
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

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
5面  4月9日㈰に4つの選挙を投開票　統一地方選挙
6面  所得税の確定申告と市・県民税申告 申告のしかた
12面  春を楽しむ 日本文化を楽しむ

LINE UP

人口  726,031人（342減）
男 361,575人 女 364,456人

市の人口・世帯

世帯  342,022世帯（55減）
令和5年1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

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（土・日曜日、祝日等を除く）

生活などでお困りの時

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

午前8時30分〜午後8時
（土・日曜日は午後7時まで）

ワクチン接種の予約等 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

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

☎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 03-6824-1221へ

レッツゴー！

　ハイキングと聞くと「山歩き」というイメージを持つ人も多いのではないで
しょうか。知らない土地や自然の風景、歴史的な景観を楽しんだり、健康の
ために歩いたりするのがハイキング。市内には山だけでなく、街なかでもハ
イキングを楽しめるコースがあります。

問広聴広報課☎042-769-8200

2.1
2023（令和5年）
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　本市と横浜市を結ぶ横浜水道道のうち、今回は
市内緑区から中央区を経て南区までの約14kmの
ハイキングコースを市マスコットキャラクターさ
がみんと一緒に紹介します。いつもなら気にせず
通り過ぎてしまう道や場所を、のんびり歩いてみ
ませんか。

問広聴広報課☎042-769-8200

応募受け付け中！

さがみんもちょっとだけ休憩さがみんもちょっとだけ休憩

道沿いには「背伸ばし
ベ ン チ」や「あ し の ば
し」といった散歩途中
でストレッチができる
ベンチなどを設置している

◀︎相模原麻溝公園を◀︎相模原麻溝公園を
抜ける途中で、女子美抜ける途中で、女子美
術大学と横浜市水道術大学と横浜市水道
局が協同制作した横局が協同制作した横
浜水道の案内看板を浜水道の案内看板を
発見。横浜水道の歴史発見。横浜水道の歴史
や水道管の大きさなや水道管の大きさな
どが紹介されているどが紹介されている

野鳥観察スポットとしても人気野鳥観察スポットとしても人気
のある相模原沈殿池のある相模原沈殿池

サウザンロード相模台商店街サウザンロード相模台商店街

　横浜水道は、明治20(1887)年に日本で初
めて創設された近代水道です。津久井郡三井
村(現・緑区三井)～久良岐郡横浜村（現・横浜
市西区）の野毛山浄水場の約44kmを結ぶた
め、鉄管や資機材の運搬用としてレールを敷
き、トロッコを使用して水道管を設置しまし
た。この水道導水路の一部区間が、現在、緑
道・遊歩道として整備されています。

▲横浜水道道は東林間方向へ。道の両脇には遊具などが整備さ▲横浜水道道は東林間方向へ。道の両脇には遊具などが整備さ
れた箇所もあり、在日米陸軍相模原住宅地区に突き当たるエリれた箇所もあり、在日米陸軍相模原住宅地区に突き当たるエリ
アは「アは「御御

みみ

園園
そ のそ の

水水
す いす い

路路
ろろ

公園」として、親子の憩いの場になっている公園」として、親子の憩いの場になっている

二次元コードを読み取る
と マークが
付 い て い る 場
所 の 音 が 聞 こ
えるよ！

　一定時間継続して歩く散歩やハイキングは、手軽にできる有
酸素運動。生活習慣病の予防やストレス解消に効果的です。本
市では1日平均5,000歩以上歩くと景品が当たる「健活！チャ
レンジ」を実施中。市内を散策するときは、アプリをダウンロー
ドしてチャレンジしてみてください。
時2月28日㈫まで
対市内在住か在勤・在学の20歳以上
※参加方法など詳しくは、市 HPをご覧ください。

問健康増進課☎︎042-769-8274

　本市には、街なかハ
イキングのほかにも陣
馬山の登山など、多種
多様なハイキングコー
スがあります。自分の
体力・体調などに合わ
せて、さまざまなコー
スを歩いてみてはいか
がでしょうか。

もっと！立ち寄りスポット

健活！チャレンジ

横浜水道道ハイキングコース例
約4時間

バス[橋57]約20分

古清水バス停（緑区大島）

徒歩約 10分0.5km

横浜水道道緑道（田名地区）

徒歩約 120分8km

相模原沈殿池（南区下溝）

徒歩約 10分0.5km

県立相模原公園、相模原麻溝公園

徒歩約 50分3.4km

横浜水道道緑道（相模台地区）

徒歩 約20分1.5km

小田急相模原駅北口

十字路ごとに設置され
ている複数の石柱(車止
め)。緑道の下には現在も
水道管が通っているた
め、トラックなどの重い
車両が通らないように
設置している

橋本駅南口

さまざまな鳥のさえ
ず り が 楽 し め る 緑
道。街なかで自然を
感じられるのも相模
原の魅力の一つ

もっと！立ち寄りスポット

　老人福祉センター渓松園　老人福祉センター渓松園
は、円形型の外観が特徴的。は、円形型の外観が特徴的。
昭和9（1934）年に昭和9（1934）年に竣竣

しゅんしゅん

工工
こ うこ う

しし
た旧大島送水井（送水ポンた旧大島送水井（送水ポン
プ施設)の建物を生かしてプ施設)の建物を生かして
改修し、今も市民に親しま改修し、今も市民に親しま
れています。れています。

▲設立50周年を記念したパネ▲設立50周年を記念したパネ
ル展を開催中ル展を開催中

市観光協会 HP

市 HP参考 『横浜水道130年史』、横浜市 HP「水道のPR」
市 HP

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♪

横浜水道道には、道の由来や横浜水道道には、道の由来や
全ルートの地図が描かれた全ルートの地図が描かれた
案内看板が設置されている。案内看板が設置されている。
今回のハイキングコース上今回のハイキングコース上
には市内11カ所のうち6つには市内11カ所のうち6つ
の看板が点在の看板が点在

「水道みち
『トロッコ』
の歴史」看板

ふぅ〜♪

きもち
いい〜！

アプリで挑戦！

初心者から上級者まで　ウオーキング・ハイキングコース

サウザンロード相模台商店サウザンロード相模台商店
街にあるキッチンハウス　街にあるキッチンハウス　
ティモは35年以上続く昔ティモは35年以上続く昔
ながらの洋食・喫茶店ながらの洋食・喫茶店
所在地所在地　南区南台6　南区南台6--1717--2222

おいしそう
だね！

さがみん、
横浜水道道

み ち

を行く!

ストレッチで一息
キジ発見?！

季節ごとに表情を変える道保川公
園。雪化粧を見られるのはレア？

陣馬山山頂からの壮大な景
色は一見の価値あり

距離 約14km所要時間

横浜水道道の歴史

石柱
コレクション

緑道の途中に謎の石柱？

横浜水道道緑道に隣横浜水道道緑道に隣
接する県立相模原公接する県立相模原公
園せせらぎの園地区園せせらぎの園地区
は、川のせせらぎやは、川のせせらぎや
四季の花などを楽し四季の花などを楽し
めるめる

とんがり
キューブ

色付き

鉛筆っぽいものや
カラフルなものも
あるよ〜♪

やぶの中からちらっと
見えた姿は…まさかの
キジ ? !（飛び立った直
後の音声のみ市 HPで公
開中）

古清水のバス停で降りて、いざ水道道へ古清水のバス停で降りて、いざ水道道へ

スタート しゅっぱーつ！

耳をすませば聴こえる…

音音で楽しむで楽しむ 01 音音で楽しむで楽しむ 02

1

4

3
4

5

5
約１kmも続く商店街には、老舗や相模原お店約１kmも続く商店街には、老舗や相模原お店
大賞受賞店など、さまざまなお店が並び活気大賞受賞店など、さまざまなお店が並び活気
にあふれているにあふれている

県立相模田名高校を過ぎる県立相模田名高校を過ぎる
と、緑道の両側は開けた農と、緑道の両側は開けた農
地に。きれいに舗装された地に。きれいに舗装された
道は学生の通学路や近所の道は学生の通学路や近所の
人の散歩コースに人の散歩コースに

1

2

2

音音で楽しむで楽しむ 03

…ハイキングコース…ハイキングコース
…横浜水道道…横浜水道道

鳥たちも鳥たちも
気持ち気持ち
よさそう！よさそう！

味のある味のある
ベンチをベンチを
発見！発見！
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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 相模原市
PR動画 「はい。その答え　相模原で見つかりました。」



4 No.14982023年（令和5年）2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

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

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1月19日現在です。記載内容が変更になる場合があります。

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

時午前9時30分から　※会議の日程、時間などは変更になる場合あり
※3月定例会議のための議会運営委員会は2月6日㈪に開催します。
※★は本会議終了後に開催します。
※�市議会 HPから、各会議などのインターネット中継が視聴できます。新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため、議会中継を活用してくださ
い。

問議事課☎0４2-７69-８2７８

3月定例会議の日程

市議会定例会
3月定例会議を開催

日にち 内　容
2月10日㈮ 本会議（提案説明）
2月20日㈪ 本会議（代表質問・個人質疑）

2月21日㈫ 本会議（代表質問・個人質疑、委員会付託）、予算
特別委員会★

2月2４日㈮ 総務委員会、予算特別委員会総務分科会

2月2７日㈪ 環境経済委員会、予算特別委員会環境経済分科
会

2月2８日㈫ 民生委員会、予算特別委員会民生分科会
3月1日㈬ 建設委員会、予算特別委員会建設分科会

3月2日㈭ 市民文教委員会、予算特別委員会市民文教分科
会

3月13日㈪～15日㈬ 本会議（一般質問）
3月16日㈭ 本会議（一般質問）、予算特別委員会★
3月1７日㈮ 本会議（委員長報告、採決）、議会運営委員会★

ご意見をお寄せください
　市政に反映するため、市民の皆さんからの意見を募集します。
①パブリックコメント②③意見募集

問総務法制課☎0４2-７69-9260

市議会開会会議　1議案を可決
　1月12日に開催された開会会議で、令和４年度相模原市一般会計補正
予算が審議され、可決されました。
可決された補正予算の主な内容
●ふるさと納税運営経費の増額
●消費喚起協力金の増額

主な審議の内容や結果は、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。

件　名 内　容 担当課 提出先など

①

次世代に引き継ぐ淵野
辺駅南口周辺のまちづ
くりビジョン～鹿沼公
園・公共施設再整備に
向けて～（案）

鹿沼公園と図書館敷地を一
体的に利用し、淵野辺駅南
口周辺に分散している公共
施設の集約・複合化による
再整備と鹿沼公園のリニュ
ーアルなどに向けたビジョ
ンの策定について

都市計画課
☎0４2-７69-８2４７
FAX 0４2-７5４-８４90
jisedai-fuchinobe@city.

sagamihara.kanagawa.jp

②
予防接種事務におけ
る特定個人情報保護
評価書（案）

予防接種事務での特定個人
情報の取り扱いをまとめた
評価書におけるリスク対策
などの見直しについて

新型コロナ
ウイルスワ
クチン接種
推進課

☎0４2-７69-７200
FAX 0４2-７50-3066
      c-wakuchin@city. 
sagamihara.kanagawa.jp

③
地方税事務における
特定個人情報保護評
価書（案）

公表してから5年を経過し
ようとする特定個人情報の
取り扱いをまとめた評価書
におけるリスク対策などの
見直しについて

市民税課
☎0４2-７69-８221
FAX 0４2-７69-７03８
      shiminzei@city. 
sagamihara.kanagawa.jp

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 HPにも掲載）

パブリックコメントとは？

　市が作成しようとする計画・
条例に対して、意見を述べるこ
とができる制度で
す。意見を提出する
ことで、市政に参加
できます。

詳しくは市 HPへ

淵野辺駅南口周辺のまちづくりビジョン（案）に関するオープンハウス・市民説明会

問都市計画課☎042-769-8247

日にち 会　場 定員（先着順）

オープンハウス 2月10日㈮・11日㈷正午～午後3時
淵野辺駅南北自由通路、
鹿沼公園 ー

市民説明会
2月10日㈮午後6時30分～８時 プロミティふちのべビル

（中央区鹿沼台） 90人

2月11日㈷午後７時～８時30分 産業会館 200人
※希望者は直接会場へ。荒天時中止。市民説明会は開始1時間前から整理券を配布

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
●�令和4年11月8日以降、武田社ワクチン(ノババックス)で3回目以降の接種をし
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 2月25日㈯分まで

個別接種
受け付け中 2月1８日㈯分まで
2月４日㈯

午前８時30分
2月25日㈯分まで

2月11日㈷ 3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カ月が経過する対象者には、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申請をし
てください。

クーポン券(接種券)の送付

これから、受験や新生活の準備など大切な予定が多くなる時期です。
ワクチンは重症化などの予防効果があります。自分と周りの大切な人
を守るため、早めの接種の検討をお願いします。

お願いお願い

意見の提出　�3月2日（必着）までに、直接か郵送、FAX、
に住所、氏名、電話番号、意見を書

いて、各担当課へ　〒252-5277中央
区中央2-11-15

結果の公表　�意見の概要や市の考え方は、まとまり
次第、各担当課や市 HPなどで公表予定
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蛍光管は資源の日に回収します。購入時の包装材に入れてひもで縛るか、透明または
半透明の袋に入れ、割れないようにして出してください。

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

　私たちの暮らしに結びつく選挙です。皆さんの一票を大切にしましょう。
議員定数

4月9日㈰に4つの選挙を投開票　統一地方選挙
告示日と期日前投票の開始日

　市議会・県議会議員選挙は、行政区を選挙区として議員定数があり、その選
挙区の候補者から投票します。
選挙の種類 緑　区 中央区 南　区 合　計
市議会議員 11人 17人 18人 46人
県議会議員 2人 3人 3人 8人

　 県知事選挙 市長選挙 県・市議会議員選挙
告示日 3月23日㈭ 3月26日㈰ 3月31日㈮

期日前投票の開始日 3月24日㈮ 3月27日㈪ 4月1日㈯
※期日前投票所は、選挙区ごとに設置する予定です。
※�4つの選挙を1度に期日前投票できるのは、4月1日からです。期日前投票所は、3月下
旬発行の「選挙のおしらせ」、3月1日以降の市 HPなどでお知らせします。

市民の皆さんのご意見を市政に反映していきます　「市政に関する世論調査」結果報告 
　市民の皆さんの市政に対する意識や意見、要望などを把握するため、毎年いくつかの項目について調査をしています。昨年6・7月
に実施した「市政に関する世論調査」の中から、「市や区への愛着や定住意識」「消防団の認知度」に関する質問と回答結果の一部をお知
らせします。
調査の概要　対象　市内在住の3,000人（無作為抽出）　　回答者数　1,426人（回答率47.5％）
　　　　　　調査項目　�「市や区に対する愛着や定住意識」「SDGs」「ユニバーサルデザイン」「消防団の認知度」「福祉（介護・障害福

祉分野）の仕事」「公民館」「消費生活に関する市民意識調査」「スポーツの観戦や支援」「自転車の安全利用」
　　　　　　　　　　　※回答の比率は、回答者数を基に小数点第2位を四捨五入しているため、合計は100%にならない場合あり

市政に関する世論調査報告書
は、市 HPや各行政資料コーナー・
まちづくりセンタ
ー・公民館・図書館な
どで閲覧できます。

調査にご協力いただきありがとうございました。

市や区に対する愛着や定住意識について

市に対して愛着や親しみを「感じている」（43.3％）と「やや感じている」（31.1％）の2
つを合わせた〈感じている（計）〉は、74.4%で、元年度の71.7%より2.7％増加してい
ます。区別でみた場合、〈感じている(計)〉は緑区が最も高く69.1%となっています。

感じている感じている

やや感じているやや感じている
どちらともどちらとも
言えない言えない
あまり感じてあまり感じて
いないいない
まったくまったく
感じていない感じていない
無回答無回答

消防団の認知度について

「言葉も内容も知っている」（24.9％）と「言葉は知っているが内容まで
は知らない」（54.6％）を合わせた〈知っている（計）〉は79.5％となっ
ています。

「消防団」について知っていますか？Q

言葉も内容も
知っている
24.9％

言葉は知っているが
内容までは知らない

54.6％

言葉も内容も
知らない
17.9％

無回答

お住まいの区に対して愛着や親しみを感じていますか？Q
緑　区緑　区

中央区中央区

南　区南　区

38.6％ 30.5％ 17.1％
4.2％

2.1％
7.5％

31.5％ 31.5％ 21.5％ 8.5％
2.5％

4.4％

35.8％ 32.3％ 18.3％ 6.4％
1.3％

6.0％

土と触れ合い、新鮮な野菜を作ってみませんか　市民農園　4月からの利用者を募集

対次の全てに該当する人
●市内に住民登録がある
●2月1日現在、市民農園を利用していない
●市民農園を利用している人が同一世帯にいない
配 �農政課、同課津久井班、緑区行政資料コーナー、南区合同庁舎、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・連絡所・公民館（青
根・沢井を除く）・図書館（相武台分館を除く）※市 HPにも掲載

申 �2月10日（消印有効）までに、申込書を郵送で農政課へ
　〒252-5277中央区中央2-11-15

市が設置する市民農園

農家が開設する市民農園〈農家の指導で農作業や収穫を楽しむ農園。駐車場あり〉

農園の種類 利用期間 管理料 駐車場
の有無

レクリエーション
農園 4月～令和8年1月 1区画20㎡＝1万8,000円（2

年10カ月分） 無

健康づくり農園 4月～8年1月 1区画30㎡（第3農園は50㎡）
＝2万1,000円（2年10カ月分） 無

コミュニティ農園 4月～10年1月 1区画50㎡＝1万円以内(1年 
分)　※今後、委員会で決定 有

※�ルール・マナーについて詳しくは、募集案
内をご覧ください。

問 市選挙管理委員会事務局☎042-769-8290

問 広聴広報課☎042-769-8299

問 農政課☎042-769-8239

農園名 募集区画数 問い合わせ先
淵野辺地区ふれあい農園（中央区淵野辺本町）若干 農政課へお問い合わせください
青野原ふれあい農園（緑区青野原） 40区画 JA神奈川つくい本店営農経済課　☎042-784-9905
サニーヴェール農園（南区西大沼） 11区画 根津ハウジング　☎042-745-7701
田名櫻並農園ほか5カ所
（中央区田名・上溝・水郷田名） 計15区画 ファームファクトリーの内間さん　☎070-6576-3736

さ く ら な みさ く ら な み

相模原市に対して愛着や親しみを感じていますか？Q

元年度元年度

4年度4年度 43.3％ 31.1％ 16.1％
6.6％ 1.9％

1.0％

41.5％ 30.2％ 17.7％ 7.6％
1.8％

1.2％

市選挙啓発
キャラクター
アップくん

◆さらに愛着や親しみが持てる自治体に
今後も、市やお住まいの区に対して、より一層愛着をもっていただけるよう、市政
の運営に取り組んでいきます。

◆地域や家族を守る消防団に参加しませんか
調査の結果、約8割の人が「消防団」を知っていましたが、近年は少子
化や就業形態等の変化などの影響により消防団員数が減少
傾向にあります。消防団員は随時募集しています。これから
何か始めたいと考えている人、地域に貢献したい人、ぜひお
気軽にお問い合わせください。

相原A（39）相原A（39）

青野原ふれあい
農園（40）
青野原ふれあい
農園（40）

田名櫻並農園
ほか5カ所（15）

橋本台（41）橋本台（41）

元橋本C（28）元橋本C（28）
南橋本（27）南橋本（27）

横山台C（32）
横山台E（14）
横山台C（32）
横山台E（14）

上溝C（35）上溝C（35）

田名B（28）田名B（28）

緑が丘（40）緑が丘（40）

サニーヴェール
農園（11）
サニーヴェール
農園（11）

淵野辺ふれあい
農園（若干）
淵野辺ふれあい
農園（若干）

陽光台C（58）陽光台C（58） 若松B（96）若松B（96）

旭町（84）旭町（84）磯部（36）磯部（36）
2008田名（12）2008田名（12）

第3農園（9）

第1農園（45）

：レクリエーション農園：レクリエーション農園
：健康づくり農園：健康づくり農園
：コミュニティ農園：コミュニティ農園
：農家開設の市民農園：農家開設の市民農園

※詳しくは各問い合わせ先へ

各農園の位置図 ※(�)内は募集予定区画数

ルールを守って楽しもう！ルールを守って楽しもう！

 駐車場のない農園への車での来園
 雑草の放置
 ごみの放置

2.7％

市 HP

〈水道施設あり（第3農園を除く）〉

市 HP



会　場 日にち 時　間 申告の種類

相模原税務署★
2月19日 ㈰

・26日 ㈰ 

午前8時30分
～午後4時

市民税課 午前9時～11時30分、
午後1時～4時

会　場 日にち（土・日曜日、
祝日等を除く） 時　間 内　容

相模原税務署★ 3月15日㈬まで 午前8時30分～午後4時 相談・提出

市役所会議室棟

2月16日㈭～3月15日㈬ 午前9時～午後4時

 相談・提出

緑区合同庁舎5階会
議室5－1

　相談・提出
提出（相談不可）

 所得税の確定申告と市・県民税申告 

収入と源泉
徴収税額が
分かる書類

A B C控除が分かる書類 本人確認書類

1. 対象かどうか確認

2. 申告に必要なものを確認

3-1. 自宅から申告

3-2. 会場で申告
（一部事前予約制）

申告のしかた

所得税の確定申告と市・県民税申告 

問  　　　　に関すること　相模原税務署☎042-756-8211
　　　　　　　　と会場に関すること　市民税課☎042-769-8221

は不要

が必要

が必要

詳しくはチラシか市 HPで 

★は入場整理券が必要

この2日間は日曜日も開催

下の表の会場でできること…

予約システムで予約する

往復はがきで予約する

相談・提出＊１

※電話での相談・問い合わせは不可

相談＊２・提出＊１次の会場は事前予約が必要。 直接来場しても相談・申告書作成はできません。

電子申告
（e－Tax）で！
スマホでも可能！

郵送での提出先
市民税課　　　

※日にち・受付時間は、予告なく変更する場合あり
入場整理券は、事前に国税庁LINE公式アカウントで
入手を　※当日会場配布もあり

＊１作成済みの申告書を提出する場合で、質問や確認が不要なときは予約は不要。贈与税、相続税の申告書は直接税務署へ提出　＊２収入の種類が、給与、雑（年金など）、配当、一
時だけで、住宅ローン控除の追加をしない人だけ可　＊３開始日午前９時から申込順、メンテナンスで予約できない時間帯あり（不定期）。締め切りは、来場希望日の前日（土・日曜日、
祝日等を除く）午後1時　＊４申し込み多数の場合は抽選。結果は返信はがきで通知。記載内容の不備、返信用はがきに切手がない場合などは受け付け不可　

※ 詳しくは、チラシ「令和5年度（令和4年分）市民税・県民税申告のお知
らせ」か「事前予約案内」をご覧ください(市 HPにも掲載)。

❖ 切手を貼れば使える往復はがきを、チラシと同じ場所で配布してい
ます。

　予約はこちらから 

この表は目安。状況によって申告方法が異なる場合あり

はい

いいえ

前年の申告書の控えを用意して作成をスムーズに

電子申告や郵送なら今すぐOK！  感染リスクを減らすため、電子申告や郵送にご協力を

非課税所得のみ（遺族・
障害年金、失業給付
金など）か収入なし

令
和
５
年
１
月
１

日
現
在
、
相
模
原

市
に
住
ん
で
い
る

相
模
原
市
へ
の
申
告
は
不
要
。

１
月
１
日
に
住
ん
で
い
た
市
町
村
で
申
告
を

※ 

１
月
１
日
に
本
市
に
住
民
票
が
あ
る
場
合

は
、
実
際
に
住
ん
で
い
る
住
所
な
ど
を
本
市

に
も
申
告
が
必
要

４
年
１
月
〜
12
月
の
収
入
の
種
類
は
？

営業・農業・不動
産・雑・一時所得
などがある人

（源泉徴収票など）

社会保険料・生命保険料・地震保険料・寄附金・
障害者・医療費などの控除に係る必要書類＋ ＋ マイナンバーカー

ドなら１枚でOK

マイナンバーPRキャラクター
マイナちゃん

※マイナンバーの記載が必要 配  市民税課、緑・南市税事
務所、各まちづくりセ
ンター（橋本・中央6地
区・大野南を除く）

 会場で申告する人へ 医療費控除の明細書は、作成に時間が
かかるため、自宅で作成したものを持参してください。 

市内在住の親族に税法上扶養されている
※ 市・県民税は給与支払報告書、公

的年金支払報告書に基づき計算

※ 非課税証明の発行や国民健康保
険税の算定など、さまざまな行
政サービスで利用されるため、
収入がない場合でも申告が必要

※ 所得税の還付を受ける場合は確
定申告が必要

所得金額〈（収入）－（経費）〉より所得控除額が多い

所得金額〈（収入）－（経費）〉より所得控除額が少ない

誰にも税法上扶養されていないか、市外在住の親族に税法上扶養されている

感染症の感染拡大防止のため郵送か
オンラインの申告にご協力を

確定申告

確定申告

確定申告

市・県民税申告

市・県民税申告

市・県民税申告

スタート

  　　　　オンラインで
作成▶印刷▶郵送で提出  

会場の予約方法（提出だけの人は予約不要）

  　オンラインで
 作成▶提出

確定申告

確定申告

確定申告

確定申告

確定申告

市・県民税申告

市・県民税申告

市・県民税申告

は、2月15日㈬以前でも市民税課などで受け付け
は相模原税務署で例年より早く受け付け中確定申告

市・県民税申告

市・県民税申告

市・県民税申告

※ユニコムプラザさがみはらでは配布していません。
市民税課、緑・南市税事務所、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくりセンター

相模原税務署
市民税課 相模原税務署　〒252-5211中央区富士見6-4-14

申告書を入手▶自宅で記入▶郵送で提出確定申告

確定申告
確定申告

市・県民税申告

市・県民税申告

市・県民税申告

会　場 日にち（土・日曜日、
祝日等を除く） 時　間

予約申し込み
システム予約開始日＊3 はがきの提出期限＊4

ユニコムプラザ
さがみはら

2月16日㈭～22日㈬ 午前9時45分
～午後4時30分

2月6日 2月3日（必着）

2月24日㈮～3月2日㈭ 2月17日 2月10日（消印有効）

津久井総合事務所
2月16日㈭～22日㈬ 午前9時30分

～11時30分、 
午後1時～
4時30分

2月6日 2月3日（必着）

2月24日㈮～27日㈪　

2月17日 2月10日（消印有効）
城山総合事務所 3月3日㈮～10日㈮

相模湖総合事務所 2月28日㈫～3月2日㈭ 午前10時
～11時30分、 
午後1時～4時藤野総合事務所 3月13日㈪～15日㈬

申告期限
３月15日㈬まで

今年の申告の重要な点
一部の会場は事前予約制　会場で相談・申告書
を作成したい人は、オンラインか往復はがきで
の予約が必要です。
※ 受付日時や、予約方法の一部に変更あり
申告会場の変更　鳥屋地域センター、青野原・青
根出張所では申告できません。

!

ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請
をした人が、後から確定申告や市・県民税
申告を行う場合、ワンストップ特例制度の
適用が受けられなくなるため、ふるさと納
税を行った全ての金額を寄附金控除の計
算に含め申告する必要があります。

!

 各申込期限までに、往復はがきか専用往復はがき❖（1人1枚）に住
所、氏名（フリガナ）、希望会場（１つ）、都合が悪い日（３日程度まで。
そのうち午前・午後の一方のみ都合が悪い場合はその旨を記入）を書
いて、市民税課 事前予約担当へ　〒252-5277中央区中央2-11-15

申

①
①②

②

③

③
②

主に年金所得
（遺族・障害年金は

含まない）

他の所得がない
追加する所得控除がない

追加する所得控除がある

他の所得が20万円以下

他の所得が20万円を超える

年金収入の額が400万円を超える

年金収入の額が
400万円以下

②
②
③
③

①

次のような場合（一例）
⃝2カ所以上の会社から給与の支払いを受けた
⃝年末調整の内容に変更がある
⃝新規に住宅借入金等特別控除を受ける

主に給与所得

他の所得がない

他の所得が20万円以下

他の所得が20万円を超える

⃝年末調整が済んでいない
⃝医療費控除がある
⃝給与収入が2千万円を超える

1カ所からの
給与収入のみ

年末調整の
内容に変更
がない

年末調整
している

③

③

②
①

配布場所
申告書の

郵送での提出先 

ふるさと納税をした
②③の人はここに注意
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Jアラート（全国瞬時警報システム）
2月15日㈬試験放送を実施
地震や武力攻撃などのときに、国からの
情報をひばり放送で伝えるもの。緊急時
に確実に伝えるため、全国一斉に試験放
送を実施　時 2月15日㈬午前11時ごろ　
内「これは、Jアラートのテストです」と
いう音声を3回繰り返し放送　問 緊急対
策課

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書を2月上旬に送付
確定申告で必要な証明書を送付　対 令
和4年10月～12月に、同年で初めて国
民年金保険料を納めた人　※4年1月～9
月に納めた人には、10月下旬に送付済
み。届かない場合や再交付希望はお問い
合わせを　問 ねんきん加入者ダイヤル 
☎ 0570-003-004、050から始まる
電話の場合☎03-6630-2525

さがみはらグリーンボンドを
発行
市場公募債を「さがみはらグリーンボン
ド」として発行　グリーンボンドとは地
球温暖化などの環境問題を解決する事業
資金の調達のために発行する債券。資金
は追跡管理される　対象事業●集中豪雨
などから市民の安全を守る取り組み●温
室効果ガスの排出抑制などに関する具体
的な取り組み　対 機関投資家　※利率な
どは2月上旬に決定。購入
方法などは市 HPを参照　問
事業について＝みんなの
SDGs推進課、購入につい
て＝財政課

市森林整備計画（案）の縦覧
時 2月2日㈭～3月3日㈮（土・日曜日、祝日
等を除く）午前8時30分～午後5時15分　
※意見書の提出は直接会場へ　会 問 森林
政策課☎042-780-1401

お 知 ら せ バレンタインジャンボ
宝くじ発売中
宝くじは市内で購入を　時 3月3日㈮ま
で　※便利なインターネット販売も利
用可。「宝くじ　公式サイト」で検索を　 
問 財政課

医療費負担割合変更の場合あり
対象者は市・県民税の申告を
対 次の全てに該当する人●70歳以上●
所得金額から所得控除を差し引いた額が
145万円未満（世帯内の70歳以上の加入
者全員）　申告後の医療費一部負担金割
合●国民健康保険＝2割●後期高齢者医
療制度＝1割か2割　問 国保年金課

前納でお得に
国民年金保険料の納付を
●前納すると、保険料を割引●口座振替
で前納すると、クレジットカードや納付
書（現金）などよりも割引●毎月納付で
も、口座振替で当月末振替の場合は毎月
50円引き　口座振替などの申込期限2月
28日（必着）　※割引額や手続き方法な
どは「国民年金保険料」で検索か、お問い
合わせを　問 相模原年金事務所☎042-
745-8101

液化石油ガスに関する申請
窓口・納付方法を変更
市内の液化石油ガス法に基づく申請など
の窓口が変更　時 4月1日㈯から　窓口
変更前県央地域県政総合センター　変更
後危険物保安課　申請手数料の納付方法
変更前県収入証紙での支払い　変更後納
付書での支払い　※対象などは市 HPを参
照　問 危険物保安課

令和5年度分 生産緑地地区
追加指定の相談は3月31日まで
対 市街化区域内に農地を所有している人　
※令和6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

都市計画審議会
橋本駅周辺の●土地区画整理事業の決定
●都市計画道路の変更●地区計画の変更
について　時 2月13日㈪午後2時～4時　
会 市民会館2階第2会議室　※傍聴希望
者は、当日午後1時50分までに同所3階
第1中会議室へ〈定 40人(抽選)〉。審議内
容により、非公開の場合あり　問 都市計
画課

建築士による
自宅の無料耐震相談会
時 2月24日㈮午後1時30分～4時15分　 
会 市役所第1別館　定 3組（申込順）　申 2
月6日～17日に、☎で建築・住まい政策課
へ　☎042-769-8252

空き家の無料相談会
プロが相談に対応　時 2月24日㈮・25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 2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

発達に課題のある児童・生徒の
職業自立のための保護者セミナー
進学を含めた就労支援や、合理的配慮を
受けながらの就職などについて　時 2月
22日㈬午前10時～正午　 会 産業会館　
対 発達が心配な生徒の保護者　定 50人

（申込順）　申 2月17日までに、☎か、FAX
に7面上部の必要事項と子どもの学校・
学年を書いて、ハローワーク相模原へ　
☎042-776-8609(部門コード43#) 
FAX 042-759-1871

サポステ説明会＆簡易相談会
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 2月28日㈫午後1
時30分～4時30分　会 ソレイユさがみ　 
対 ニート・ひきこもり状態の若者や、生
きづらさを感じる若者などとその家族　 
定 8組（申込順）　申 2月8日～27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

里親巡回相談・体験談
制度の説明や経験者の体験談など。閉
会後、希望者の個別相談もあり　時 3月
4日㈯午前10時～正午　 会 児童相談所　 
対 市内在住の人　定 25人（申込順）　申 3
月2日までに、☎で児童相談所総務課へ　
☎042-730-3500

宿泊利用 相模川清流の里
5月分の抽選申し込み
申 2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
書を郵送で相模川清流の里へ。抽選後の
空き室の申し込みは2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　5月の休
館日15日㈪・16日㈫

募 　 集
審議会などの委員
①子ども・子育て会議委員　「第2次子ど
も・子育て支援事業計画」の点検・評価な
ど　任期4月～令和7年3月（会議は年5
回程度）　担当課こども・若者政策課
②野外体験教室運営協議会委員　事業
の企画や実施、施設利用上の課題など
を審議　任期5月～7年4月（会議は年2
回程度）　担当課相模川ビレッジ若あゆ 
☎042-760-5445
③障害者施策推進協議会委員　障害者に
関する計画や施策の調査・審議、実施状
況の進行管理など　任期4月～6年12月

（会議は年3・4回）　担当課地域包括ケア
推進課

【①②③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や職員、議員
を除く）　定 各2人（選考）　配 ①③各担当
課・行政資料コーナー・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（沢井を除く）・図書館、市立公文書
館（市 HPにも掲載）②相模川ビレッジ若あ
ゆ、ふじの体験の森やませみ（市 HPにも掲
載）　 申 2月①②22日③28日（必着）まで
に、応募申込書を各担当課へ

８面へ続く➡

　スマートフォンなどで通報ができるシステムの利用方法を説明します。
希望者には登録の支援もします。
時 2月11日㈷午前10時～正午、午後
1時～5時（1人30分程度）
会 消防指令センター4階講堂
対 市内在住で、音声による119番通
報が困難な人
※希望者は直接会場へ

問 指令課☎042-751-9111 FAX 042-751-9284

詳しくはこちら
市 HP▶

音声での通報が困難な人へ
NET119緊急通報システム説明会

　認知症の人や障害のある人の行方が分からなくなっ
たときに、居場所を知らせる端末機を貸し出します。ま
た、個人賠償責任危険補償
特約（保険）を付帯するの
で、事故の発生時などの負
担にも備えることができ
ます。
対 市内在住・在宅で、認知症

（介護保険認定を受けてい
る）の人か、障害のある人
費 月額1,155円（市民税非
課税世帯は420円、生活保
護世帯は無料）
申 右表の各窓口（①③⑥⑦
高齢・障害者相談課②④⑤
福祉相談センター）へ
※詳しくは市 HPを参照か、
お問い合わせください。

高齢者・障害者の見守りに
GPS端末機の利用を

窓　口 認知症の人 障害のある人
①緑 ☎042-775-8812 ☎042-775-8810
②城山 ☎042-783-8136
③津久井 ☎042-780-1408 ☎042-780-1412
④相模湖 ☎042-684-3215
⑤藤野 ☎042-687-5511
⑥中央 ☎042-769-8349 ☎042-769-9266
⑦南 ☎042-701-7704 ☎042-701-7722

市 HP

GPS端末機

●カバンなど
で携帯

●専用靴（別
売り）に装着

コンパクトな端末機で携帯に便利

約4cm

約
5cm

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　などで確認を

市役所☎042-754-1111(代）
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マイナンバーカードの申請は、相模原駅前の申請特設窓口で！顔写真を無料で撮影し、
カードは自宅に郵送します。日・月・水・金曜日（祝日等を除く）に開いています。

市コールセンターから
ちょっとおしらせAIスタッフ総合案内サービス AIが質問にお答えします。



会計年度任用職員
障害支援区分認定調査員
在宅や施設入所者への聞き取り調査と報
告書の作成　勤務4月から、月～金曜日

（祝日等を除く）で、午前8時30分～午後
5時30分のうち1日5時間30分　報酬日
額1万142円から（職歴などにより決定）　
対 次の全てに該当する人●保健師、看護
師、社会福祉士、精神保健福祉士、社会
福祉主事のいずれかの任用資格がある●
障害支援区分認定調査員研修を受講済み
か、4月に受講できる●普通自動車運転
免許がある　定 1人（選考）　※後日面接
あり。市 HPを参照　申 2月10日（必着）まで
に、市 HPにある申込書を高齢・障害者支援
課へ

会計年度任用職員　事務補助員
特別児童扶養手当の受け付けなど
申請の事務処理や窓口での受け付けなど　
任期5月～令和6年3月　勤務週3日程度

（土・日曜日、祝日等を除く）で、午前8時
30分～午後5時15分のうち1日5時間30
分　勤務場所中央高齢・障害者相談課　
報酬日額6,160円から（職歴などにより
決定）　定 1人（選考）　※後日面接あり。
市 HPを参照　申 2月10日（必着）までに、
市 HPにある申込書を同課へ

会計年度任用職員
マイナンバーカード交付関連事務
交付の窓口対応や事務処理など　任期4
月～令和6年3月　勤務週4日程度（土・日
曜日、祝日等を除く）で、午前8時45分～
午後5時のうち1日4時間15分（シフト
制）　勤務場所津久井総合事務所　報酬
日額4,760円から（職歴などにより決定）　
対 パソコンが操作できる人　定 若干名

（選考）　※面接あり。市 HPを参照か、お
問い合わせを　 申 2月10日（必着）まで
に、市 HPにある申込書を津久井まちづく
りセンターへ　☎042-780-1400

会計年度任用職員
非常勤歯科衛生士
児童への歯科健康指導・講義　任期4月～
12月　勤務月2～6日（土・日曜日、祝日等
を除く）　勤務場所市立小学校など　報酬
日額4,546円から（職歴などにより決定）　
対 歯科衛生士免許と普通自動車運転免許
がある人　 定 若干名（選考）　※面接あ
り。勤務時間や条件などは市 HPを参照か、
お問い合わせを　申 2月17日（必着）まで
に、市 HPにある申込書と資格証の写しを学
校保健課へ

市職員　行政（DX推進担当）
任期付フルタイム勤務職員
自治体DXの推進（デジタル技術を活用し
た業務改善、行政手続きのオンライン 
化、情報システムの標準化など）に関する
業務　採用予定日6月1日　任期3年間　 
対 自治体などでのDX推進の実務経験が、
1月31日時点で７年以上ある人　定 若干
名（選考）　配 人事・給与課、各区役所区政
策課・まちづくりセンター（橋本・中央6
地区・大野南を除く）など（市 HPにも掲載）　
※勤務条件などは受験案内を参照　申 2
月22日（消印有効）までに、受験案内に付
いている申込書などを人事・給与課へ

ファミリー・サポート・センター
会員
①利用会員　子どもの送迎や預かりな
ど、手助けを受けたい人。②への謝礼支
払いあり
入会説明会

日にち 会　場
2月8日㈬ あじさい会館3月25日㈯
2月10日㈮ ユニコムプラザさがみ

はら3月10日㈮
2月25日㈯ ソレイユさがみ
3月3日㈮★ 緑区合同庁舎
時 午前10時30分から（★は午後1時30
分から）
②援助会員　①を手助けする人　※講習
会の日程などはお問い合わせを

【①②共通】対 市内在住
か在勤・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歳以上で講習会に出席で
きる　 申 ☎か、 に7面上部の必要事
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
へ　☎042-730-3885 famisapo@
sagamiharashishakyo.or.jp

湘北建築高等職業訓練校
訓練生（建築大工）
時 4月～令和8年3月の毎週土曜日午前9
時～午後5時　会 県立産業技術短期大学
校（横浜市旭区）　 対 経験の浅い建築大
工　定 30人（申込順）　費 年間18万円程
度（入学金、月謝など）　※「湘北建築」で
検索　申 3月15日までに、☎で湘北建築
高等職業訓練校事務局へ　☎046-251-
0990

市民まつり協賛広告スポンサー
5月の市民若葉まつりで広告を掲載
①パンフレット　各まちづくりセンター・ 
公民館、市民まつり会場などで配布する
もの　仕様A4判32ページ（うち広告14
ページ）　発行部数1万部　費 2万5,000
円（20分の1ページ）～30万円（1ページ）
②ステージバック袖パネル　仕様高さ
2m70cm×幅3m60cm　 定 2～8枚分　
費 15万円（4分の1枚）～50万円（1枚）
③エアアーチ（アーチ支柱部分）　仕様高
さ2m×幅1m　定 2カ所　費 25万円（1
カ所）

【①②③共通】観光・シティプロモーショ
ン課、市印刷広告協同組合（同組合 HPにも
掲載）　※掲載基準などはお問い合わせ
を　申 3月3日までに、申込用紙を同組合
へ　☎042-776-6100

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6年3月　対 各地区の活性化に
つながる事業を実施する5人以上の団
体。特に次の事業を優先●自治会への加
入促進●地域での公共的な活動の担い手
育成●公共的な活動への参加者増加●
NPO・企業・ボランティア団体などとの
連携●各地区のまちづくり会議が提示し
た地区特有の課題解決　配 各まちづくり
センター(市 HPにも掲載)　※提出期限や
地区特有の課題は地区ごとに異なる。申
込前に活動予定地区のまちづくりセン
ターに相談が必要。市 HPを参照か、お問
い合わせを　問 市民協働推進課

市勤労者福祉サービスセンター
①嘱託職員②臨時職員
法人事務、福利厚生・指定管理者事業に関
する事務　勤務4月1日から、①週5日で、
午前8時30分～午後5時15分の1日7時
間45分②原則午前10時～午後3時30分
の1日5時間（①②土・日曜日、祝日等を含
む）　勤務場所サン・エールさがみはら　
給与①月額18万8,720円から②時給
1,120円から　対 パソコン操作ができる
人　定 ①1人②若干名（選考）　※勤務条
件や申し込み方法などは、市勤労者福祉
サービスセンター HP（「あじさいメイツ」
で検索）を参照　申込期限2月24日（必
着）　問 同センター☎042-775-5505

市社会福祉事業団契約職員
障害者の就労・生活支援や事務などの業
務　勤務4月から、週5日で1日7時間45
分　報酬月額18万7,000円から　対 普
通自動車運転免許（AT限定可）があり、パ
ソコン操作ができる人　定 若干名（選考）　
※勤務条件などは、同事業団 HPを参照か、
お問い合わせを　申 2月21日（必着）まで
に、履歴書（写真貼付）を郵送で、市社会
福祉事業団へ　〒252-0223中央区松が
丘1-23-1☎042-750-1905

「何でも発表会」出場者
歌やダンスなどを自由に発表する会に出
場　 時 3月24日㈮午後1時30分～3時　
会 けやき体育館　対 市内在住か在勤・在
学で、障害のある小学生以上の個人か団
体　定 5組（申込順）　※ボランティア同
時募集〈定 3人（申込順）〉　 申 2月5日～
20日に、☎で同所へ。☎が難しい場合
は、 FAX に7面上部の必要事項と手話通
訳・要約筆記希望の有無、団体の場合は代
表者の氏名・電話番号、出演人数を書いて
同 所 へ　 ☎042-753-9030 FAX 042-
769-1200

イ ベ ン ト
文化財に関する展示
①文化財保護ポスター展　市内中学生が
文化財保護をテーマに描いた11点を展
示　時 2月4日㈯～19日㈰午前9時～午
後5時　会 旧石器ハテナ館
②市文化財展「伝えていきたい　相模原
の自然と文化」　市の歴史や文化財など
を調査・研究している市民団体などが、
日頃の研究成果を展示　時 2月10日㈮～
16日㈭　会 市立図書館（中央区鹿沼台）

【①②共通】問 文化財保護課

文化財探訪
「大野北地区の文化遺産」
時 2月25日㈯午前10時～午後0時30分　
集合場所淵野辺駅改札口前　定 20人（申
込順）　申 2月6日～17日に、☎で文化財
保護課へ　☎042-769-8371

女子美術大学博士後期課程
研究作品発表会（展示）
大学院学生（洋画）による油彩画などの研
究作品を展示　時 2月13日㈪～18日㈯
午前10時～午後5時（入館は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

➡ 7 面の続き

　「さがみはらのここが好き！」と思うことを写真で
表現し、みんなで市の魅力を見つけるコンテストで
す。受賞者には、グランピング利用券などすてきな
賞品が贈られます。
テーマ　私の好きな相模原
応募方法　2月21日までに、次の手順で応募してく
ださい。
①二つのインスタグラムアカウントをフォロー
●本市シティプロモーション（@sagamihara_pr）
●東京カメラ部キャンペーン用

 （@tokyocameraclub_cp11）
②アカウントを公開し、指定ハッシュタ
グなどを入力して撮影した写真を投稿
※指定ハッシュタグなど詳しくは、
募集サイトを参照

問 観光・シティプロモーション課☎042-707-7045

MY CITY, MY SAGAMIHARA　私の好きな相模原

Instagramフォトコンテスト作品募集

前回受賞作品
『color of the city』

yuncomiさん

前回受賞作品
『水色の景色』灯さん

問 みんなのSDGs推進課☎042-769-9224

SDGｓアプリで
本市コラボイベント開催中

　 Green Ponta 
Actionアプリとは
SDGs活動に取り組んで
もらうためのアプリ。買
い物などに使えるPonta
ポイントも貯められる

　 チェックインとは
GPSを使い、アプリの地
図上のSDGsスポットに
行くと参加できる機能。
この機能を使った自治体
コラボは全国初！

時 ３月17日㈮まで
コラボイベント内容
●アプリ内で使えるアバ
ターがもらえる

　市とGreen Ponta Actionアプリ　がコラボレーション。
ポイントプレゼントや、さまざまなイベントが楽しめます。

「さがみん」と「えすでぃー
ちーずくん」の2種類！

●市内SDGsスポットへのチェックイン　で
Pontaポイントがもらえる（抽選）
●市のSDGs活動の紹介　など
※参加方法など詳しくは、
市特設サイトを参照
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スポーツレクリエーション
講習会（ボッチャ）
時 2月19日㈰午前9時30分～11時30分　
会 富士見小学校体育館　対 市内在住の小
学生以上　定 50人（先着順）　※希望者
は直接会場へ　問 スポーツ推進課

市民無料オンライン講演会
明日に希望が持てるお金の話　 時 2月
24日㈮午後3時～4時30分　 講 高橋成 
壽さん（ファイナンシャルプランナー）　 
定 100人（申込順）　※ツールはZoom®

を使用　 申 2月6日～20日
に、二次元コードから　問 県
宅地建物取引業協会相模北
支部☎042-755-2398

若年性認知症について
①本人ミーティング②講演会
時 3月4日㈯①午後2時～2時50分②午
後3時～5時　会 橋本公民館　対 ①若年
性認知症の本人②その家族や支援者など　
定 各50人（申込順）　※申し込み方法など
は二次元コードから　申込
期間2月6日～24日　問 在
宅医療・介護連携支援セン
ター

認知症サポーター養成講座
時 3月10日㈮午後2時～3時30分　会 け
やき会館　対 市内在住か在勤・在学で認
知症サポーターになりたい人　 定 30人

（申込順）　申 2月6日～24日に、☎か FAX 、 
に7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

グリーンカレッジつくい
①鎌倉時代の津久井を語る　「鎌倉武士
団と津久井」「鎌倉仏教と津久井の寺院」
などについてのパネルディスカッション　
時 3月8日㈬午後7時30分～9時
②いきいき美容教室　津久井高校生と一
緒に、化粧品会社のスタッフから化粧な
どを実践で学ぶ　時 3月11日㈯午前10
時～11時30分　 対 おおむね60歳以上　
費 500円

【①②共通】会 津久井生涯学習センター　
定 各20人（申込順）　 申 2月7日～21日
に、 直接か☎で同所へ　☎042-784-
2400

車いすテニス体験会
時 2月18日㈯午前10時・11時30分、午後
1時30分(各1時間)　 会 けやき体育館　
対 市内在住か在勤・在学の小学生以上　
定 各16人（申込順）　※ボランティア同
時募集〈定 2人(申込順)〉　申 2月5日から
☎で同所へ。☎が難しい場合は FAX に7面
上部の必要事項と障害の有無(ある場合
は障害の種別・等級)、付添者の有無、手
話通訳、要約筆記希望の有無を書いて同
所へ　☎042-753-9030 FAX 042-769-
1200

県障害者スポーツ大会
競技名など 日にち 申込期限

①水泳（身体・知
的）【鹿児島大会
記録会】

3月5日㈰ 2月20日

②ボウリング
（知的） 4月9日㈰ 2月13日③アーチェリー
（身体）
④フライングディ
スク（身体・知的）4月16日㈰ 2月20日

⑤陸上（知的） 4月23日㈰ 2月27日
⑥陸上（身体） 5月14日㈰ 3月20日
会 ①県立神奈川総合高校（横浜市神奈川
区平川町）②湘南とうきゅうボウル（藤沢
市遠藤）③県総合リハビリテーションセ
ンター（厚木市七沢）④⑤⑥県立スポーツ
センター（藤沢市善行）　対 4月1日時点
で13歳以上の身体・知的障害者（身体障
害者は、膀

ぼ う

胱
こ う

か直腸機能障害以外の内部
障害者を除く）　配 スポーツ推進課（市 HP
にも掲載）　※記入が困難な人はお問い
合わせを　申 申込期限までに、申込書を
直接か郵送、 FAX 、 で同課へ　〒252-
5277中央区中央2-11-15 FAX 042-754-
7990 sports@city.sagamihara.
kanagawa.jp

小原の歴史めぐりと座禅体験が
できるウオーキング（約7km）
時 3月12日㈰午前9時40分～午後4時　
集合場所相模湖駅　解散場所小原宿本 
陣　 対 中学生以上　 定 30人（申込順）　 
費 2,000円　 申 2月5日～20日（必着）
に、はがきか FAX に7面上部の必要事項を
書いて、小原宿活性化推進会議（小原集 
会所内）へ　〒252-0173緑区小原702 
FAX 042-685-0479　問 同会議会長の小
林さん☎090-6506-0342

ノルディックウオーキング
講習会
正しいフォームの講習とイルミネーショ
ンの鑑賞　時 3月21日㈷午後3時～7時

〈雨天中止〉　会 相模湖林間公園とさがみ
湖リゾート プレジャーフォレスト（緑区
若柳）　対 市内在住か在勤・在学の小学生
以上　定 20人（申込順）　費 1,500円（入
園料・保険料含む）　申 2月5日から、直接
か☎、 FAX に7面上部の必要事項を書い
て、相模湖林間公園へ　☎ FAX 042-685-
1330

出張シルバー人材センター
入会説明会
時 ①②③2月15日㈬④2月21日㈫午前
10時～11時30分　 会 ①田名公民館②
東林公民館③相原公民館④城山公民館　 
対 60歳以上の人　 定 各20人（申込順）　
申 2月6日～開催日前日に、直接か☎で
市シルバー人材センター各事務所へ　①
中央☎042-754-1177②南☎042-745-
2158③④緑☎042-783-1313

宇宙に飛び立て！
古淵未来ステーション
さまざまな企業のロボットが参加。宇宙
服展示やワークショップなどを実施　 
時 2月15日㈬～28日㈫午前9時～午後9
時　会 イトーヨーカドー古
淵店（南区古淵）　※内容や
時間などは同所 HPを参照　
問 産業支援課

世界のひろば
ボリビアの暮らしや文化についての話
と交流　 時 2月19日㈰午前10時～11
時30分　 会 橋本公民館　 定 40人（申込
順。市内在住者優先）　申 2月5日～15日
に、☎でさがみはら国際交流ラウンジへ　 
☎042-750-4150

みどりの講習会
①フラワーアレンジメント～コサージュ
づくり　造花を使い、生花にも応用可能
な花飾り作りのポイントを学ぶ　時 2月
25日㈯午前10時～正午　費 2,000円
②ビカクシダ（コウモリラン）の板付け　
天然木板を使い、ハンギングで栽培する
方法を学ぶ　時 3月7日㈫午前10時～11
時30分　費 2,000円

【①②共通】会 LCA国際小学校北の丘セン
ター　対 市内在住か在勤・在学の15歳以
上（中 学 生 を 除 く）　 定 24人（申 込 順）　
申 2月6日～①20日②28日に、直接か☎、
FAX に7面上部の必要事項を書いて、市ま
ち・みどり公社へ　☎042-751-6624　
FAX 042-751-2345

野鳥観察会
麻布大学野鳥研究部と野鳥を観察し、識
別のポイントなどを学ぶ　時 2月25日㈯
午前9時30分～午後0時30分　会 県立相
模原公園ほか　対 市内在住か在勤・在学
の人（小学生以下は保護者同伴）　定 30
人（抽選）　申 2月13日（必着）までに、は
がきか に7面上部の必要事項とEメー
ルアドレス、双眼鏡の有無を書いて、相模
原の環境をよくする会事務局（ゼロカー
ボン推進課内）へ　〒252-5277中央区
中央2-11-15 kankyouseisaku@city.
sagamihara.kanagawa.jp

さがみはら生物多様性
シンポジウム
基調講演や地域団体の事例発表などを通
して、生物多様性について考える　時 2月
25日㈯午後1時30分～4時30分　会 相模
原教育会館（中央区富士見）　定 80人（申
込順）　※内容などは市 HP
を参照　 申 2月7日～21日
に、二次元コードから　問 市
コ ー ル セン ター ☎042-
770-7777

手作り紙芝居講座〈全3回〉
オリジナルの紙芝居を制作。4月22日㈯
の「キッズ★フェスタ」で発表予定　時 3
月18日㈯・21日㈷・25日㈯午後1時～5
時　 会 青少年学習センター　 対 小学生　
定 12人（申込順）　費 300円　申 2月5日
～3月12日に、直接か☎で市立図書館（中
央区鹿沼台）へ　☎042-754-3604

（敬称略）
費用の記載がない場合は無料 
です。催 し

●大野台公民館将棋サークルトーナメ
ント戦　優勝・準優勝者には景品あり　 
時 2月18日㈯午後1時～5時　会 大野
台公民館　 定 20人(申込順)　 申 2月
11日までに、☎で有田へ　☎080-
9185-2759
●おおぞら混声合唱団演奏会　曲目
は「混声合唱のための童謡メドレー

『いつの日か』」ほか　時 3月14日㈫午
後2時～4時　会 相模原南市民ホール　 
定 390人(先着順)　※希望者は直接会
場へ　問 小西☎090-8569-4697
●現役SEが教えたいスクラッチ講習会　
①ハード編②ソフト編　Scratch(スク
ラッチ)プログラミングを体験しなが
ら学ぶ　時 3月25日㈯①午前10時30
分～正午②午後1時20分～4時　会 ユ
ニコムプラザさがみはら　対 小学校4
年生以上〈小学生は保護者同伴(1人ま
で)〉　 定 ①20人②40人
(申込順)　申 3月24日ま
でに、二次元コードから　
問 高 坂 ☎080-5964-
8085

会費などは個別にお問い合わせ
ください。仲 間

●呼吸法健康体操　 時 毎月第1・第3
木曜日午前10時　会 津久井中央公民
館　※見学・体験可　問 長谷川☎042-
784-0913
●健康体操　時 毎週金曜日午前10時　
会 西橋本四丁目自治会館(緑区西橋本)　
※見学・体験可　問 松本☎080-3306-
7337

読者 ひろばの

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

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

さがまちカレッジ
【特別講座】違法でなければ安全か？子ど
もたちにもその危険性を教えたい！　
タバコやお酒などの正しい知識を学ぶ　
時 3月5日 ㈰ 午 前10時 ～11時30分　 
会 相模女子大学（南区文京）　対 18歳以
上　定 35人（抽選）　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（沢井を除く）など　 申 2月
15日（必着）までに、申込用紙をさがまち
コンソーシアム事務局へ。同 HPからも可　
☎042-747-9038

起業家向けセミナー＆交流会
時 3月4日㈯午後1時30分～5時　会 産業
会館　対 事業者か起業したい人　定 30
人（申込順）　 費 500円　 申 2月28日ま
でに、二次元コードから　
問 市産業振興財団☎042-
759-5600

50代から始める地域活動マッチング相談会
①講演会　いつでもチャレンジを！～生涯現役宣言！！～
講 若宮正子さん（世界最高齢プログラマー）
※手話通訳・要約筆記あり
②相談会　地域で活動している団体による活動紹介など
時 3月18日㈯①午後2時～3時②午後3時～4時
会 ①ソレイユさがみ②橋本公民館
対 市内在住か在勤・在学の人　定 ①100人（申込順）　
※①②1歳以上の未就学児の保育あり〈定 6人（申込順）〉
※②希望者は直接会場へ
申 ①2月9日～26日に、☎で市コールセンターへ　
☎042-770-7777

相談会の
出展団体など
詳しくはこちら
◀市 HP

▲若宮正子さん
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〒252-0236 中央区富士見1-3-41　☎042-769-9248
FAX 042-751-2036　 ecopark-sagamihara@mdlife.co.jp

エコパークさがみはら(環境情報センター)

おからケーキをつくろう
時 2月25日㈯午前10時～正午　会 清新公民館　対 小学生とその保護者　定 6組

（1組2人まで。申込順）　費 550円　申 2月5日～22日に、直接か☎、 に10面上
部の必要事項を書いてエコパークさがみはらへ
①おもちゃもったいないセンター②おもちゃの病院
時 2月26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 ①2月5日～25日に、直接か☎、 に10面上部
の必要事項、希望時間を書いてエコパークさがみはらへ
特別講演会　デザインの視点から見るSDGs
時 3月5日㈰午後2時～3時30分　会 ①同所、②オンライン　講 益田文和さん(環
境省グッドライフアワード実行委員長)　対 中学生以上　定 ①40人②70人（申込
順）　※②のツールはZoom®を使用　申 2月4日～3月1日に、 に10面上部の必
要事項、会場かオンライン、学生の場合は学年を書いてエコパークさがみはらへ
ネイチャーゲームでSDGsを学ぼう
時 3月11日㈯午前9時30分～正午　会 中央公園　対 市内在学の小・中学生（小学校
3年生以下は保護者同伴）　定 20人（申込順）　申 2月5日～28日に、直接か☎、
に10面上部の必要事項、学年を書いてエコパークさがみはらへ
エコぞうりをつくろう
時 3月7日㈫・12日㈰午前9時30分～午後0時30分　定 12人（申込順）　費 550円　
申 2月5日～28日に、直接か☎、 に10面上部の必要事項を書いてエコパークさ
がみはらへ

製本体験講座～オリジナルの手帖
ちょう

を作ろう！～
本の構造を学びながら、ミニサイズの手帖を製作　時 2月25日㈯午前10時～11
時　対 中学生以上　定 15人（申込順）　費 500円　※図書館 HPを参照　申 2月5日
から、直接か☎で同所へ

〒252-0303 南区相模大野4-4-1　☎042-749-2244
相模大野図書館

講演会 もっと知りたい相模原～地域を知る 相模原 歴史ヒストリア～〈全2回〉　
①横浜線から眺める相模原の歴史②養蚕の展開と人々のくらし
時 2月①25日㈯②26日㈰午前10時30分～正午　会 大野北公民館　定 各60人（申
込順）　費 500円　申 2月11日(2月12日・13日を除く)から、直接、大野北公民館
へ　☎042-755-6601

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

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

相模の大凧センター

凧作り教室
簡単にできる角

か く

凧
だ こ

作り　 時 2月25日㈯午後1時30分～4時　 定 5組（申込順）　 
費 500円　申 2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

〒252-0131 緑区西橋本5-4-20　☎042-775-5665
FAX 042-775-5515　 sun-yell@ajisaimeitsu.or.jp

サン・エールさがみはら

土曜コンサート「フラメンコ　コンサート」
出演は市内などで活動するアリサフラメンカ　時 2月11日㈷午後3時30分～5時　
定 220人（先着順）　※希望者は直接会場へ
相続・贈与対策セミナー
相続税・贈与税の基礎控除、非課税の仕組みなど　時 3月4日㈯午後1時30分～3時　
対 市内在住か在勤の人（学生を除く）　定 40人（抽選）　申 2月15日（必着）までに、は
がき、 FAX 、 に10面上部の必要事項を書いて同所へ。同所 HPからも可
メルカリ教室
メルカリ(フリーマーケットサイト)に私物を出品する体験講座　時 3月5日㈰・8
日㈬午前10時、午後1時・3時30分(各1時間30分)　対 市内在住か在勤・在学の18
歳以上　定 各12人（申込順）　申 メルカリ教室 HPから

ミニシアター
上映作品『紳士は金

ブロンド

髪がお好き』（1953年／アメリカ／カラー／字幕）　時 2月19
日㈰・21日㈫午後2時～3時40分　会 市立図書館　対 市内在住か在勤・在学の人　
定 各20人（申込順）　申 2月5日から、直接か☎で視聴覚ライブラリーへ

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

防災講座「備えて安心！在宅避難のススメ」
適切な避難先の選び方や在宅避難について学ぶ　時 3月5日㈰午前10時～11時
30分　定 20人（申込順）　申 2月5日～26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

プラネタリウム番組「星空さんぽ～冬～」
ミニテーマカノープス(りゅうこつ座 α

アルファ

星)　時 2月28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)〉
公開講座JAXAコース　はじめての宇宙科学～三世代で星空を眺めよう～
プラネタリウムを鑑賞し、解説やクイズなどで宇宙を学ぶ　時 2月25日㈯午後
0時50分～3時30分　講 大川拓也さん(JAXA宇宙科学研究所広報・普及主幹付)　
対 小学生以上(小・中学生は保護者同伴)　定 100人（申込順）　費 400円（小・中学
生160円）　申 2月4日～17日（市内在住か在勤・在学の人優先。それ以外の人は2
月11日から）に、直接か☎、 に10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

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

〒252-0223 中央区松が丘1-23-1　☎042-758-2121
FAX 042-758-7070　 chiikishien@sagamihara-shafuku.or.jp

障害者支援センター松が丘園

聞こえにくい方のためのコミュニケーション講座　①手話体験②耳のしくみの講
義③当事者による交流会

「聞こえ」についての講義や日常生活で補う方法など　時 2月①8日㈬②16日㈭③
27日㈪午後2時～4時　対 市内在住の聞こえにくい人とその家族など　定 各30人

（申込順）　申 2月①5日②13日③23日（必着）までに、募集要項に付いている申込
書を郵送か FAX で同所へ

応急手当教室
日常生活の事故防止、胸骨圧迫、災害時の心得などを学ぶ　時 2月15日㈬午前10
時～11時30分　対 市内在住の60歳以上　定 10人（申込順）　申 2月5日～14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 2月16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 2月5日～14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

〒252-0335 南区下溝4169　☎042-777-6088
FAX 042-777-0161　 asamizo-stadium@dream.jp

相模原ギオンスタジアム

①福田恭巳さん総合監修スラックライン
時 2月22日㈬午後7時15分～8時45分　定 20人(申込順)　費 1,000円
②ランニングクリニック～続けるための体幹トレーニング体験～
時 2月26日㈰午後1時～3時　定 20人(申込順)　費 1,800円
③ハーバリウム～アクセサリー作成～
時 3月3日㈮午前10時～11時　定 15人(申込順)　費 2,300円

【①②③共通】対 ①年長以上(小学生以下は保護者同伴)②③18歳以上(高校生を除
く)　申 ①②2月5日～開催日前日に、直接か☎、 FAX 、 に10面上部の必要事項
を書いて同所へ③2月5日～開催日1週間前に同所 HP「イベント＆教室」ページから

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　などで確認を
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三菱重工相模原ダイナボアーズ
（ラグビー・JAPAN RUGBY LEAGUE ONE DIVISION1）

ホームタウンチームを応援しよう！

時2月5日㈰正午から
会相模原ギオンスタジアム　
対戦相手　コベルコ神戸スティーラーズ
※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チームの HP参照

問三菱重工相模原ダイナボアーズ☎042-761-2686

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
FAX042-751-5545 sspo@sagamihara-sport.or.jp

詳しくは同協会
HPを参照

親子ラグビー教室
時2月11日㈷午前9時～正午　会相模原ギオンフィールド　対市内か近隣市町村に
在住の3歳～中学生とその保護者（保護者が在勤も可）　※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
鳴子踊り体験会
時2月12日㈰午後1時～3時　会市体育館（市役所前）　※希望者は室内履きを持っ
て直接会場へ。鳴子の貸し出しあり
ペタンク講習会　①審判（ルール）②初心者実技
時2月19日㈰①午前9時～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　定各35人（先着順）　※希望者は運動ができる服装で
直接集合場所へ
市民サッカー選手権大会（シニア）
時5月14日㈰～9月24日㈰　会横山公園人工芝グラウンドほか　対市内在住か在
勤・在学の40歳以上で構成されたチーム　申込期限2月28日　※申し込み方法など
は市スポーツ協会 HP参照
ねんりんピック愛媛大会選手選考会（弓道）
時3月4日㈯午前9時～正午　会北総合体育館　対市内在住で令和6年4月1日時点で
60歳以上の人　※希望者は直接会場へ

体操体験教室
時3月19日㈰午前9時30分～午後0時40分、午後1時～4時5分　会相模原ギオンア
リーナ　対年長～小学生（保護者同伴）　定各80人（申込順）　費各1,500円　申込
期限2月28日　※申し込み方法などは市体操協会 HP参照
エンジョイスキースクール・歩くスキーを楽しむ会〈2泊3日〉
時3月24日㈮～26日㈰　集合午後7時30分＝南区合同庁舎、午後8時＝市役所本庁
舎　会エイブル白馬五竜スキー場（長野県北安曇郡白馬村神城）　対小学生以上（小
学生は保護者同伴）　定40人（申込順）　費3万4,000円（小学生3万3,000円）　※リ
フト代が別途必要。用具レンタル希望者は、板と靴のセット4,000円、ウエア3,000
円が別途必要　申込期限2月20日　※申し込み方法などは市スキー協会 HP参照
市民ゴルフ大会
時3月27日㈪午前8時　会相模原ゴルフクラブ（南区大野台）　対市内在住か在勤・
在学の18歳以上（高校生、プロを除く）　定288人（抽選）　費参加費3,000円、プ
レー費19,670円(飲食代・消費税が別途必要)　申込期限2月21日　※申し込み方法
などは市スポーツ協会 HP参照

〒252-0242 中央区横山5-11-1　☎042-758-3151さがみはらグリーンプール
催し名 日にち 時　間 対象・定員（申込順）・費用

①シルバー初心者水泳〈全3回〉 2月15日㈬・22日㈬、3月1日㈬ 午後0時30分～1時30分 対60歳以上の水泳初心者　定10人　費3,060円
②初心者クロール〈全3回〉 2月16日㈭・23日㈷、3月2日㈭ 午後0時30分～1時30分 対18歳以上（高校生を除く）　定10人　費3,060円
③わくわく親子水泳 2月18日㈯ 午後1時30分～2時30分 対幼児・小学生とその保護者　定10組　費900円
④アーティスティックスイミング 2月18日㈯ 午後3時30分～4時30分 対クロールで25m泳げる小・中学生　定20人　費770円
⑤はじめての水泳 2月20日㈪ 午後1時30分～2時30分 対18歳以上（高校生を除く）　定10人　費600円
⑥競技力向上飛込〈全4回〉 毎週火曜日　2月21日～3月14日 午前10時～11時30分 対18歳以上（高校生を除く）　定20人　費4,080円

⑦泳力検定に挑戦 2月22日㈬（練習日）、3月1日㈬（練習
日）・8日㈬（検定日） 正午～午後1時 対18歳以上（高校生を除く）　定各15人　費各1,020円

※合格後、日本水泳連盟に登録する場合、登録料700円が必要
⑧跳んで走って遊びながら☆体力強化 2月26日㈰ 午前10時～10時50分 対年少・年中　定10人　費510円

※⑦それぞれ単独での参加可　申2月5日から、直接か☎で同所へ 

催し名 日にち 時　間 対象・定員（申込順）・費用

スケートボードスクール
初心者・入門

2月11日㈷・18日㈯・25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）

バスケットボールスクール

初心者 2月13日㈪・20日㈪・27日㈪ 午後6時～6時50分 対小学生　定各10人　費各1,000円
2月16日㈭・23日㈷ 午後5時～5時50分 対小学生　定各6人　費各1,000円

中級者 2月13日㈪・20日㈪・27日㈪ 午後5時～5時50分 対小学生　定各10人　費各1,000円
2月16日㈭・23日㈷ 午後6時～6時50分 対小学生　定各6人　費各1,500円

上級者 2月13日㈪・20日㈪・27日㈪ 午後7時～7時50分 対小学生　定各10人　費各1,000円
2月16日㈭・23日㈷ 午後7時20分～8時30分 対小学生　定各6人　費各1,500円

〒252-0205 中央区小山4-1　☎042-700-0801　 FAX042-700-0802小山公園

申2月5日～開催日前日に、直接か☎、 FAXに10面上部の必要事項、希望日を書いて、同所へ

カポエイラダンスエクササイズ　体験教室
格闘技とダンスを合わせたエクササイズを体験　時3月21日㈷・26日㈰午後2時
30分～3時30分(両日参加も可)　対15歳～60歳　定各20人(申込順)　費各800
円　申2月5日～3月13日（必着）に、往復はがきに10面上部の必要事項、希望日
を書いて同所へ

〒252-0328 南区麻溝台2284-1　☎042-748-1781
相模原ギオンアリーナ

オーサーズカフェ　人生が270度変わった！ケアラーズカフェから広がるつながり
時2月11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

〒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・定員（申込順)・費用など

①市民企画講座　多文化理解ワークショップ　ベトナ
ムを五感で楽しむ 2月18日㈯ 午前10時30分～正午 内ベトナム料理の実演と実食、観光スポットの紹介　定10人　費500円

②プチマルシェ・ワークショップ　はじめてのビーズ
アクセサリー 2月26日㈰ 午前10時～正午 内ストラップとブレスレットの2通りを楽しめるアクセサリー作り　

定10人　費500円

③絵本の読書会　まなぶBOOK倶
く

楽
ら

部
ぶ

3月5日㈰ 午後1時～2時30分 内同所が所蔵するジェンダーに関する絵本を1冊選び、内容に関する意
見を交換　定10人

④私たちのSDGs　食品ロス削減に向かって 3月9日㈭ 午後1時～3時 内食品ロスを減らすための賢い消費の仕方や工夫を学ぶ　定20人

※2歳以上の未就学児の保育あり(要予約)　申2月5日から、直接か☎、 FAXに10面上部の必要事項、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
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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！



　開花に合わせて開放する園内で、白やピンクの花
を付けた約1,000本の梅の木が楽しめます。
時 2月末予定
※開花状況によって決定。詳しくはお問い合わせく
ださい。
会 本沢梅園（緑区川尻）　※城山発電所そば。臨時駐
車場あり。別途入園料が必要

問 市コールセンター☎042-770-7777

　4年振り開催。市内の伝統芸能が一堂に会します。
時 2月26日㈰午後1時～4時30分
会 あじさい会館　※希望者は直接会場へ
※2月28日㈫まで、市役所本館で民俗芸能の展示も
あります。

問 文化財保護課☎042-769-8371

　期間中に3つ以上の施設を巡ってスタンプを
集め、市立博物館で提示すると、先着順でプレ
ゼントがもらえます。
時 2月11日㈷～3月5日㈰　★2月16日㈭から
会 配 吉野宿ふじや、市立博物館、市古民家園、小
原宿本陣、★相模田名民家資料館(中央区田名)

問 市立博物館☎042-750-8030

　地域に伝わるおひな様を紹介します。
時 2月11日㈷～3月12日㈰午前
10時～午後4時（月曜日、2月
24日を除く）
会 吉野宿ふじや　

　おひな様が飾られた中で、紙芝居の上演や
ひな祭りに関するお話をします。
時 2月19日㈰午前10時～11時
会 市古民家園
定 20人（申込順）
申 2月6日～15日に、☎で文化財保
護課へ　☎042-769-8371

 市と「アイドルマスター ミリオンライブ！ 」がコラボレーション。対象店を利用した人に特製カードを配布します。
時 2月23日㈷～3月12日㈰

問 観光・シティプロモーション課☎042-707-7045

春を楽しむ　日本文化を楽しむ
川尻財産区　本沢梅園一般開放

アイドルマスター ミリオンライブ！×相模原市

特製カードには、太陽、月、星にちなんだ３ユニットのアイドルが登場！

市民俗芸能大会

おひな様スタンプラリー
関連イベント

古民家園でひなまつりと紙芝居吉野宿ふじや企画展
甲州道中（相模湖・藤野・上野原）のおひな様展

市登録無形民俗文化財　藤野の
村歌舞伎『白波五人男』

「アイドルマスター ミリオンライ
ブ！」とは？

　アイドルをプロデュースするコンテン
ツ「アイドルマスター」シリーズの一つ

※対象店など
は、市 HPをご
覧ください。THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

12 No.14982023年（令和5年）2月1日

発行  相模原市　 編集  広聴広報課　 HP  https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
〒252-5277　相模原市中央区中央2-11-15　☎042-769-8200　

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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