め：「静かな息のメ
ソッド」入門編〈全5回〉
時 5月18日～6月15日の毎週水曜日午後
1時30分～2時30分
⑥感染症と免疫の基礎を学ぶ―新型コロ
ナの時代に―〈全5回〉
時 5月19日～6月16日の毎週木曜日午後
1時～2時30分
⑦『歴史が100倍楽しくなる学び方！』～
視点を変えると歴史が変わる？！～〈全5
回〉
時 5月20日、6月3日・17日、7月1日・
15日の金曜日午後3時～4時30分

共 通
会①③④⑥⑦相模女子大学（南区文京）
※②⑤はオンライン開催。ツールはZoom®

を使用
定 ①25人②③⑥⑦各60人④15人⑤20人

（申込順）
費 ①3万円②1万2,000円③1万5,000円
④～⑦各7,500円
申 4月6日～①19日②20日③25日④26
日⑤28日、5月⑥2日⑦6日に、相模女子
大学ホームページから
問 同大学生涯学修支援課（☎
042－747－9047）

テニス教室〈全5回〉
（①③ジュニア

②④初心～初級⑤初級～中級）
　参加者の経験やレベルに合わせて指導

日にち 会　場
①②4月16日～
5月14日の毎週土曜日

〈予備日5月28日、
6月4日〉

小倉（やまびこ）
テニスコート

③④⑤4月17日～
5月29日の毎週日曜日

（5月1日・22日を除く）
〈予備日6月5日・12日〉

津久井又野公園
テニス場

時 ①～④午前10時30分～午後0時30分
⑤午前8時30分～10時30分
対 市内在住・在勤・在学の①小学校4～6
年生②④⑤中学生以上③小学校3～6年生
定 各8人（申込順）
費 各5,000円（保険料を含む）
申 4月5日から、直接か電話、ファクス、E
メールに8面上の必要事項とテニス経験
の有無、希望コース番号（①～⑤）を書い
て、城山めいぷる〈☎042－782－0303

（火～金曜日午前9時～午後3時 ）　 FAX
042 － 782 －1051　 info.maple.
shiroyama@gmail.com〉へ

東海大学生涯学習講座
　大学教員による幅広い分野の講座を、
オンラインと対面で開講
時 5月14日 ㈯ から　
会 ユニコムプラザさがみはら
※申し込み方法など詳しくは、東海大学
生涯学習講座ホームページを参照
問 同講座事務局（☎0463－50－2202）

◦横断歩道は歩行者を優先する
◦自転車に乗るときは、ヘルメット

を着ける
◦二輪車を運転するときは、ヘルメッ

トやプロテクターを着ける
◦飲酒運転やあおり運転をしない

春春の全国の全国交通安全交通安全運動運動
4月6日～15日4月6日～15日

交通事故死ゼロを目指す日・交通事故死ゼロを目指す日・
シートベルトの日シートベルトの日　　4月10日4月10日
安全は 心と時間の ゆとりから
新入学児童・園児を交通事故から守ろう

問交通・地域安全課

No.1478 　令和4年（2022年）4月1日

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

● 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

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
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●彩風会水彩画展　4月21日 ㈭ ～ 26日 
㈫ 午前10時～午後6時（初日は正午から、
最終日は午後4時まで）、相模原市民ギャ
ラリー　問 工藤（☎090－9318－3263）
●蒼水会水彩画展　4月15日 ㈮ ～ 19日 
㈫ 午前10時～午後6時（初日は正午から、
最終日は午後5時まで）、相模大野ギャラ
リー（南区相模大野）　問 宮

み や し ろ

代（☎080－
5448－0012）
●防衛装備庁陸上装備研究所 一般公開
オンライン開催　6月13日 ㈪ まで（予定）
問 同研究所（☎042－752－2941）

●混声合唱　月3回火曜日午前9時30
分、東林ふれあいセンターか、大野南公
民館　問 小西（☎042－742－1135）

読者
（敬称略）

催 し 費用の記載がない場合は
無料です。

仲 間 会費などは個別にお問い
合わせください。



令和4年（2022年）4月1日 　No.1478

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。

市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに… 相模原市コールセンター　☎042－770－7777

042－770－7766FAX ぞっこん！相模原 市の魅力を
テレビで発信！

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

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

北総合体育館
〒252－0134 緑区下九沢2368－1　☎042－763－7711

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

教室名 日にち 時　間
①リズム＆
ストレッチ体操〈全8回〉 毎週水曜日

5月11日～6月29日

午前10時30分～11時30分

②健康ストレッチ〈全8回〉 午後1時30分～2時30分
③バウンドテニス〈全8回〉 午後7時30分～9時30分
④卓球（初級）〈全8回〉

毎週木曜日
5月12日～6月30日

午前9時30分～11時30分
⑤カラダ引き締め
エクササイズ〈全8回〉 午前10時～11時

⑥健康リズム体操〈全7回〉 毎週金曜日
5月13日～6月24日 午前10時30分～11時30分

対 15歳以上（中学生を除く）＝①②⑤⑥各30人③40人④60人（抽選）
費 ①⑤各5,000円②③④⑥各1回500円
申 4月5日～15日（必着）に、往復はがき（ 1人1枚）に10面上の必要事項を書いて、同

館へ

教室名 日にち 時　間 対　象 費  用

①早朝スケート 毎週日曜日
4月3日～24日

午前6時30分
～8時10分

5歳
以上

各1回
500円②ジュニア

スケート

アイスホッケー 毎週火曜日
4月5日～26日 午後6時20分

～7時30分
5歳～
中学生スピードスケート・

フィギュアスケート
毎週木曜日
4月7日～28日

③幼児
スケート
〈全4回〉

5月コース 毎週土曜日
5月7日～28日

午前9時
～10時30分

4歳以上の
未就学児

4,000
円

定 ③25人（申込順）　※①②小学生以下は保護者の同伴か送迎が必要
※貸靴代別途1回500円（中学生以下250円）
申 ③4月7日から、直接か電話で同所へ　※①②希望者は直接会場へ

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

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

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

女性の活躍応援講座～働く上で大切にしたいあなたの価値観を見つけよう～
　カードを使ったグループカウンセリング
時 4月28日 ㈭ 午前10時～正午
対 女性＝12人（申込順）　※未就学児（2歳以上）の保育あり（要予約）
費 400円
申 4月5日から、直接か電話、ファクスに10面上の必要事項と、保育希望の有無（保育

希望者は子どもの氏名・年齢）を書いて、同所（ FAX 042－775－1776）へ。同所ホー
ムページからも可

情報コーナー企画展示 大学生とのコラボ企画　自分の中のジェンダーに気づくために
　人権やジェンダーに関する所蔵の関連書籍を展示するほか、パンフレットなどを配布
時 4月15日 ㈮ まで 午前9時～午後5時

オーサーズカフェ 本当は面白いシェイクスピア
時 4月9日 ㈯ 午後2時～3時　※希望者は直接会場へ

中学生ソフトテニス練習会
時 5月7日 ㈯ 〈予備日5月14日 ㈯ 〉午前8時30分～午後0時30分
対 市内在住か在学の中学生＝20人（申込順）
費 500円（保険料含む）
申 4月5日から、直接か電話、ファクスに、10面上の必要事項と学校名、学年、テニ

ス経験の有無を書いて、同園へ

小山公園
〒252－0205 中央区小山4－1　☎042－700－0801

サッカースクール 幼児①週1②週2 低学年③週1④週2 高学年⑤週1⑥週2
　日本サッカー協会公認指導員が指導
時 4月4日～令和5年3月27日の毎週月・水曜日①②午後4時15分～5時③④午後5時

10分～6時⑤⑥午後6時10分～7時10分
※週1は雨天時の振り替えあり（週2はなし）
対 ①②年中・年長③④小学校1～3年生⑤⑥小学校4～6年生
定 各25人（申込順）
費 ①1,500円②2,000円③3,500円④5,500円⑤4,000円⑥6,000円
※入会金1,000円（保険料含む）が別途必要
申 開催日前日までに、直接か電話、ファクスに10面上の必要事項と希望クラス・コー

ス、無料体験の希望者は「無料体験」と書いて、同公園（ FAX 042－700－0802）へ

走り方フォーム改善スピードアップスクール
時 4月6日～5年3月29日の毎週水曜日（祝日等を除く）①午後4時30分～5時30分②午

後5時45分～6時45分
対 ①小学校1～3年生②小学校4～6年生＝各20人（申込順）
費 月額7,500円（体験1回無料）　※途中参加可
申 開催日前日までに、直接か電話、ファクスに10面上の必要事項を書いて、同公園（ FAX

042－700－0802）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初心者平泳ぎ
キック練習 4月18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わくわく親子
水泳 4月23日 ㈯ 幼児・小学生と

その保護者 10組
1組
900
円

③アーティスティック
スイミング〈全3回〉

4月23日 ㈯ ・
30日 ㈯ 、
5月7日 ㈯ 

午後3時30分
～4時30分

クロールで25m
泳げる

小・中学生
20人 2,310

円

④跳んで走って遊び
ながら☆体力強化 4月24日 ㈰ 午前10時

～10時50分 年少・年中 10人 510
円

⑤おためし脂肪燃焼！
アクアトレーニング 4月27日 ㈬ 午後2時

～2時45分

18歳以上
（高校生を除く）

各20人

600
円

⑥絵手紙 5月18日 ㈬ 午前10時
～正午

1,230
円

⑦フラワー
アレンジメント 5月19日 ㈭ 午後1時

～3時 12人 3,060
円

⑧ビーズ
アクセサリー 5月21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）
20人 1,530

円

申 4月5日～開催日①～⑤当日⑥⑧前日⑦4月5日～5月15日までに、直接か電話で
同プールへ

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

図書館は宝島！～キッズ★フェスタ2022～
　「子ども読書の日（4月23日）」に合わせ、いろいろな種類のお話し会などを実施
時 4月23日 ㈯ ・24日 ㈰ 午前10時～午後3時（24日は午後2時45分まで）

無料体験を各クラス
と同じ日時で実施
（1人1回のみ）

内容をちょっとご紹介！
23日はお話し会や人形劇など、24日はわらべうた会や影絵など
※詳しくは同館ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

視聴覚ライブラリー
〒252－0233 中央区鹿沼台2－13－1
☎042－753－2401

青少年学習センター
〒252－0207 中央区矢部新町3－15
☎042－751－0091

ミニシアター『イースター・パレード』
（1948年/アメリカ/カラー /字幕）

時 4月24日 ㈰ ・26日 ㈫ 午後2時～3時
45分

会 市立図書館（中央区鹿沼台）
対 市内在住か在勤・在学の人
定 各20人（申込順）
申 4月5日から、直接か電話で視聴覚ラ

イブラリーへ

小・中学生のための 
コーラスワークショップ〈全2回〉
時 4月30日 ㈯ 、5月1日 ㈰ 午前10時

～正午
対 市内在住か在学の小・中・義務教育学生
定 30人（申込順）
申 4月5日～29日に、電話かEメールに

10面上の必要事項と学校名、学年を
書いて、同センター（ seisyonen–
center@city.sagamihara.kanagawa.
jp）へ　※1日だけの参加も可
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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。

市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに… 相模原市コールセンター　☎042－770－7777042－770－7766FAX ぞっこん！相模原 市の魅力を

テレビで発信！
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

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

フラワーアレンジメント～母の日に
感謝を添えて贈るアレンジメント～

①4月22日 ㈮ 午前10時～11時30分
②4月27日 ㈬ 午後7時～8時30分

プリザーブドフラワー
～ピンクカラーにアレンジ～

③4月21日 ㈭ 、28日 ㈭ 午後1時～3時
④4月22日 ㈮ 午後7時～8時30分

初心者ラグビー教室
～タグラグビー～〈全7回〉

⑤毎週水曜日
5月11日～6月29日（6月

22日を除く）
午後4時30分
～5時30分

対 ①③18歳以上（高校生を除く）②④小学生以上（小学生は保護者同伴）⑤小学生
定 ①②③④各24人⑤30人（申込順）
費 ①②各3,500円③④各2,800円⑤3,500円（①～④材料費込み）
申 4月5日～①②15日③④14日に、同所ホームぺージ「イベント＆教室」ページから。

⑤直接か電話、ファクスに10面上の必要事項と学年を書いて、同所へ（ FAX042－
777－0161）へ

問三菱重工相模原ダイナボアーズ ☎042－761－2686

応応 援援  しようしよう！！
　

相模原のスポーツ選手相模原のスポーツ選手をを

ホームタウンホームタウン
チームチーム

日にち 開始時間 会　場 対戦相手
4月9日 ㈯ 正午 相模原ギオンスタジアム 三重ホンダヒート

三菱重工相模原ダイナボアーズ
（ラグビー・JAPAN RUGBY
 LEAGUE ONE）

〒252−0236 中央区富士見6−6−23　けやき会館内
☎042−751−5552　 FAX042−751−5545　

市民選手権大会
①卓球　1中学生2小学生・一般
日にち　14月29日 ㈷ 2 5月15日 ㈰
②バドミントン　中学生（シングルス・ダブルス）
日にち　4月30日 ㈯
③バスケットボール　一般・マスターズ
日にち　5月1日・8日・22日・29日の日

曜日
④ゲートボール
日にち　5月7日 ㈯ ・8日 ㈰ 〈予備日5

月14日 ㈯ ・15日 ㈰ 〉
⑤ターゲット・バードゴルフ
日にち　5月7日 ㈯ 〈予備日5月14日 ㈯ 〉
⑥柔道
日にち　5月8日 ㈰
⑦陸上競技　1中学生2小学生3一般・
高校生

日にち　15月14日 ㈯ ・15日 ㈰ 215日 
㈰ 36月5日 ㈰〈予備日6月12日㈰〉

⑧バウンドテニス
日にち　5月15日 ㈰
⑨剣道　中学生・高校生
日にち　5月29日 ㈰

⑩空手道
日にち　6月5日 ㈰

共 通
時 午前④⑦8時①8時40分②③⑤⑧⑨⑩

9時⑥9時30分
会 ①②⑥⑨⑩相模原ギオンアリーナ③

相模原ギオンアリーナほか④相模原
麻溝公園スポーツ広場⑤キャンプ淵
野辺留保地⑦相模原ギオンスタジア
ム⑧北総合体育館

申 ①⑤はがきに10面上の必要事項（在
勤・在学の場合は勤務先か学校名）と、
①は小・中学生・一般のいずれかを書
いて、市スポーツ協会②電話で同協
会③④⑥⑧～⑩同協会にある申込用
紙を同協会へ。⑦市陸上競技協会ホー
ムページから

※⑤⑧は令和4年度ねんりんピック神奈
川大会選手選考会を兼ねる

申込期限 4月③10日①②⑥15日⑧16日
⑩20日⑦⑨21日④24日⑤28日

※詳しくは市スポーツ協会にある開催
要項か、同協会ホームページを参照

ラグビースクール
時 4月～令和5年3月の原則毎週日曜日
会相模原ギオンフィールドほか
対 市内か近隣市に在住の3歳～中学生
※費用や申し込み方法など、詳しくは

市ラグビーフットボール協会ホーム
ページを参照

ソフトテニス 一般強化研修会〈全12回〉
時 4月23日～令和5年3月25日の毎月第

4土曜日 午前8時30分～午後0時30分
（ 5年1・2月は午前10時30分～午後2
時30分）〈雨天中止〉

会横山公園テニス場
対 15歳以上（中学生を除く）
定60人（先着順）
費 4,000円（市ソフトテニス協会員は

3,000円か、1回500円）
※希望者は運動ができる服装で、ソフト

テニス用具一式と費用を持って直接
会場へ

令和4年度ねんりんピック神奈川大会
選手選考会
①ラージボール卓球
時 5月8日 ㈰ 午前9時～正午
会相模原ギオンアリーナ（総合体育館）
費 800円
※詳しくは市卓球協会ホームページを

参照
②スポーツチャンバラ
時 4月23日 ㈯ 午前9時～11時
会市体育館（市役所前）
③オリエンテーリング
時 4月24日 ㈰ 午前9時～11時30分
会けやき会館

共 通
対 市内在住で、令和5年4月1日時点で

60歳以上
申4月①20日（必着）②③15日（消印有

効）までに、はがき（②③はファクス
も可）に10面上の必要事項と生年月
日、性別を書いて、市スポーツ協会

〈ファクスは市レクリエーション協会
の磯さん（ FAX042－762－2705）〉へ

詳しくは同協会
ホームページを参照

問ノジマステラ神奈川相模原 ☎046－298－3881

ノジマステラ神奈川相模原 (女子サッカー・WEリーグ)

決勝開始時間（日本時間） グランプリ名
4月10日 ㈰ 午後2時 オーストラリアGP
4月24日 ㈰ 午後10時 エミリア・ロマーニャ GP

※試合情報は変更となる場合あり
※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を参照

※レース情報は変更となる場合あり。レー
スの様子は動画配信サービス（有料）で
放送

日にち 開始時間 会　場 対戦相手
4月16日 ㈯ 午後2時 相模原ギオンスタジアム サンフレッチェ広島レジーナ

F1ドライバーF1ドライバー

問スポーツ推進課 ☎042－769－9245

角
つの

田
だ

 裕
ゆう

毅
き

 選手
緑区出身‼

市立博物館
〒252－0221 中央区高根3－1－15　☎042－750－8030

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　☎ FAX042－755－5790

プラネタリウム番組 星空さんぽ～春～ 
ミニテーマ「南十字星」
　当日の星空を生解説で紹介
時 4月30日 ㈯ まで午後2時30分～3時10分
定 各210人（先着順）
費 各500円〈4歳～中学生200円、65歳以上
　250円（要証明書）〉　※希望者は直接会場へ

地質学講座 身近な石の中の鉱物～造岩鉱物の基礎～〈全4回〉
時 5月14日 ㈯ ・28日 ㈯ 、6月11日 ㈯ ・25日 ㈯ 午後2時～4時
対 15歳以上＝30人（抽選）
申 4月15日（必着）までに、往復はがき（1枚5人まで）に全員の氏名・年齢（代表者に○）、

代表者の住所・電話番号、「地質学講座」と書いて、同館へ

NPOはじめの一歩講座　NPOの基本や法人設立手続きなど
時 5月31日 ㈫ 午後2時～4時30分
会 ユニコムプラザさがみはら
対 NPOに興味があるかNPO法人の設立を検討している人＝10人（申込順）
費 500円
申 5月29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、Eメールアドレスを書いて、同所（ sagami.saposen@iris.ocn.ne.jp）へ

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

春季ポニー教室〈全5回〉
　スタッフ指導のもと、ポニーの世話や乗馬、餌やりなどを体験
時 5月15日～6月12日の毎週日曜日 午前10時～11時30分
会 相模原麻溝公園ふれあい動物広場
対 市内在住の小・中・義務教育学生＝10人（抽選）　※保護者同伴
申 4月25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、同広場（〒252－0328 南区麻溝台2317－
1　☎042－778－3900）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
①寄せ植え教室（ハンギング）
　春の植物を寄せ植え
時 4月20日 ㈬ 午前10時30分～正午

②ハーバリウム作り教室
　母の日の贈り物にもぴったりな作品を制作
時 4月27日 ㈬ 午後1時～2時30分

定 各18人（申込順）
費 各2,000円
申 4月5日から、直接か電話で同センターへ

おためしタイムもあります！
　約10分間の無料投影
6月までのテーマ 

「星はうごく!?～2022年春～」
時 毎週日曜日、祝日等 正午～午後0

時10分

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

市体育館（市役所前）
〒252－0236 中央区富士見1－2－15
☎ FAX042－769－5201

土曜コンサート「アコーディオン♪
アコーディオンお楽しみMusic Box」
　L

る あ ん

uannによる演奏
時 4月23日 ㈯ 午後3時30分～5時
定 220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

インナーストレッチ〈全8回〉
時 5月12日～6月30日の毎週木曜日 午

後2時～3時
対 15歳以上（中学生を除く）
定 15人（申込順）
費 4,800円
申 4月15日～30日に、電話か、ファク

スに10面上の必要事項を書いて、同
館へ
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野生生物を寄せ付けないために

ヤマビルから身を守るために

アライグマなどに棲
す

みつかれたら

カラスから身を守るために

傷ついてる動物を見掛けたら

クマから身を守るために

◦実った果樹や野菜、残飯を放置しない
◦草刈りなどで動物が隠れる場所をなくす

草地に入る場合は
◦長袖などの肌を出さない服装をする
◦忌避剤などを使う

◦木酢液や煙が出る殺虫剤などで追い出す
◦侵入口をふさぎ、環境を清潔に保つ

近くを歩くときは
◦帽子や傘で身を守る

◦県自然環境保全センター（☎046－248－6682）へお問い合わせを

山間部に行く場合は
◦朝夕や霧が出ている

時を避ける
◦音の出るものを身に

着ける
◦2人以上で行動する
出合ったときは
◦大声などを出して刺激しない
◦クマに背中を見せないように向き合った

まま、ゆっくり後ろへ下がる

 緑区（大沢、橋本地区）　緑区役所区政策課  ☎042－775－8852
 緑区（その他の地区）    
各まちづくりセンター   （城山）　 ☎042－783－8117
   （津久井） ☎042－780－1403
   （相模湖） ☎042－684－3212
   （藤野）　 ☎042－687－2119
  中央区  ・  南区     水みどり環境課  ☎042－769－8242

問下水道経営課 ☎042－707－1840
問中央土木事務所

☎042－769－9235

捕獲許可など詳しくはこちら▶ 

野生鳥獣は法律により
原則捕獲不可

死亡した野鳥をみつけたら、素手で触らないよう
ご注意を。詳しくは市ホームページを参照

ヤマビルポストの活用を
登山道の入り口などにスプレー式忌避剤を配備

巡
回
展
示

日にち 会　場
4月11日 ㈪ まで 市役所本館 
4月13日 ㈬ ～5月8日 ㈰ 市立博物館
5月10日 ㈫ ～20日 ㈮ 緑区合同庁舎
5月24日 ㈫ ～6月3日 ㈮ 南区合同庁舎

「ガンダムマンホールいきまーす！」 宇宙モチーフの
路面シートが
登場！

6月中旬の 
「はやぶさの日」 
関連イベントで

設置予定！
※日時は決定次第

お知らせ

ザクⅡ、SLIM※

設置場所
JAXA相模原

キャンパス正門前
※小型月着陸実証機 

設置に先駆け市内を巡回！設置に先駆け市内を巡回！

「はやぶさの故郷 さがみはら」にちなんだデザイン！ 「はやぶさの故郷 さがみはら」にちなんだデザイン！ 

対策をしても困っていたら、住んでいる地区の担当課へ 

RX-78-2 ガンダム、
はやぶさ
設置場所

淵野辺駅北口

図柄は全12種類！ 
（画像は地球と月） 

そのその

そのその　バンダイナムコグループ「ガ
ンダムマンホールプロジェク
ト」より、2種類のマンホール
蓋が寄贈されました。 　淵野辺駅南口からJAXA相模原

キャンパス（中央区由野台）への
自転車通行帯に、施設案内路面
シートを設置しました。 
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広報紙の内容が
スマホで読めますマイ広報さがみはらAIスタッフ総合案内サービス　AIが質問にお答えします。
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