
市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに…

※品質向上のため、通話を録音しています。

午前8時〜午後9時　年中無休
市コールセンター

☎042-770-7777

2・3面  古典って楽しい！ 相模原で伝統芸能を体験しよう！
4面  新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ
7面  所得税確定申告、市・県民税申告の準備はお早めに
12面  4万人突破！市LINE公式アカウントを登録しよう

LINE UP

人口  726,373人（185減）
男 361,792人 女 364,581人

市の人口・世帯

世帯  342,077世帯（106増）
令和4年12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

午前8時30分〜午後5時30分
（1月3日、土・日曜日、祝日等を除く）

感染拡大防止の徹底を

☎042-851-3193
新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル
午前8時30分〜午後5時（1月3日、土・日曜日、祝日等を除く）

生活などでお困りの時

給付金
ナビダイヤル

☎050-5445-4357　☎050-5445-9837
☎050-5445-4358　☎050-5445-9838

ワクチン接種の予約等

午前8時30分〜午後8時
（土・日曜日は午後7時まで）

市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

コロナ関連の問い合わせはこちら

☎042-769-9237（24時間）
感染の心配などは 市新型コロナウイルス感染症相談センター

障害により電話での相談が難しい場合は、
FAX 03-6824-1221へ

市非課税世帯等　☎ 0570-022-070
市均等割課税世帯  ☎ 0570-022-026

問 広聴広報課☎042-769-8200

テレビ広報 新春特別番組「市長と語る2023年のさがみはら」を放送
時 1月1日㈷午前11時～11時15分
放送局　テレビ神奈川(tvk)
※市 HP「相模原チャンネル」でも1月6日㈮から視聴可能

　ウサギは長い耳を持つことから、豊富な情報
が集まり、福が集まる縁起の良い動物ともいわ
れます。本紙では今年も皆さんの「嬉しいこと」
につながるような相模原市の魅力や大切なお知
らせをお届けします。

う

撮影場所 相模原麻溝公園ふれあい動物広場
所在地　南区麻溝台2317-1　問 ☎042-778-3900
※開園時間などは市 HPを参照するかお問い合わせください。

今年は卯年

1.1
2023（令和5年）
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　日本には、古くから伝わり、変わることなく大切に継承されてきた伝統芸能がたくさんあります。
しかし、年々、保存や継承が難しくなってきています。伝統を未来に残すため、自分の住んでいる地
域にどんな文化があるのか、知ることから始めてみませんか。

問文化振興課☎042-769-8202

 本市には、地域に根差した伝統を継承したり、伝統を守りつつも新しい楽しみ方を作り上げたりと、さまざまな
形で伝統芸能を広めるために活動する人たちがいます。活動の姿や、それぞれの古典の楽しみ方を紹介します。

　子どもたちが楽しく体験することを通して、将来にわたって伝統芸
能を守り育てるきっかけを作るため、気軽に参加できるワークショッ
プを開催します。この機会にぜひご参加ください。

　毎年、県内各地で実施されているカナガワ リ・古典プ
ロジェクトが、今年度、本市にやってきます。本市では、
体験を重視したさまざまなイベントを開催予定です。

シテ（主人公）がこの世のものではない役
柄を表すときにかける（着ける）面。役柄
によって女や翁

おきな

、鬼などの種類がある

指や爪（ピック）などで弦をはじいて音
を出す弦楽器。お正月に流れるメロデ
ィーをイメージする人も多いのでは

箏

能面

能装束
舞台の上で着る衣装。形や色で役柄を表す。
身分の高い女性の衣装はふんだんに刺

ししゅう

繡な
どの装飾をされ、重ねて着るため20kg以上
になることも

すり足
優美な舞台を演じるため
の基本のステップ。1歩
進んだら一度そろえて次
の1歩を踏み出す。能楽
師の鍛え上げられた体幹
が洗練された動きを生む

撥
ばち

で弦をはじいて音を出す弦楽器。古く
から伝わり、百人一首などにも描かれて
いる。果物のビワはこの楽器が語源

琵琶

右肩に乗せて右手でたたく打楽器。表
面の革を調節して音色を変える。ひな
人形の五

ご に ん ば や し

人囃子のメンバー

小鼓

歌舞伎の技法が基本といわれる、日本
の伝統的なダンス。扇や着物の動きな
どで物語や風景を表現する

日本舞踊

時①②③2月4日㈯正午、午後1時30分（各回60分）
　④⑤⑥2月5日㈰午前11時、午後1時（各回60分）
会杜

も り

のホールはしもと
対①②④⑤小学校4年生～中学生③小・中学生⑥小学生
定①⑤各回10人②④各回8人③各回12人⑥各回6人（抽選）
申1月20日までに、右記の二次元コードから
問 �かながわの伝統文化の継承と創造プロジェクト実行委員会事
務局（県文化課内）☎045-285-0220

日にち 時　間 会　場 定員（抽選）

3月12日㈰ 午前11時～午後0時30
分、午後2時～3時30分

松山能舞台
（南区相模大野） 各20人

3月20日㈪ 午後5時～5時30分 相模女子大学
グリーンホール 40人

対県内在住か在学の小・中学生とその保護者
費  1,000円　※20日だけの参加は不可。両日参加は別途、

足
た び

袋の用意が必要。見学は子ども1人につき1人まで
申2月20日までに、右記の二次元コードから
問県文化課☎045-210-3808

◆能楽ワークショップ〈全2回〉

古典
って楽しい！

ワークショップに
参加しよう！

伝統芸能ワークショップ
和のオーケストラを奏でよう

地域ゆかりの伝統文化を、時代に合わ
せた形で再〈リ（Re）〉発信し、その魅力
を再発見するプロジェクトin相模原

カナガワ リ・古典プロジェクトとは
県と市が共同開催

カナガワ リ・古典プロジェクトが相模原にやってくる！

相模原で活躍している人を紹介！

箏の講師は
あさきゆめみしの
坪井さんと設楽さん

能楽の講師は
松山さん！

邦
 楽

能
 楽

昭和44年に初めて剣獅子を舞った
という中里さん。写真は昭和50年ご
ろ。現在は拍子木での指揮唄を担当

◆伝統芸能ワークショップ

⃝すり足
⃝能

のうめん

面・能
のうしょうぞく

装束（いずれか）
⃝太

た い こ

鼓・小
こつづみ

鼓（いずれか）
⃝仕

し ま い

舞『鶴
つるかめ

亀』の鑑賞
能面体験で物語の主人公気分12日は能に必要な動きや

道具を体験し、20日はさ
がみはら能で使用する舞台
ですり足をします。

体験内容

私は若い女性の
役で使われます

13本の弦でいろん
な音を作り出せる
ところと落ち着く
音色が箏の魅力！

実際に上演に使われる能舞台などで、能楽ワークショップを開催します。
親子で楽しみながら能楽に触れてみませんか。
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　⃝神
か ぐ ら

楽

体験内容

楽器や踊りを選んで体験します。一部は、講師と一緒にホールで
の公演を目指します。

動画で
見てみよう

動画で
見てみよう

伝統芸能まめちしき

能楽まめちしき

世界最古のミュージカルを体感

能楽ワークショップ

①箏②琵琶③獅子舞 ④小鼓⑤日本舞踊⑥神楽2月4日㈯ 2月5日㈰

▲県 HP

獅
子舞

歌舞劇の「能」と「狂言」
を合わせたもの。謡

うたい

（声
楽）と囃

は や し

子（楽器演奏）
を合わせて演じられる

能楽とは

緑区大島地区で150年以上続くとされる獅子
舞。県指定無形民俗文化財。剣獅子、巻獅子、
雌獅子の3匹の獅子と音楽からなる勇壮な舞
を、家内安全などを祈願して奉納する

大島諏訪明神獅子舞とは

伝統を受け継ぐ激しい舞
　初めての祭礼は、年代の違う人たちと一
緒で、遅れないようにと必死に剣獅子を舞
いました。伝統の舞は激しい反面、役によ
っては人をなぐさめるような部分もありま
す。厄を払うといわれる獅子頭などに触れ、
大島の舞を体験してください。

大島諏訪明神獅子舞保存会
中
な か ざ と

里邦
く に

男
お

さん

インタビュー

やや遠くを見つ
めて、手足を意識
すると美しい姿
勢になりますよ

能楽師  松
ま つ や ま

山隆
た か

雄
お

さん

大自然の懐に抱かれるような世界
　初めて能楽堂で能を見たときは、
とてもゆったりした場で、空気が澄
んでいるように感じました。バラン
スの良い人の姿や、静かなたたずま
いの美しさが能の良さだと思いま
す。
能を舞うことで呼吸や体幹も丈夫に
　能は健康にも効果的です。ぶれな
い動きを学ぶことで、体の関節が柔
らかくなり、呼吸も整います。松山
能舞台では、舞台や親子で体験でき
る「すり足会」を開催しています。一
緒に楽しみましょう。

インタビュー 邦楽ユニット
あさきゆめみし

西洋楽器とは違う独特な音の響きが魅力
　和楽器は、自分で音を作り出す感覚が
強く、微妙な音色でさまざまな表現がで
きます。楽譜は五線譜ではなく、指揮者
もおらず、演奏者同士が間

ま

や呼吸を感じ
て演奏するところも面白いです。
伝統に触れ豊かな交流を
　伝統芸能は美しい姿勢や作法も学べ、
他国の人に日本を紹介するときにも役立
ちます。和楽器を聴くと、雅やかで奥が
深い音色で、心に響くものがあると思い
ます。気軽に触れて、身近な音楽として
感じてほしいです。

インタビュー

本市在住。国・重要無形文化財保持
者（総合）、令和元年市政功労表彰
受賞。13歳で能の名門梅若家に入
門し、昭和46年に能楽師として独
立。市内外で能の普及に尽力して
いる

（写真左から）設
し た ら

楽聡
さ と こ

子さん
（十

じゅうしちげん

七絃）、金
か ね こ

子朋
と も え

沐枝さん
（尺八）、坪

つ ぼ い

井智
と も こ

子さん（箏）
大学で出会い、本市出身の縁
で結成。代表曲は『SAGAMI』

▲県 HP
鑑賞だけのイベントもあり

3月20日はさがみはら能を同日開催
問相模女子大学グリーンホール
 ☎042-749-2200
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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（記載がない場合は無料）　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　 HPホームページ 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

アクセス
してね♪



新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ 1・2 回目接種、小児接種、
乳幼児接種も予約受け付け中

紙面の内容は12月16日現在です。記載内容が変更になる場合があります。

令和4年11月18日～12月23日に開かれた市議会12月定例会議では、30議案が審
議され、全て可決・同意されました。

市議会12月定例会議
30議案を可決・同意

あなたの声を市政に　ご意見を聞かせてください

橋本駅南口地区のまちづくりガイドラインに関するオープンハウス
日にち 時　間 会　場

1月13日㈮・31日㈫
午前11時～午後3時

市役所本庁舎
1月15日㈰ 市民健康文化センター

1月18日㈬ 午後5時～8時 相模大野駅北口ペデストリアン
デッキ

1月21日㈯
午前11時～午後3時

津久井中央公民館
1月22日㈰ 市立博物館
1月24日㈫ 午後2時～8時 ミウィ橋本（緑区橋本）
1月28日㈯ 午前10時～午後6時 アリオ橋本（緑区大山町）

詳しくは市 HPへ

問リニア駅周辺まちづくり課☎042-707-7047

問総務法制課☎042-76９-９260

接種の予約・相談・問い合わせ 市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
〈午前8時30分～午後8時（土・日曜日は午後7時まで）〉

☎050-5445-9837
☎050-5445-9838

☎050-5445-4357
☎050-5445-4358

※音声ガイダンスの後、
オペレーターにつながります。

ウェブ・LINE予約
はこちら▶

最新情報は
こちら▶

「English（英語）、中文（中国語）、 （韓国語）」
外国人専用ダイヤル ☎042-767-2104 障害などにより電話が困難な人専用ファクス FAX042－740－1020

時1月12日㈭午前９時30分から
内本会議（会期決定など）、議会運営委員会
※�開会会議のための議会運営委員会は、1月6日㈮午前９時30分に開催しま
す。
※�1月12日㈭の議会運営委員会は、本会議終了後に開催します。
※会議の日程、時間などは変更になることがあります。
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、インターネット中継を活用し
てください。
※�市議会 HPから、各会議のインターネット中継が視聴できます。

問議事課☎042-76９-8278

今回、可決された主な内容は次のとおりです
●相模原市個人情報の保護に関する法律施行条例について
●令和4年度相模原市一般会計補正予算　　　　 など

主な審議の内容や結果については、2月1日発行の「さが
みはら市議会だより」をご覧ください。

3～5回目接種 オミクロン株対応ワクチン
対次の全てに該当する人
●1・2回目接種が完了　●前回接種から3カ月以上が経過　●12歳以上
●オミクロン株対応ワクチンを接種していない

種　別 予約受け付け開始日時 接種日

集団接種
受け付け中 1月2９日㈰分まで

1月14日㈯ 午前8時30分 2月26日㈰分まで

個別接種
受け付け中 1月21日㈯分まで

1月14日㈯ 午前8時30分 2月4日㈯分まで

予約受け付けスケジュール

　前回の接種（２～４回目）から３カ月が経過する人へ、接種可能時期に合
わせて、順次クーポン券（接種券）を送付します。
※�前回の接種から3カ月が経過しているにもかかわらずクーポン券（接種
券）が届かない場合や、紛失した場合は、電子申請 かワクチン接種コー
ルセンターへ発行を申請してください。

クーポン券(接種券)の送付

今後のオミクロン株対応ワクチンの集団接種体制
集団接種実施日・会場

接種日 会　場

原則金～日曜日
（※1月1日㈷を除く、９日㈷は実施）

相模原北メディカルセンター急病診療所
グッディプレイス相模原（中央区中央）
イトーヨーカドー古淵店（南区古淵）

１月21日㈯・28日㈯ 津久井生涯学習センター

※�接種の実施期間は3月31日までの予定です。
　今後、集団接種会場は縮小する予定ですので、接種を希望する人は、早めの接種をお願い
します。
※�予約枠に空きがあれば、当日予約も可能です。

相模原駅北口地区のまちづくりに関するオープンハウス

各地区のまちづくりの考え方や方向性について、パネル展示などで説明し、皆さんの意見を募集します。※希望者は直接会場へ

日にち 時　間 会　場
1月14日㈯

午前11時～
午後3時

アリオ橋本（緑区大山町）
1月18日㈬ 市役所本庁舎
1月28日㈯ 相模大野駅北口ペデストリアンデッキ

　3月31日までの実施期間中に全3回の接種を完了するためには、原則として1月13日㈮ま
でに1回目接種を受ける必要があります。

生後6カ月～4歳の子どもの接種を希望する人へ

市議会定例会 
開会会議を開催

　二次元コードから、会場と同内容のアンケートに参加
できます。これまでの検討状況も紹介しています。
回答期間　1月31日㈫まで

◆WEBアンケートも実施

問相模原駅周辺まちづくり課☎042-707-7026

場面に応じて適切
なマスクの着脱を
体調がすぐれない
ときは参加しない

掲載イベントな
どは、中止や延
期の場合あり。
開催状況は､市　
などでご確認を

イベントなどの開催状況は随時ご確認を市　は
こちらから

4 No.14962023年（令和5年）1月1日

時日時　会会場　内内容　講講師　対対象　定定員　費費用（記載がない場合は無料）　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　 HPホームページ



〝さがみはら＂のお店を応援！
最大30％戻ってくるキャンペーンを実施

　物価高騰の影響を受ける市内事業者を支援するため、スマート
フォン決済を活用したポイント還元キャンペーンを実施します。
キャンペーン期間　1月16日㈪～2月12日㈰
対象キャッシュレス決済サービス　PayPay
還元率　最大30％
付与上限　1回の支払いで2,000ポイント、期間中5,000ポイント

対初めてスマートフォン決済を利用する人、利用に不安のある人など
定各40人(先着順)　※希望者は直接会場へ

問新型コロナ暮らし・経済支援ダイヤル☎042-851-3193

詳しくは市 HPへ

PayPayアプリのダウンロード方法や使い方などの説明会を開催
日にち 時　間 会　場

1月10日㈫
午前10時～11時 大野北公民館
午後2時～3時 藤野中央公民館

1月11日㈬ 午後2時～3時 新磯公民館

1月12日㈭
午前10時～11時 清新・東林公民館
午後2時～3時 相模湖公民館

1月13日㈮
午前10時～11時 相原・小山公民館
午後2時～3時 城山・上溝・相模台公民館

問マイナンバーカード普及促進室☎042-769-8309

　市内商業施設などで、マイナンバーカード
の申請を受け付けています。
❶相模原駅マイナンバーカード申請特設窓口
❷マイナンバーカード申請サポート出張窓口
対市内に住民登録のある人（❶は初めて申請
する人のみ）
※希望者は直接会場へ〈❶は通知カード、本
人確認書類(運転免許証など)が必要〉
受け取り方法 ❶後日自宅に郵送❷後日、交
付通知書が届いたら、予約の上、住んでいる
区の区役所区民課か、まちづくりセンターへ
※15歳未満など、法定代理人の同行が必要
な場合あり。詳しくは、市 HPをご覧になるか、
お問い合わせください。

❶はこちら ❷はこちら

曜日（祝日等を除く） 時　間
月・水・金曜日 午前8時30分～午後7時
日曜日 午前8時30分～午後5時

日にち 会　場
1月14日㈯、2月5日㈰、3月19日㈰ ボーノ相模大野（南区相模

大野）
1月15日㈰、2月19日㈰、3月4日㈯ イオン相模原ショッピング

センター（南区古淵）
1月21日㈯、2月12日㈰、3月11日㈯ ロイヤルホームセンター相

模原橋本店（緑区⻄橋本）
1月22日㈰、2月11日㈷、3月18日㈯ ニトリモール相模原（南区

大野台）
1月29日㈰、2月25日㈯・26日㈰、3月
25日㈯・26日㈰ アリオ橋本（緑区大山町）

❶相模原駅マイナンバーカード申請特設窓口

❷マイナンバーカード申請サポート出張窓口

時午前10時～午後5時（▲午前9時30分～11時30分、■午後2時30分～4時30分）

所在地 中央区相模原1-1-3セレオ相模
原4階（シティ・プラザさがみはら内）

日にち 会　場
2月2日㈭ 上溝公民館▲、大沢公民館■
2月17日㈮ 城山公民館
2月24日㈮ 東林公民館▲、新磯公民館■
3月10日㈮ ⽥名公民館▲、麻溝公民館■

3月12日㈰ イトーヨーカドー古淵店（南
区古淵）

3月17日㈮ 相模湖公民館▲、藤野中央公
民館■

3月23日㈭ 相模台公民館

マイナンバーPRキャラクター 
マイナちゃん

マイナンバーカードの申請受け付け中 予約不要・申請用写真の無料撮影あり

PayPayアプリを
ダウンロードして
お金をチャージ

キャンペーンのポス
ターなどのあるお店
で買い物や食事など

PayPayで支払い 後日、ポイ
ント還元

①�電力・ガス・食料品等価格高騰
　緊急支援給付金

②�市民税均等割課税世帯に対する
　特別給付金（電力等価格高騰支援）

③�妊婦特別給付金
　（原油価格・物価高騰支援）

対 �次のいずれかに当てはまる世帯（市民税均等割が
課税されている人の扶養親族などのみの世帯を除
く）

　A 令和4年9月30日に本市に住民登録があり、同
一世帯の全員が、4年度の市民税均等割を課税
されていない

　B�4年1月～12月の間に家計が急変し、同一世帯
の全員が4年度の市民税均等割非課税である世
帯と同じであると認められる

支給額　1世帯当たり5万円
※ AかBのどちらか1つで、1回のみ受給可。原則と

して、世帯主の口座へ振り込み
配 �緑区合同庁舎、津久井総合事務所、シティ・プラザ

はしもと、あじさい会館、南保健福祉センター
申 �1月31日（消印有効）までに、申請書を郵送で、生

活福祉課へ　〒252-5277中央区中央2-11-15

対 �4年9月30日に本市に住民登録があり、次のいず
れかに当てはまる世帯

　● 世帯の全員が、4年度の市民税が均等割のみ課
税されている

　● 4年度の市民税が均等割のみ課税されている人
を除いた世帯の全員が、4年度の市民税非課税
である

※ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の対
象となる世帯は対象外。課税状況が確認できた世
帯には、11月下旬に確認書か申請書を送付済み。
届いていない世帯で対象と思われる場合は、お問
い合わせください。
支給額　1世帯当たり5万円（1回のみ）
※原則として世帯主の口座へ振り込み
配 �緑区合同庁舎、津久井総合事務所、シティ・プラザ

はしもと、あじさい会館、南保健福祉センター
申 �1月31日（消印有効）までに、申請書を郵送で生活

福祉課へ

対次の全てに当てはまる人
　●市内在住で、本市に住民登録がある
　● 4年4月1日以降に妊娠か出産をしていることが

確認できる
　●申請日時点で妊娠届出書を提出している
支給額　1人当たり3万円(1回のみ)
配  緑区合同庁舎、津久井保健センター、ウェルネス

さがみはら、南保健福祉センター
申 �1月31日(必着)までに、市 HPにある申請書と必要

書類を、郵送で、こども家庭課へ　〒252-5277
中央区中央2-11-15

里帰り出産のため、一時的に市外で生活して
いる人も対象です。

問  ①市価格高騰緊急支援給付金ナビダイヤル☎ 0570-022-070、②市均等割課税世帯給付金ナビダイヤル（電力等価格高騰支援）☎ 0570-022-026【①②共通】障
害などで電話が困難な人用 FAX042-752-7568☎〈午前8時30分～午後5時30分（1月4日から。土・日曜日、祝日等を除く）〉③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（1月4日から。土・日曜日、祝日等を除く）〉

電力・ガス・食料品など　価格高騰に対する給付金の申請を受け付け中 1月31日まで

詳しくは市 HPへ
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ごみの分別方法や出し方、収集の曜日などを自分で調べられる、ごみ分別アプリ「シゲ
ンジャーSearch」や家庭ごみ分別サイトを活用してください。

市コールセンターから
ちょっとおしらせ相模原市ごみ分別アプリ 「シゲンジャーSearch」



市長、市議会議員、県知事、県議会議員
統一地方選挙

市の職員として働きませんか

※希望者は直接会場へ。各出席者は立候補予定者を含めて、確認予定団体1団体・立候補予定者1人につき2人まで

任期 ❶最大3年❹❺4月1日～令和6年3月31日❻採用日～令和6年3月31日
※報酬は職歴などにより決定。例規改正により変更される場合あり
※通勤費(規定による)、期末手当・社会保険加入制度・昇給制度(勤務状況による)あり
※申し込み方法や選考内容など詳しくは、市 HPをご覧ください。

問市選挙管理委員会事務局☎︎042-769-8290

●立候補予定者などへの事前説明会

職　名 内　容 勤　務 報　酬 定員（選考） 対　象 問い合わせ

❶ 行政（公民館担
当） 公民館での事業の企画、運営など

週5日で原則1日6時間(
土・日曜日勤務あり)※採
用は原則、4月1日以降

月額16万499円
から 5人程度 ー 生涯学習課

☎042-769-8286

❷ 非常勤看護師Ⅱ
（学校看護師）

小・中・義務教育学校で日常的に医
療的ケアを必要とする児童生徒の
看護

週2~4日（シフトで変動）
で、1日6時間 日額9,000円から ー 看護師か准看護師の資格がある

人
学校教育課
☎042-769-8284

❸ 非常勤介助員
小・中・義務教育学校で支援が必要
な児童生徒の日常生活、身辺自立
の補助や介助など

原則週2・3日（シフトで変
動）で、1日6時間 日額6,906円から ー ー

❹ 事務補助員 パソコン入力事務、書類確認事務
月～金の週4・5日、午前8
時30分～午後5時のうち
指定する1日5.5時間

日額6,000円から 2人 パソコン操作ができる人 学校給食課
☎042-707-7084

❺
さがみはら国際
交流ラウンジの
事務補助員

Ⅰ受け付け業務、事務補助業務と事
業補助業務 Ⅱ受け付け業務、事務
補助業務、事業補助業務と、それに
伴う英語の通訳・翻訳 Ⅲ受け付け
業務、事務補助業務、事業補助業務
と、それに伴うポルトガル語、スペ
イン語、フィリピン語、中国語、ベ
トナム語、カンボジア語の通訳・翻訳

Ⅰ週2・3日、午前9時~午
後3時、午後3時~8時のう
ち1日5時間
Ⅱ週2日、午前10時~午後
3時のうち1日4時間Ⅲ週
1日、午前10時~午後3時
のうち1日4時間

Ⅰ日額5,455円か
ら
Ⅱ Ⅲ日額4,364円
から

Ⅰ6人程度 
Ⅱ Ⅲ若干名

多文化共生に意欲関心がある
人、パソコン操作・軽作業ができ
る人Ⅱ Ⅲ上記のほか対象言語で
の通訳・翻訳ができる人

国際課
☎ 042-707-1569

❻ 消費生活相談員
消費生活物資・役務に関する苦情
の受付・処理、消費生活一般に関す
る相談の回答・指導など

おおむね月16日、週4日
以内で指定する日の午前
9時～午後4時30分（シフ
トで変動、土・日曜日、祝
日等の勤務あり）。延長相
談に伴う変則勤務あり

日額1万1,752円
から 2人

次のいずれかの資格がある人 
Ⅰ消費生活相談員（国家資格）
Ⅱ消費生活専門相談員（国民生
活センター）Ⅲ消費生活アドバ
イザーⅣ消費生活コンサルタン
ト（日本消費者協会） ※Ⅱ Ⅲ Ⅳ
の場合、別途条件あり

消費生活総合セン
ター
☎042-775-1779

❼ 統一地方選挙の
事務補助員

Ⅰ事務局庶務事務Ⅱ投開票物品整
理事務Ⅲ名簿照会処理事務Ⅳ不在
者処理事務Ⅴ期日前投票事務Ⅵ当
日投票事務Ⅶ開票事務（緑区のみ）

Ⅰ～Ⅴ2月6日～4月28日
のうち週2～5日(事務ご
とに異なる)Ⅵ Ⅶ4月9日

Ⅰ～Ⅴ､ Ⅶ日額
4,910円から(事
務ごとに異なる)
Ⅵ1万6,639円か
ら

Ⅰ～Ⅳ若干
名Ⅴ150人
程度Ⅵ230
人程度Ⅶ
40人程度

18歳以上

各区選挙管理委員
会事務局
緑☎042-775-
8820
中央☎042-769-
9259
南☎042-749-
2117

　該当する人は、自動的に普通徴収から特別徴収に切り替わります。
対次の全てに該当する人
◦現在、後期高齢者医療保険料を納付書か口座振替で納めている（普通徴収）
◦「普通徴収による納付希望申出書」を過去に提出したことがない
◦介護保険料が公的年金から差し引かれている（特別徴収）
◦ 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金受給額の２

分の１を超えない

　該当する人に、保険税を公的年金から差し引く特別徴収のお知
らせ(4月からの徴収額)を、2月中旬に送付します。
対  次の全てに該当する人（世帯主が令和5年度中に75歳になる世

帯を除く）
◦世帯主が国民健康保険に加入している
◦世帯の国民健康保険加入者全員が65歳～74歳
◦ 特別徴収の対象となる年金受給額が年額18万円以上で、国民健

康保険税と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超え
ない

◦世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されている

下記の期限内に申し込みで、4月から口座振替に
◦インターネット　1月20日まで
◦ 郵送・窓口　1月10日まで（消印

有効）
詳しくは市 HPをご覧になるか、納
税課へお問い合わせください。　
☎︎042-769-8225

問市国民健康保険コールセンター☎︎042-707-8111

❶任期付短時間勤務職員　❷〜❼会計年度任用職員（❷❸は登録者）の募集

申し込み方法
はこちら▶

投票日は4月9日㈰
※同日開票

❷～❼会計年度任用勤務
職員はこちら　市 HP▶︎

後期高齢者医療制度
4月からの納付方法が特別徴収に切り替わる場合があります

国民健康保険 65歳～74歳の人へ
特別徴収仮徴収額通知書を送付します

区　分 日　時 会　場
市長、市議会議員選挙の確認予定団体 2月1日㈬午後3時 産業会館3階大研修室
市長、市議会議員選挙の立候補予定者 2月2日㈭午後2時 産業会館1階多目的ホール

県議会議員選挙の立候補予定者 2月22日㈬午後2時 相模原市役所第2別館3階
第3委員会室

私たちの暮らしに結
び付く選挙です。皆
さんの一票を大切に
しましょう。

市選挙啓発キャラクター
アップくん

❶任期付き短時間勤務
職員はこちら　市 HP▶︎

申  必要書類を直接、下記の受付窓口か、郵送で国保年金課へ　※1月31日（必着）までの申
し込みで、4月から口座振替に
必要書類（持ち物）　普通徴収による納付希望申出書★、市納付金口座振替依頼書★、預金
通帳、金融機関に登録されている届け出印、後期高齢者医療被保険者証　※★の入手は下
記の受付窓口か、☎︎で国保年金課へ（後日送付）
受付窓口　国保年金課、緑・南区役所区民課、津久井高齢・障害者相談課、城山・相模湖・藤
野福祉相談センター、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

口座振替を希望する場合

新型コロナウイルス感染症の影響により世帯収入が減少した場合などに、減免や分割して
納める制度あり。詳しくはお問い合わせください。

問国保年金課☎︎042-769-8231

保険料の納付が困難な場合は相談を

口座振替を希望する場合
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所得税確定申告、市・県民税申告の準備はお早めに
　各控除の条件に当てはまる人は、申告すると納税額が少なくなる場合があります。

社会保険料控除
通知する金額を社会保険料控除として申告できます。
控除内容　令和４年中に納付した保険料（税）額
確認方法　市から通知（はがき）を次の日程で発送しま
す。　
◦�後期高齢者医療制度　時1月26日㈭　問市後期高齢
者医療コールセンター☎042-707-8787
◦�介護保険　時1月27日㈮以降　問市コールセンター
☎042-770-7777
◦�国民健康保険　時1月27日㈮以降　問市国民健康保
険コールセンター☎042-707-8111

医療費控除　診察料・薬代以外にも控除の対象となるものがあります。

控除内容　�◦介護保険施設
◦訪問看護などの在宅医療系サービス
◦�医療系サービスと併せて利用したホー
ムヘルプサービスなどの福祉系サービ
ス
◦�介護福祉士らが行った喀

か く た ん

痰吸引　など
の費用（条件あり）など４年中に支払っ
た介護保険サービス利用者負担額

確認方法　国税庁 HPをご覧になるかお問
い合わせください。

控除内容　要介護認定者などのおむ
つ代　
申告方法　医療機関が発行する「お
むつ使用証明書」で申告してくださ
い。２年目以降の人は、条件を満た
すと市が交付する「おむつ代の医療
費控除に係る確認書」でも申告可能
です。同確認書については、介護保
険課へお問い合わせください。　☎
042-769-8342

問相模原税務署☎042-756-8211

2月16日から
各種申告が始まります

問市コールセンター☎042－770－7777

検診・健康診査

Ⅰがん集団検診（検診車）

Ⅱ  市内協力医療機関での検診・健診

時①1月27日㈮午前②1月29日㈰午後　会①銀河アリーナ②サン・エールさがみ
はら　※2月・3月はがん集団検診と（特定）健康診査休日健診は実施しません。
対胃・大腸・肺＝40歳以上　子宮＝20歳以上の女性　乳（視触診＋マンモグラフ
ィ）＝40歳以上の女性で2年に1回の受診　※乳は、授乳中や生理中、生理前1週間
は受診を控えてください。

　がん検診（胃・大腸・肺・子宮・乳・前立腺）・肝炎ウイルス検診・歯科健康診査（お口
の健康診査・国民健康保険歯科健康診査）・（特定）健康診査を、随時実施していま
す。
※�前立腺は、がん施設検診の胃・大腸・肺のいずれかか、（特定）健康診査の施設健診
（市国民健康保険加入者のみ）と同時に受診が必要。がん検診の内容、対象、費
用などは集団検診とは異なる。詳しくは市 HPを参照か、市コールセンターへお
問い合わせを

Ⅰ Ⅱは受診券が必要です。
申 �受診券がない人は☎で市コールセンターか、電子申請から。
Ⅰは検診日の1週間程度前に受診券などを郵送します。

※�令和４年度がん検診、（特定）健康診査などの「受診券」や「が
ん検診無料クーポン券」の有効期限は、3月31日です。年度
末は医療機関が混み合います。早めに受診しましょう。

スマートフォン
からも
申し込めます

●�費用の記載がある場合でも70歳以上の人は全て無料　※Ⅰ Ⅱは市民税非課税世帯、生活保
護制度を利用している人などは、申請で費用を免除（一部例外あり）

口腔
く う

がん健診
時3月21日㈷午前9時〜午後5時（所要時間は1人20分程度）
会相模原口腔保健センター（ウェルネスさがみはら内）
対市内在住の40歳以上＝120人（抽選）　※結果は郵送で通知
費500円　※70歳以上など一部の人は免除あり
申1月4日〜2月12日までに、☎で市コールセンターへ　☎042-770-
7777

年度内1回受診可。今年度最終回

対市内在住で、次の全てに該当する人
◦�認定を受けたい年の12月31日時点で65歳以上
◦�身体の障害や寝たきり、認知症により日常生活に支障があ
る（基準あり）
◦�特別障害者控除の対象となる手帳を交付されていない（身
体障害者・療育・精神障害者保健福祉・戦傷病者）
◦原子爆弾被爆者の認定を受けていない
◦本人かその扶養者が市・県民税、所得税の課税がある
※�障害者・特別障害者控除の対象区分など詳しくは、お問い合
わせください。

　申告書の作成の仕方などを説明します。
時1月20日㈮午後2時〜4時
会市民会館第1大会議室
対給与・雑（年金）所得者で、医療費・住宅ローン控除の追加など、申告が必要な人
定50人（申込順）　※個別の申告相談、書類の提出不可
申1月11日〜19日に☎で相模原青色申告会の予約専用ダイヤルへ　☎070-4149-
0399

問相模原青色申告会☎042-756-4104

対4年度市・県民税の申告書を提出した人
※�4年度申告状況などを基に送付します。申告書が届かない場
合でも、申告が必要な場合は、市 HPからダウンロードするか、
お問い合わせを
※�医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」を作成・添
付してください。

問市民税課☎042-769-8221

申 �各高齢・障害者相談課・福祉相談センターにある申請書（市ホー
ムページにも掲載）を直接、住んでいる地区の窓口へ

　知的障害者か身体障害者
に準ずると認定された人に
交付し、障害者控除を受け
るために使用するもの
※�障害者向けのサービスは
受けられません。

障害者控除対象者
認定書とは

各高齢・障害者相談課 各福祉相談センター
地　区 電話番号
緑　区 042-775-8812
津久井 042-780-1408
中央区 042-769-8349
南　区 042-701-7704

地　区 電話番号
城　山 042-783-8136
相模湖 042-684-3215
藤　野 042-687-5511

所得税確定申告書　説明会 市民税・県民税申告書を2月2日に発送

▲相模原青色
申告会

場
会
告
申

確定申告書申告書

障害者控除

控除を
受けるまでの
手続きの流れ

障害者手帳などの交付を受けていなくても、要介護認定者本人の身体などの状況により、控除の対象になる場合があります。
申告には、�障害者控除対象者認定書　が必要です。認定書が届いた時点では、控除は適用されていません。認定書が届いたら、申告をしてください。

①認定書を申請 ②申請の認定 ③認定書が郵送で届く ④�申告書と
　認定書を提出 ⑤控除適用

※2週間程度かかります。

検�診種目・費用　胃（X線）900円　大腸500円　肺（X線のみ）200円・（X線＋喀
か く

痰
た ん

）
700円　子宮（頸部のみ）600円　乳（視触診＋マンモグラフィ）2,000円　
※乳（視触診のみ）、前立腺は実施なし。胃は午前のみ実施
※65歳以上の人は、肺の代わりに結核健診の受診可。費用は無料
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AIスタッフ総合案内サービス
ごみや資源の年始の収集は、1月4日（水）からです。年始は収集時間が変わる場合があります。
決められた曜日の午前8時30分（夜間収集実施地区は決められた時間）までに出してください。

市コールセンターから
ちょっとおしらせAIが質問にお答えします。



ひとごとじゃない！
契約トラブルに注意
契約トラブルや悪質商法で困った時は、一
人で解決しようとせず、消費生活総合セン
ターへ相談を
トラブルに遭わないために●「お試し」「初
回限定」などは、定期購入が条件になって
いないか必ず確認●身に覚えのない請求
に応じない。安易に個人情報を教えない
●友達から誘われても、きっぱりと断る
困ったら、消費生活総合センターへ　
☎188（いやや）か☎042-775-1770　 
※1月～3月は若者向け悪質商法被害防
止キャンペーン期間　※1月8日～10日は
相談重点対応日

パスポートの手続きの変更
旅券法改正で、3月27日から手続きが変
更　①旅券の査証欄増補制度を廃止、残
存有効期間が同一の旅券を発行できる制
度が開始②旅券を申請したものの、受領
せず失効した場合で、同じ申請者が5年
以内に再度申請をするときは、追加の手
数料が必要③新規申請のときに提出が
必要となる戸籍は「謄本」のみ（「抄本」は
不可）　問 県パスポートセンター☎045-
222-0022

【期間延長】子育て世帯などの中古
住宅の購入などに補助金を支給
子育て世帯などが、これから中古住宅を購
入する場合は最大100万円、親世帯とこ
れから同居を開始する場合の改修に最大
60万円の補助金を支給する制度の申請
期間を延長。市 HPを参照す
るか、お問い合わせを　申
請期間2月28日まで　問 建
築・住まい政策課

宿泊利用　相模川清流の里
4月分の抽選申し込み
申 1月10日午後5時までに、同所 HP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郵送で
同所へ。抽選後の空き室の申し込みは1月
21日から、☎で同所へ　☎ 0120-
988-547　※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　4月の休館日10日㈪・11日㈫

ひとり親家庭の情報交換会
高校や大学などに進学するための奨学金
や補助金、福祉資金貸付などの情報交換
会　時 ①1月26日㈭②1月27日㈮午後6
時～8時　会 ①ソレイユさがみ②ユニコ
ムプラザさがみはら　対 ひとり親家庭の
親　定 ①24人②30人（申込順）　申 1月4
日～開催日前日に、☎で市ひとり親家庭
福祉協議会へ　☎042-755-6612

空き家の無料相談会
プロの相談員が対応　時 1月27日㈮・28 
日㈯午前10時～午後4時　会BOOKOFF 
PLUS古淵駅前店アパレル・家電館（南区
古淵）　 対 市内に空き家を持っている人　 
定 各5組（申込順）　申 1月5日から、☎で
おうちの無料相談会予約受付センターへ　
☎03-6701-4618

サポステ説明会＆簡易相談会
in南区
若者の就労と自立をサポートする機関の
説明と相談会　時 1月30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・ひきこもり状態の若者
や、生きづらさを感じる若者などとその
家族　定 6組（申込順）　申 1月11日～28
日に、直接か☎でさがみはら若者サポー
トステーションへ　☎042-703-3861

弁護士無料法律相談会
時 2月6日㈪午後1時30分～4時30分（相
談時間は1組20分以内）　会 おださがプ
ラザ　 対 市内か座間市内に在住・在勤・
在学の人　定 24組（申込順）　申 1月10
日から、☎で県弁護士会相模原支部へ　 
☎042-751-0958

さがみはら就職面接会
経験不問求人とトライアル雇用を集め
た面接会　 時 2月7日㈫午後1時～4時　 
会 ソレイユさがみ　対 就職を希望する人　
定 90人（申込順）　※相模原以外のハロー
ワークでも申込可　 申 1月16日から☎
でハローワーク相模原へ　☎042-776-
8609(部門コード31♯)

募 　 集
ミニアートギャラリー
作品展示団体
展示期間4月～翌年3月（各1週間）　会 総
合学習センター　申 1月5日～31日に、同
センターにある申込書（市 HPにも掲載）を
直接、生涯学習センターへ　☎042-756-
3443

「青を集めよう」作品展の写真
自閉症啓発のシンボルカラーである青色
のもの（風景、遊具、制作物など対象は
自由）の撮影作品を募集。応募作品は、
後日開催の発達障害を啓発する作品展や
動画で紹介。応募者には記念品を進呈　 
申 1月5日～2月10日に、右
の二次元コードから　問 陽
光園☎042-756-8411

お 知 ら せ さがみはら男女共同参画推進員
啓発情報誌の企画・発行、市内イベントな
どでの啓発活動　任期4月ごろ～令和7
年3月31日(会議は2カ月に1回程度、保
育可)　謝礼活動1回につき2,000円　 
対 市内在住か在勤・在学の18歳以上　 
定 10人程度（選考）　配 人権・男女共同参
画課、ソレイユさがみ、各行政資料コー
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(市 HPに
も掲載）　申 1月5日～27日（必着）までに
申込書を直接か郵送、 FAX 、 で人権・男
女共同参画課へ　 FAX 042-754-7990 

jinkendanjo@city.sagamihara.
kanagawa.jp

さがみはら市民活動サポート
センター職員（センター長補佐）
窓口業務やセミナー・イベント等の企画運
営、マネジメント業務など　勤務4月1日か
ら週5日で、センター開館時間のうち1日
8時間　勤務場所さがみはら市民活動サ
ポートセンター　報酬月額22万6,000
円(社会保険加入、通勤費は規定による)　
対 パソコンの基本操作ができる人　定 1
人(選考)　※後日面接あり　 申 1月4日
～17日(必着)に、履歴書(写真貼付)を
郵送で同所へ　〒252-0236中央区富
士見6-6-23けやき会館3階☎042-755-
5790

イ ベ ン ト
みんなで歩こう　初詣・亀が池
八幡宮と溝の七福神〈10km〉
時 1月6日㈮〈小雨決行〉　集合午前9時
=相模原駅北口広場　解散正午=上溝さ
くら公園　 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

美化ポスター・美化標語
コンクール入賞作品の展示
市内小・中学生を対象に実施したコンクー
ルの入賞作品を展示　 時 1月①6日㈮～
12日㈭午前9時～午後4時②13日㈮～19
日㈭午前8時30分～午後5時③20日㈮～
30日㈪午前9時～午後5時(金曜日は午後
1時から)　会 ①シティ・プラザはしもと②
南区合同庁舎③エコパークさがみはら(環
境情報センター)　問資源循環推進課

消防出初式
式典、消防団ラッパ隊の演奏、消防部隊
による消防合同演技や在日米陸軍消防隊
との一斉放水など　時 1月8日㈰午前10
時～11時30分　会 キャンプ淵野辺留保
地(淵野辺公園隣接地)　※希望者は直接
会場へ　問 警防課

女子美術大学退職教員記念展
今年度に退職する教員の作品を展示　 
時 1月11日㈬～26日㈭(日曜日を除く)午
前10時～午後5時(入館は午後4時30分
まで)　会 女子美アートミュージアム（南区
麻溝台）　問 同所☎042-778-6801

出張シルバー人材センター入会
説明会
時1月①②18日㈬午前10時から③19日㈭
午後1時30分から④24日㈫午前10時から

（各回1時間30分程度）　会 ①小山公民館
②ソレイユさがみ③相模台公民館④藤野
中央公民館　対 60歳以上　定 各20人（申
込順）　申 1月6日～開催日前日に、直接
か☎でシルバー人材センター各事務所へ　
①中央☎042-754-1177②④緑☎042-
783-1313③南☎042-745-2158

SAGAMIHARA ROCK
FESTIVAL
青少年バンドによる軽音楽ライブイベント
を開催　時 ①フェスステージ1月22日㈰
午前10時から②コンテストステージ2月4
日㈯午後1時から　会 ①青少年学習セン
ター②相模女子大学グリーンホール多目
的ホール　定 ②50人(先着順)　※観覧希
望者は直接会場へ　 問 SAGAMIHARA 
ROCK FESTIVAL運 営 事 務 局(FM 
HOT839内)☎042-776-3980

現観光親善大使

ねんりんピックのPRをする
第15代観光親善大使

任　　期　4月1日～令和6年3月31日
　　　　　※任期終了時に報奨金の支給あり
応募資格　次の全てに該当する人
● 市内在住か在勤・在学の18歳以上(4月1日現在)で、モデルなどの専属契約が

ない
● 観光イベントやキャンペーン、各メディアなどで、観光PR業務(ステージ出演、

チラシ配布、雑誌取材、テレビ・ラジオ出演など)ができる
●観光親善大使のSNSで活動内容などの報告を積極的にできる
定 3人程度(選考)
配 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)・公民館(沢井を除く)、市観光協会　※同協会 HPにも掲載
申 1月4日～31日(必着)に、応募用紙を直接か郵送、 (件名は「相模原市観光
親善大使募集」)で、市観光親善大使事業運営委員会事務局(市観光協会内)へ

問 市観光親善大使事業運営委員会事務局(市観光協会内)☎042-771-3767

第17代 観光親善大使 募集

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

場面に応じて適切
なマスクの着脱を
体調がすぐれない
ときは参加しない

申込時記入する必要事項
電話番号の記載がない記事の問い合わせ

インターネットと、各ツールを利用できる環境が必要
イベントなどの開催状況は随時ご確認を
オンラインの催し

中止や延期の場合あり。開催状況は、
市　などでご確認を

市役所☎042-754-1111(代）
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発達障害のある子にとっての
生活・相談スキルの重要性
時 2月10日㈮午前10時～正午　会 陽光
園(オンラインでの参加も可。ツールは
Webexを使用)　対 発達障害やその疑い
のある小・中学生の保護者や家族　定 30
人（申込順）　申 1月5日～2
月1日に、右の二次元コード
から　問 陽光園療育相談室
☎042-756-8435

通訳実務研修会 医療編
医療通訳の心得や基礎知識を学ぶ　時 2
月11日㈷午前10時～正午　会プロミティ
ふちのべビル(中央区鹿沼台)　対 市内在
住か在勤・在学で、医療分野の通訳ボラ
ンティア活動に関心のある人　 定 20人
(申込順)　申 1月6日～2月10日に、☎で
さがみはら国際交流ラウンジへ　☎042-
750-4150

3月31日まで

（敬称略）
費用の記載がない場合は無料 
です。催 し

●脳トレリズム体操サークル体験会
時 1月12日 ㈭・19日 ㈭ 午 前10時 ～
10時45分　 会 青少年学習センター
対 女性　定 各10人（申込順）　費 500
円　 申 ☎で福島へ　☎050-5849-
5200
●杜

も り

のホールはしもと アンサンブル
コンサート　曲目は『アヴェマリア』
ほか　 時 1月21日㈯午前10時30分
～午後5時　 会 杜のホールはしもと
定 400人（先 着 順）　 問 鈴 木 ☎090-
5414-7419
●フォト四季写真展「四季燦

さ ん

燦
さ ん

」　風景
写真64点を展示　時 1月27日㈮～30
日㈪午前10時～午後5時（初日は正午
から、最終日は午後４時まで）　会 相
模原市民ギャラリー　問 山口☎090-
6798-5621
●相模原マンドリン倶楽部定期演奏会
曲目は『トッカータとフーガニ短調』ほか　
時 2月11日㈷午後2時～4時　 会 相模
女子大学グリーンホール　定 1,240人

（先 着 順）　 費 500円（未 就 学 児は無
料）　問 小澤☎042-766-2848

会費などは個別にお問い合わせ
ください。仲 間

●踊り（よさこいソーラン）　 時 毎週
火曜日午後8時　会 中野中学校体育館
※初心者歓迎、体験可　問 大野☎090-
9649-8887
●スポーツ吹き矢　時 月3回程度月曜
日午前10時ほか　会 東林ふれあいセ
ンター　問 樋

ひ

口
ぐ ち

☎090-9843-2244

読者 ひろばの

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

銀河の森プレイパーク
10周年記念フィールドビンゴ
参加者にはお菓子をプレゼント　時 1月
22日㈰午前11時～午後3時〈雨天時は1
月29日㈰〉　会 銀河の森プレイパーク（淵
野辺公園隣接地）　対 市内在住の子ども　
定 50人（先着順）　※希望者は直接会場
へ　問 子どもの居場所づくり・相模原☎
070-4497-4588

市立公文書館企画展
①展示②展示解説
テーマ近代水車の世界 郡役所・町村役場
資料から見た水車　時 ①1月23日㈪～3
月24日㈮②2月18日㈯、3月18日㈯午
後2時～3時　会 市立公文書館　定 ②20
名(先着順)　※①②希望者は直接会場へ
問 同所☎042-783-8053

ウォーキングDEお絵かき
歩いた経路が地図上に表示されるアプリ
を利用して、絵を描くようにウオーキン
グ　時 2月1日㈬午後1時30分～3時30
分　 会 北総合体育館、相模原北公園　 
対 市内在住でスマートフォンが利用で
き、運動に支障のない人　定 20人（申込
順）　※詳しくは、市 HP参照　申 1月5日
～17日に、☎で健康増進課へ　☎042-
769-8274

講演・講座
さがみはらミドルサポート
プロジェクトセミナー
正社員を目指すために必要な知識を身に
付けるセミナー　時 ①1月13日㈮・27日
㈮・29日㈰午前10時～午後3時②1月11
日㈬・18日㈬・31日㈫午前10時～午後3
時③1月24日㈫、2月3日㈮午前10時～
正午、2月5日㈰午前10時～午後3時　
会 ①ユニコムプラザさがみはら②杜

も り

の
ホールはしもと③ソレイユさがみ　対 市
内在住で求職中のおおむね36歳～51歳
定 各10人（申込順）　申 1月5日～開催日
前日に、☎でさがみはらミドルサポート
プロジェクト事務局へ。同 HPからも可
☎03-6740-4943

パパの子育て講座
言葉を上手に話せない時期の子どもと森
の中を散歩し、子どもの面白い気付き
を発見　時 1月15日㈰午前10時～正午　
会 銀河の森プレイパーク(淵野辺公園隣
接地)　対 1～2歳で自立歩行できる子ど
もとその父親　 定 10組（申込順）　 申 1
月5日～12日に右の二次元
コードから　問 子育てそう
だん広場はれまえ☎080-
9187-6822

防災講演会
神奈川県の防災対策
時 1月18日㈬午後2時30分～4時　会 杜

も り

のホールはしもと　講 中村純也さん(県
総合防災センター所長)　定 300人（先着
順）※希望者は直接会場へ　問 市防災協
会☎042-753-9971

オンラインで学ぶ
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 1月27日㈮午後7時30分
～9時　 対 市内在住か在勤・在学の人　
定 30人（申込順）　※ツールはZoom®を
使用　申 1月6日～23日に、☎か FAX 、
に8面上部の必要事項を書いて市キャラ
バン・メイト連絡会事務局（Link・マネジメ
ント内）へ　☎042-707-1603 FAX 042-
786-6631 sagami-mate.network@
link-npo.com

オンライン女性のための創業サロン
C

キ　ャ　ン　バ

anvaセミナー＆交流会
起業家として集客する方法を学び、デザ
イン作成ツールCanvaで簡単にSNS投
稿用の画像を作る　時 1月28日㈯午後1
時30分～4時30分　対 市内在住か在勤・
在学で、市内での創業を考えている人
定 20人（申込順）　※市産
業振興財団 HPを参照　申 1
月5日～24日に、右の二次
元コードから　 問 同財団
☎042-759-5600

そのネットショッピング
大丈夫？〈全2回〉
ネットショッピングなどに関する消費
者トラブルの動向や対策についての講
義と、商品テスト施設の見学　時 1月31
日㈫、2月7日㈫午後1時～2時30分（終
了後商品テスト施設見学あり。お問い
合わせを）　会 国民生活センター相模原
事務所（中央区弥栄）　 対 市内在住か在
勤・在学の15歳以上（中学生を除く）　定
30人（申込順）　 申 1月5日～18日に直
接か☎、 に8面上部の必要事項を書
いて生涯学習センターへ　☎042-756-
3443 silc@sagamihara-kng.ed.jp

※詳しくは市スポーツ協会 HPを
ご覧ください。

　中学生から70代まで、95チーム、475
人のランナーがたすきをつなぎながら駆け
抜けます。競技中は交通規制に注意してく
ださい。

規制時間　1月15日㈰午前8時30分～正午
会 相模原ギオンスタジアム周辺道路

相武台・座間方面相武台・座間方面

女子美術大学女子美術大学

原当麻駅
方面
原当麻駅
方面

第3駐車場第3駐車場

第1駐車場第1駐車場

第2駐車場第2駐車場相模原
ギオン
アリーナ

相模原
ギオン
アリーナ

相模原
ギオン
スタジアム

相模原
ギオン
スタジアム

第4駐車場第4駐車場 第6駐車場第6駐車場

第5
駐車場
第5

駐車場

市役所・中央方面市役所・中央方面

車線規制区間（片側交互通行可能区間）
通行規制（車両通行ができない区間）　
利用不可駐車場

麻溝公園麻溝公園

●競技中は第1・第2・第5駐車場の利用は
できません
●一部路線バスに経路変更があります
●コース周辺道路は混雑することがあり
ます
●競技中、コースを横断するときは現場
の走路員などの指示に従ってください

交通規制のお知らせ相模原駅伝競走大会

応募は発行日の３週間前まで
申 電子申請 から。郵送、FAX の場合
は、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、掲載希望号、「読者のひろ
ば」と書いて、広聴広報課へ　〒
252-5277中央区中央２-11-15
FAX 042-753-7831　※掲載は抽
選。掲載の場合のみ発行日の10日
前ごろに連絡　※政治・宗教活動、
営利目的のものなどは
掲載不可。掲載基準な
ど詳しくは市 HPを参照

新型コロナウイルスに感染した人のうち、上
記保険・制度に加入している給与所得者や個
人事業主などを対象とした手当金・見舞金を
支給しています。適用期間が手当金は3月31
日まで、見舞金は3月10日（必着）まで延長に
なりました。申請方法など詳しくは、市 HPを
ご覧ください。
申 ☎で次の申し込み先へ

問 国保年金課☎042-769-8235

申し込み先
傷病手当金(国保)
傷病見舞金(国保) 市国民健康保険コールセンター☎042-707-8111

傷病手当金(後期) 県後期高齢者医療広域連合☎ 0570-001120
傷病見舞金(後期) 市後期高齢者医療コールセンター☎042-707-8787

国民健康保険・後期高齢者医療制度
傷病手当金・傷病見舞金の支給適用期間を延長

▲傷病見舞金
（対象：個人事業主

など・市独自）

▲傷病手当金
（対象：給与所

得者）

問 市スポーツ協会☎042-751-5552
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〒252-0236 中央区富士見1-3-41　☎042-769-9248　
ecopark-sagamihara@mdlife.co.jp

エコパークさがみはら(環境情報センター)

①おもちゃもったいないセンター②おもちゃの病院
時1月22日㈰午前10時～午後3時（①各回30分）　定①各回5組（申込順）　※②は
おもちゃを持って直接会場へ　申①1月21日までに、直接か☎、 に10面上部の
必要事項、希望時間を書いて同所へ

〒252-0326 南区新戸2268-1　☎046-255-1311　
FAX046-255-1361

相模の大凧センター

1月凧作り教室
簡単にできる角

か く

凧
だ こ

作り　時1月28日㈯午後1時30分～4時　定5組（申込順。未就学
児は保護者同伴)　費500円　申1月5日から、直接か☎、 FAXに10面上部の必要事
項を書いて同所へ

〒252-0236 中央区富士見6-6-23　☎042-753-9030　
FAX042-769-1200

けやき体育館

障害者スポーツ講座　①楽しく♪エアロビクス〈全3回〉②楽しく♪フラダンス〈全2回〉
時①1月28日㈯、2月25日㈯、3月25日㈯②2月5日㈰、3月5日㈰午前10時～11
時30分　対市内在住か在勤・在学の障害のある小学生以上　定各20人（申込順）　
※ボランティア2人同時募集、手話通訳者と要約筆記者対応可　申①1月5日～20
日②1月5日～28日に、☎で（☎が難しい人は FAXに10面上部の必要事項と障害の
種別・等級、付添者の有無を書いて）同所へ

土曜コンサート「尺八・箏
そ う

曲
きょく

」
演奏者が複数の楽器を演奏する楽団「竹の会」による演奏　時1月28日㈯午後3時
30分～5時　定220人（先着順）　※希望者は直接会場へ。同所 HP参照

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

ミニシアター
上映作品『地獄門』(1953年／日本／カラー）　時1月22日㈰・24日㈫午後2時～3
時30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1月5日から、直接か☎で同所へ

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

はじめての着物の着付け教室（名古屋帯）〈全7回〉
時1月14日～2月25日の毎週土曜日午後1時～2時30分　対中学生以上の女性で、
自分の着物一式・名古屋帯を持っている人　定5人（申込順）　費9,100円　申1月
5日から、直接か☎で同所へ
子ども写真の撮り方教室
同所で撮り方を説明した後、相模原北公園で実技　時1月22日㈰午前9時30分～
11時30分〈雨天中止〉　定8組（1組5人まで。申込順）　費1,000円　申1月5日～
15日に、直接か☎で同所へ

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

ふれあいの湯（箱根の湯）
「箱根の湯」(足柄下郡箱根町)の濃縮温泉水を提供　時1月26日㈭～29日㈰午前
10時30分～午後4時　費260円〈65歳以上と中学生以下は130円、障害者は無料

（要証明書）〉　※希望者は直接会場へ。整理券配布の場合あり

〒252-0326 南区新戸2268-1　☎046-255-1311
新磯ふれあいセンター

〒252-0143 緑区橋本3-28-1(ミウィ橋本6階)
☎042-770-6600

橋本図書館

巡回ミニ展示「尾崎行雄の不戦運動」
当時の日記や関連文献を展示し、戦争反対を唱えた活動などを紹介　時1月6日㈮
～31日㈫午前9時30分～午後8時　問市立博物館☎042-750-8030

〒252-0221 中央区高根3-1-15　☎042-750-8030市立博物館
催し名 日にち 時　間 内容・定員・費用など

①プラネタリウム番組「星空さんぽ～冬～」 1月4日㈬～31日㈫ 午後2時30分～3時10分 内今夜の星空案内とミニテーマ ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡　定210
人(先着順)　費500円〈4歳～中学生200円、65歳以上250円(要証明書)〉

②ミニ展示「富士の星暦　写真展」 1月4日㈬～3月31日㈮ 午前9時30分～午後5時 内3年間にわたってKAGAYAさん(星空写真家)が撮影したダイヤモンド富
士やパール富士など、四季の星空と富士山の絶景写真を展示

③ミニ展示「相模原にもあった!?徳川家康
ゆかりの地」 1月7日㈯～3月26日㈰ 午前9時30分～午後5時 内今年のNHK大河ドラマ『どうする家康』にちなみ、市内にある徳川家康

とその祖先や家臣にまつわる史跡、伝承地を紹介
④市史ミニ展示「津久井郷土資料室と雑誌

『日本少年』」 1月15日㈰～3月18日㈯ 午前9時30分～午後5時 内平成27年3月に閉室した津久井郷土資料室の歴史と、収蔵資料の雑誌
『日本少年』を紹介

⑤博物館×市民会館
プラネタリウムウィンターコンサート 1月25日㈬ 午後4時15分～5時15分

内市民会館開催のランチタイムコンサートに出演しているフルート・チェ
ロ・ピアノ奏者の生演奏を、プラネタリウムのドーム内で星空と共に楽し
む　定210人(申込順)　費500円〈4歳～中学生200円、65歳以上250円
(要証明書)〉

⑥かながわの遺跡展　縄文人の環境適応 2月7日㈫～3月5日㈰ 午前9時30分～午後5時 内県内の縄文時代の遺跡から見つかった土器や石器などを展示
⑦かながわの遺跡展　特別講演「縄文時代
の身体象徴と環境変化」 2月19日㈰ 午後2時～4時 内気候が大きく変動した縄文時代に、人々がどのように適応していった

のかを学ぶ　定80人(申込順)
※①②③④⑥希望者は直接会場へ　申⑤1月13日午前9時30分から同館受付で販売する前売り券が必要。当日券の販売もあり。⑦1月30日までに、県埋蔵文化財センター
HPから

〒252-0143 緑区橋本6-2-1　☎042-775-1775　 FAX042-775-1776ソレイユさがみ
催し名 日にち 時　間 内容・対象・定員(申込順)など

①さがみはらウィメンズ・カレッジ～これ
からの自分を考える5日間～〈全5回〉

1月29日㈰、2月5日㈰・18
日㈯・25日㈯、3月4日㈯

午前10時～正午(3月4日
は午後0時15分まで)

内分子栄養学、ヨガ、お金、キャリアに関する知識などから、自分ら
しい生き方と働き方を学ぶ　対女性　定20人

②女性の就労応援講座〈全2回〉 2月5日㈰・26日㈰ 午後1時30分～3時30分 内自分の強みが伝わる応募書類の作成、好印象を与えるメイクなどを
学ぶ　対女性　定10人　

※①1歳以上②2歳以上の未就学児の保育あり(要予約)　申①1月5日から、直接か☎、 FAXに10面上部の必要事項と保育希望の有無(希望者は子どもの氏名・年齢）を書いて、
同所へ。同所 HPからも可②1月5日から、☎で男女共同参画さがみはら事務局へ　☎080-3543-1775

場面に応じて適切なマスクの着脱を

体調がすぐれないときは参加しない

①希望する催し名　 ②住所　 　④年齢 　⑤電話番号
申し込み時に記入する必要事項ファクスはがき Eメール

イベントなどの開催状況は随時ご確認を

③氏名(ふりがな）

会場･問い合わせ 原則各施設

回数 記載がないものは1回ずつの開催
オンラインの催し インターネットと、
各ツールを利用できる環境が必要

休所日 各施設　を参照 中止や延期の場合あり。開催状況は、
市　などでご確認を
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ホームタウンチームを応援しよう！

※試合情報は変更となる場合あり。その他の試合日程などは各チームの HP参照

三菱重工相模原ダイナボアーズ
（ラグビー・JAPAN RUGBY LEAGUE ONE DIVISION 1）

ノジマステラ神奈川相模原
（女子サッカー・ＷＥリーグ）

時 1月14日㈯正午から　会 秩父宮ラグビー場（港区北青山）　
対戦相手　東芝ブレイブルーパス東京　
問 三菱重工相模原ダイナボアーズ☎042-761-2686

時 1月7日㈯午後2時から　会 相模原ギオンスタジアム　
対戦相手　大宮アルディージャVENTUS　
問 ノジマステラ神奈川相模原☎046-298-3881

市スポーツ協会からのお知らせ市スポーツ協会からのお知らせ 〒252-0236 中央区富士見6-6-23　けやき会館内
☎042-751-5552　 FAX 042-751-5545

詳しくは同協会
HPを参照

親子ラグビー教室
時 1月7日㈯午前9時～正午〈雨天中止〉　会 相模原ギオンフィールド　対 市内か近隣
市町村在住の3歳～中学生の子どもとその保護者（保護者が市内か近隣市に在勤で
も可）　※希望者は運動のできる服装で直接会場へ　※市ラグビーフットボール協
会 HP参照
新春踊り初め講習会(日舞)
時 1月9日㈷午後1時30分～3時30分　会 あじさい会館　※希望者は扇子を持って
直接会場へ

水泳教室〈全7回〉
時 ①2月16日～3月30日の毎週木曜日午後7時～8時50分②2月17日～3月31日の
毎週金曜日午前10時～11時50分　会 さがみはらグリーンプール　対 18歳以上で
①4泳法(クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ)を25m泳げる(上級)、マスターズ
大会出場が目標(マスターズ)の人②クロールが25m泳げる(中級)、4泳法が25m泳
げる(上級)人　定 各30人（抽選）　費 各7,000円　申 1月17日（必着）までに、はがき
に10面上部の必要事項と希望曜日を書いて同協会へ

みんなで豆まき
豆まきのほか、昔遊びの体験や地元大島に伝わる獅子舞などを披露　時 1月22日
㈰午前10時～11時30分　定 20人(申込順)　申 1月5日～18日に、☎で文化財保
護課へ　☎042-769-8371

〒252-0135 緑区大島3853-8　☎042-769-8371(文化財保護課)
市古民家園

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 2月5日㈰・12日㈰・19日㈰・23日㈷・26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
(今年度にポニー教室に参加した人を除く)　定 10人(抽選)　※保護者同伴　申 1
月23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面上部の
必要事項と学年、保護者氏名を書いて同所へ　☎042-778-3900

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

もしもの時に備える 乳児・小児救命講座
時 2月26日㈰午前10時～午後1時　定 15人（申込順）　費 1,000円　※未就学児
の保育あり(要予約)　申 1月5日～2月10日に、直接か☎で同所へ

〒252-0311 南区東林間1-22-17　☎042-745-7660
東林ふれあいセンター

オーサーズカフェ　①垣根を超える協働が団地・地域の未来を切り拓
ひ ら

く！～子ど
もたちに、誰にもやさしい豊かな暮らしを引き継ぎたい～②転倒の仕組みからひ
も解く転倒リスクとその予防
時 1月①14日㈯②28日㈯午後2時～3時　※希望者は直接会場へ

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

健康長寿教室～正常な老化と認知症の違い～
時 1月17日㈫午前10時～11時30分　対 市内在住の60歳以上　定 20人（申込順）　
申 1月5日～15日に、直接か☎で同所へ
健康体操教室
プロの指導によるストレッチで転倒予防、生活習慣病の予防など　時 1月19日㈭
午前11時～正午　対 市内在住で、運動に支障のない60歳以上　定 20人（申込順）　
費 500円　申 1月5日～17日に、直接か☎で同所へ

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

設立50周年記念　健康体操教室
プロの指導によるストレッチで転倒予防、生活習慣病の予防など　時 1月12日㈭
午前11時～正午　対 市内在住で、運動に支障のない60歳以上　定 20人（申込順）　 
費 500円　申 1月5日～10日に、直接か☎で同所へ
設立50周年記念　ちりめん細工教室〈全3回〉
正絹ちりめんを使って、ちりめん細工を作る　時 1月18日㈬・25日㈬、2月1日㈬
午前10時～正午　対 市内在住の60歳以上　定 20人（申込順）　費 3,300円　申 1
月5日～17日に、直接か☎で同所へ

〒252-0135 緑区大島3339　☎042-761-9291
老人福祉センター渓松園

〒252-0233 中央区鹿沼台2-13-1　☎042-754-3604市立図書館
催し名 日にち 時　間 内容・対象・定員（申込順）

①新春ほっこり紙芝居劇場 1月17日㈫ 午前10時30分～11時30分 内 紙芝居『いなばのしろうさぎ』などの正月にちなんだ紙芝居の実
演。実演は「紙芝居ほっこり座」　対 中学生以上　定 18人

②おはなしボランティア養成講座〈全3回〉 2月10日㈮・17日㈮・24日㈮ 午後2時～5時 内 絵本の読み聞かせの方法や本の選び方などの基礎を学ぶ　対 市
内在住で読み聞かせをしたことがない人　定 20人

申①1月5日～15日②1月6日～2月3日に、直接か☎で同所へ

〒252-0205 中央区小山4-1　☎042-700-0801小山公園
催し名 日にち 時　間 対象・定員（申込順）・費用など

バスケットボール
スクール

初心者
1月23日㈪・30日㈪

午後6時～6時50分 対 小学生　定 各10人　費 各1,000円
中級者 午後5時～5時50分 対 小学生　定 各10人　費 各1,000円
上級者 午後7時～7時50分 対 小学生　定 各10人　費 各1,000円

スケートボード
スクール

初心者・入門 1月21日㈯・28日㈯ 午前10時～11時 対 6歳以上　定 各20人　費 各2,000円（スケートボードレンタル別途500円）
初心者・トリック 午前11時15分～午後0時15分 対 6歳以上　定 各20人　費 各2,000円（スケートボードレンタル別途500円）

申1月5日～開催日前日に、直接か☎で同所へ
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市の手続き、イベントや
施設のお問い合わせに… 市コールセンター☎042－770－7777FAX042－770－7766

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。 ぞっこん！相模原 市の魅力を

テレビで発信！



相模原市
Sagamihara City

市LINE公式アカウントを登録しよう
4万人突破！

アンケートにご協力ください！

　広報さがみはらの発行情報や市からのお知らせな
ど欲しい情報をお届けします。ぜひ、友だち登録を
して、利用してください。

問 広聴広報課☎042-769-8200

　昨年8月15日号からリニューアルした「広報
さがみはら」。より「見やすく、分かりやすく、
親しみやすい」広報紙づくりのため、皆さんの意
見を聞かせてください。

アンケート内容
Q．「広報さがみはら」リニューアルで変更した次の項目につい
て、どのように感じましたか。

【問1】デザイン（表紙のロゴ、色使いなど）
【問2】レイアウト（記事の配置、段組みなど）
【問3】文字の大きさ・字体（文字のデザイン）
【問4】記事（本文）の内容
【問5】どのコーナーをよく見ていますか。
【問6】そのほか広報紙へのご意見があればお知らせください 
(任意)。
【問1】～【問4】の回答項目
①良くなった　②どちらかといえば良くなった
③どちらかといえば悪くなった　④悪くなった

【問5】の回答項目
①特集　②HOTINFO　③すこやかナビ　④情報あらかると　
⑤施設の催し　⑥区版　⑦裏表紙

AI（人工知能）が、行政手続
きなどの身近な疑問にお答
えする案内サービスです。

❶

❶❶

Q＆A AI が答えます

市のスポーツ施設や公民館
など公共施設の予約や抽選
申し込みができます。

❷

❷❷ ❸❸
❻❻

施設予約

市が提供している便利なアプリをダウンロードできます。

❸ 便利なアプリ

新型コロナウイルスに関す
る最新情報や相談窓口の情
報などを確認できます。

❹

❹❹

新型コロナウイルス
関連情報

ごみと資源の出し方や収集
曜日などが調べられます。

❺

❺❺

ごみの分別

質問に回答していくと、ラ
イフイベントに合わせた必
要な手続きが分かります。

❼

❼❼

わたしの手続案内

便利な機能を使って広報紙
が読めます。
●10言語対応　●読み上げ
●拡大　など

❽

❽❽

広報さがみはら
カタログポケット

市からのお知らせなどを配信します。
受け取りたい情報を選んでください。❻ 受信設定

受け取ることのできる情報
・市からのニュースなど
・市の防災無線(ひばり放送)の内容
・防災に関する重要なお知らせ　など
・契約トラブル・悪質商法情報(消費生活情報)
・市内の犯罪・不審者情報(安全・安心情報)
※配信地域を選択できます。
・さがみはら子育てきずなメール
・市で開催される大規模イベントのお知らせ

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

「広報さがみはら」7月15日
号(リニューアル前)と11月
15日号(リニューアル後)を
見比べながら回答してね！

抽選で30人にさがみんグッズなどを
プレゼント
※個人情報は賞品発送の
目的だけに使用。賞品の
発送をもって当選者の発
表に代えさせていただき
ます。
申 1月31日(必着)までに、下記の二次元コー
ドからか、はがきに住所、氏名、年齢、電話
番号、問番号と回答番号、「広報さがみはら
アンケート」と書いて、広
聴広報課へ　〒252-5277
中央区中央2-11-15☎042-
769-8200

お知らせ
防災
防犯
妊娠・子育て
保健・衛生
イベント

回答は
こちらから
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市LINE公式アカウントでも情報を発信中！
相模原市　LINE ID　＠sagamihara_city
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