
場所中原小学校
内容ダンス、創作舞踊
対象幼稚園年長～中学3年生
費用月額3,000円
問合 y.j.gymnastics@gmail.com
（和賀）
イジュマービッグバンド
日時毎月第1・3・5金曜日19：00～21：00
場所市公民館
内容ビッグバンドの演奏
費用月額2,500円
問合☎090（4964）9043（清水）
ZAMAビッグバンドジャズオーケ
ストラ
日時毎月第1・3・5日曜日17：00～20：30
場所市公民館
内容ビッグバンドジャズの演奏
対象楽器経験者
費用月額2,500円
問合☎090（4964）9043（清水）
ニューエポック
日時毎週土曜日18：00～20：00
場所立野台小学校
内容バドミントン
対象バドミントン経験者
費用月額1,000円
問合☎080（5097）9276（笹森）
座間吟詠会ひばり教場
日時毎月第1・3水曜日15：00～17：00
場所 ひばりが丘コミュニティセンター
内容詩吟研修
費用月額1,000円
問合☎046（253）0995（増田）
座間ふるさとガイドの会
日時毎月第3日曜日10：00～12：00
場所ふれあい会館、市域文化財ガイ
ドコース
内容市内の文化財・歴史を学ぶ、市内
文化財巡りなどのガイド
費用年額2,000円

問合☎090（3905）2971（田口）
さがみ野ウクレレ
日時原則毎月2回火曜日9：30～12：00
場所東原コミュニティセンター他
内容ウクレレの練習
費用入会金1,000円、月額2,000円
問合☎090（1459）1288（内藤）
座間市パークゴルフ協会
日時随時（月2回）9：30～12：00
場所 開成水辺スポーツ公園・パーク
ゴルフ場他
内容パークゴルフ（神奈川県大会に
出場するアスリートの育成）
対象 パークゴルフ経験1年以上の高
齢者
定員 10人
費用月額100円
問合☎090（2304）1186（野島）
座間ジュニアソフトテニスクラブ
日時毎週水曜・木曜日19：00～21：00、
土曜・日曜日、祝日（半日または1日）
場所ひまわり公園テニスコート他
内容ソフトテニス
対象小学生（保育園・幼稚園児も可）
費用 年会費6,000円、コート代月額
2,000円
問合同クラブホームページ（https：
//zamaj r s tc .w i x s i te . com/
zamajrstc/）お問い合わせフォームへ
座間アマチュア無線クラブ
日時①月例会議＝毎月第4土曜日19：00
～21：00②無線交信など＝不定期
場所①青少年センター②相模川河川
敷他
内容市の防災訓練、大凧まつりに参
加、無線コンテスト、移動運用・バー
ベキュー、技術講習会、無線免許取
得・開局の手伝いなど
費用入会金1,000円、月額150円
問合☎046（255）3629（阿部）

に2回程度火曜または水曜日。詳しく
は問い合わせ先へご確認ください）
場所厚木保健福祉事務所
内容病気や障がい、発達の遅れなど
がある3歳未満児の歯科相談
◆エイズ・梅毒の無料検査・相談
日時▼検査＝月2回程度（木曜日）▼
相談＝随時
場所厚木保健福祉事務所
内容エイズ・梅毒を匿名で検査・相談
・・・・・ 共通事項 ・・・・・

参加電話で問い合わせ先へ（要予約）
問合厚木保健福祉事務所☎046（224）
1111
座間市少女マーチングバンド第２3回
定期演奏会
日時 3月21日㈫13：30から
場所ハーモニーホール座間
内容マーチングバンドの演奏・演技
参加当日直接会場へ
問合☎090（4247）7154（中川）
たのしもう　むかしあそび
日時 3月24日㈮14：00～16：00
場所立野台コミュニティセンター
内容地域の大人と子どもたちが交流
し、昔遊びを伝承する
対象 3歳～小学生（未就学児は保護者
同伴）
入場自由
問合同センター☎046（255）0815
民舞踊体験教室
日時 3月28日㈫、4月4日㈫・11日㈫�
13：45～14：45
場所相武台コミュニティセンター
内容馴染みのある民謡を踊る
定員各5人（申込順）
申込電話で問い合わせ先へ
問合相武台秀麗会☎090（2174）5224
ガールスカウト神奈川県第５７団おた
のしみ集会
日時 3月19日㈰10：00～12：00
場所北地区文化センター
内容クラフト、ゲーム、入団説明会
対象幼稚園年長以上の市内在住女性
とその保護者
参加当日直接会場へ
問合☎046（254）2820（木村）

サークル会員募集

Y.J.GYＭNASTICS
日時毎週水曜日17：00～18：45

案内
消防車・救急車出動件数

消防車（件） 救急車（件）
令和 ２月 1月〜２月（累計） ２月 1月〜２月（累計）
5年 89 194 551 1,235
4年 74 167 509 1,105
増減 +15 +27 +42 +130
　火災・災害情報の問い合わせは、テ
レホンサービスへ☎046（251）1399

不用品活用バンク

　一般家庭の生活用品で不要となっ
た品物のうち、日常生活用品として
再利用できるものについて、情報を
収集して紹介しています。市の紹介
により当事者間で話し合い、無料で
取り引きをするものです。
◆譲ります
ホットウォーマーセット（湯たんぽ
付き）、乳母車、歩行器、バウンサー
担当広聴人権課
☎046（252）8146　 FAX 046（252）0220

みんなの広場

　みんなの広場・サークル会員募集
に掲載を希望する場合は、市役所3
階市政戦略課で配布する掲載依頼用
紙（市ホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を明記し、提出し
てください。なお、必ず掲載できる
ものではありません。
各種相談
◆精神保健・認知症相談
日時 ①4月26日㈬13：30～16：30②随
時（月2回程度）
場所①座間市役所②厚木保健福祉事
務所
内容心の病気、アルコール・薬物など
の依存症、認知症の相談
◆専門的栄養相談
日時 9：30～16：00（個別に日程を調
整しますので、問い合わせ先へご確
認ください）
場所厚木保健福祉事務所
内容難病や合併症を有する方とその
家族のための食事相談
◆療育歯科相談
日時 9：00～12：00、13：30～16：00（月

担当 医療課
☎046（252）7295　 FAX 046（252）7043救急診療 休日（日曜日、祝・休日）

夜間、深夜
●聴覚障がいのある方は、専用ファクス FAX 119へ。
●救急診療は、急病で困ったときにご利用ください。
●�基本的に救急診療は応急処置を行いますので、後日かかり
つけの病院などで必ず診察を受けてください。

●電話をかける場合は、お間違えのないようご注意ください。内科・外科　　　　　☎046（252）9090
診療場所 休日急患センター（市民健康センター1階）

受付時間

休日 9：00～11：45、14：00～16：45
夜間

（内科）
月曜～金曜日19：00～21：45
土曜・日曜日、祝・休日18：00～21：45

夜間
（外科）

消防テレホンサービス
☎046（２５1）0119でご確認ください。
診療時間　18：00～22：00

深夜診療 消防テレホンサービス☎046（２５1）0119でご確
認ください。 受付 22：00～翌日8：00

小児科（外科系を除く）　  ☎046（255）9933
診療場所 休日急患センター（市民健康センター1階）

受付時間
休日 9：00～11：45、14：00～16：45

夜間 月曜～金曜日19：00～21：45
土曜・日曜日、祝・休日18：00～21：45

深夜診療
小児救急情報センター☎046（２５５）9933でご
確認ください。 受付 22：00～翌日7：00
※重症の場合は8：00

歯　科　　　　　　 ☎046（252）8217
診療場所 休日急患センター（市民健康センター1階）
受付時間 休日のみ 9：00～11：45、14：00～16：30

耳鼻咽喉科・婦人科・眼科
消防テレホンサービス
☎046（２５1）0119でご確認ください。

診療時間
休
日
の
み

9：00～12：00、14：00～17：00
※�当番医療機関により異なる場合があり
ます。受付・診療時間は必ず当番医療機
関へお問い合わせください。

募 集
会計年度任用職員

　来年度の会計年度任用職員を募集します。詳し
くは各担当へお問い合わせください。また、応募
書類は原則返却しません。※地方公務員法第16条
の欠格条項に該当する方は採用不可。

パパートタイム会計年度任用職員　フフルタイム会計年度任用職員
資格応募資格　 人数募集人数　 内容業務内容　 任用期間 任用期間・曜日・日時※特に記載がな
い場合は4月1日から1年間。　 勤務場所 勤務場所　 給与給与など※地域手当（相当分）込み。　
選考選考方法　 応募応募方法（履歴書は市販のものに写真を貼付）

パ 事務補助
資格 パソコン操作（エクセル・ワードなど）
ができる方　 人数 1人　 内容シティプロモー
ションに関わる業務全般（着ぐるみの着用
あり）　 任用期間 月曜～金曜日のうち週4日

9：45～15：00※土曜・日曜日、祝・休日勤務あ
り。　 勤務場所 市役所4階他　 給与時給1,071
円　 選考面接（3月29日㈬）　 応募履歴書を3月
27日㈪までに本人が担当へ
担当 市政戦略課
☎046（252）7961　 FAX 046（255）5090

7広 報 

座
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Zama  Informationお役立ち情報満お役立ち情報満載載

●お問い合わせやお申し込みは開館日時をご確認の上、ご連絡ください。市役所は原則、祝・休日や年末年始を除く月曜〜金曜日の8：30〜17：15にお願
いします。●ファクスでお申し込みの場合は、「件名」、「連絡先」など必要事項を明記してください。●イベントなどは中止・変更する場合があります。
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