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ザマ・プロムナード・コンサート

市議会の新議長・新副議長

○と き 平成31年 2 月11日（月）午後 2 時開演（午後 1 時30分開場）
○ところ ハーモニーホール座間大ホール
○曲 目 ショパン作曲「ピアノ協奏曲第 1 番」、ベートーヴェン作曲「交
響曲第 5 番運命」
○出 演 神奈川フィルハーモニー管弦楽団、田中祐子（指揮）、外山啓
介（ピアノ）
○定 員 1,300人（座席指定制。未就学児以下入場不可）
○費 用 千円（払い戻し不可）
○申込方法
◆先行販売（綾瀬・海老名・座間市内在住・在勤・在学者のみ）
10月25日（木）〜30日（火）午前 9 時〜午後 5 時15分に市役所 5 階生涯
学習課へ（土曜・日曜日、祝日を除く）
◆通常販売
11月 2 日（金）〜平成31年 2 月10日（日）午前 9 時〜午後 5 時にハーモ
ニーホール座間窓口へ（11月12日（月）、12月10日（月）、1 月15日（火）
・
19日（土）、年末年始は休館）
担当
生涯学習課 ☎046(252)8476 5046(252)4311

市議会では、 9 月28日の第 3 回定例会において、議長に上沢本尚氏、副
議長に荻原健司氏を選出しました。
両氏の略歴は、次の通りです。
◆上沢 本尚氏 (59歳)
市議 4 期目。副議長、
予算決算常任委員会、
議会運営委員会、議会
改革特別委員会、基地
対策特別委員会、教育
福祉常任委員会の各委
員長などを歴任。（会
派 公明党）
担当

議会事務局

連載

平和講演会

◆荻原 健司氏 (46歳)
市議 2 期目。都市環
境常任委員会、企画総
務常任委員会、教育市
民常任委員会の各委員
長などを歴任。（会派
自民党・いさま）

☎046(252)8872

5046(252)8557
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高座清掃施設等視察研修会

（座間市自治会総連合会）

○と き 11月24日（土）午後 2 時〜 4 時（午後 1 時30分開場）
○ところ ハーモニーホール座間小ホール
○内 容 基調講演「世界の子どもたちと向き合っ
て」（手話通訳・要約筆記あり）
○講 師 フォトジャーナリスト安田菜津紀さん
○定 員 300人（申込順）
○参加費 無料
講師の安田菜津紀さん
○保 育 100円（ 2 歳〜未就学児）
※希望者は11月 2 日（金）までに電話、ファクスまたは直接担当へ。
○申込方法 電話、ファクス、電子メール（jinken@city.zama.kanagawa.
jp）または直接担当へ
担当
広聴人権課 ☎046(252)8087 5046(252)0220

市のごみは、減量・再資源化が進められ
ています。市自治会総連合会では毎年度、
焼却施設・リサイクル施設の視察研修会を
行い、会員が実際の作業を見学し、現状を
知る機会を設けています。今年度は新たに、
視察研修会の募集を会員に直接働きかける
方式に変更し、自治会の回覧で参加者を募
りました。すると、全 3 回とも募集受付開
視察研修会の募集に
始の初日に定員に達し、自治会員の皆さん
使用した回覧
の関心の高さを実感できる結果が示されま
した。参加された多くの方は異口同音に「業務の大変さ大切さを実感
した。これからはごみの出し方に気を付ける」と言われます。今後も
この視察研修会を続け、清潔な街作りのための啓発活動を続けていき
たいと思います。
座間市自治会総連合会 環境部長 本多 光一

家族のための認知症介護教室

自治会への加入などは、自治会総連合会事務局☎5046(252)8751へお問
い合わせください。
担当
市民協働課 ☎046(252)7966 5046(255)3550

認知症の方を介護することで、疲れやストレスをため込んでいる方に気
分転換をしてもらおうと「認知症介護教室」を開催します。
○と き ①11月15日（木）午後 2 時〜 3 時30分②22日（木）午後 1 時30
分〜 3 時③12月10日（月）午後 2 時〜 3 時30分（複数受講可）
○ところ 市民健康センター
○内 容 ①体を動かしてリフレッシュ②アロマでリフレッシュ③認知症
の対応を介護の専門家から学ぶ
※②はバスソルトの持ち帰りができます。
○対 象 市内在住・在勤者（介護を受ける方の同伴可）
○定 員 各30人（多数抽選）
○申込方法 11月 8 日（木）までに電話、ファクスまたは直接担当へ
担当
介護保険課 ☎046(252)7084 5046(252)8238

友好交流都市

市民リポーター「私が見つけた座間市の魅力」
足どめの花

お馬さんを見に行こう

𠮷田 もとひろ
平成27年 6 月 4 日撮影
新田宿

稲葉 勝子
平成30年 7 月中旬撮影
栗原

須賀川市の魅力

須賀川松明あかし

広報ざま【座間市のお知らせ】No.1061

こんにちは
赤ちゃん

座間市と友好交流都市協定を締結してい
る福島県須賀川市では、11月10日（土）に
松明あかしが開催されます。
最大で高さが10メートルある大松明に火
が付けられるこの祭りは、420年以上の歴史
がある伝統行事で、日本三大火祭りに数え
大迫力の松明あかし
られます。
○問い合わせ先 須賀川市松明あかし実行委員会事務局（観光交流課内）
☎0248(88)9144
担当
渉外課 ☎046(252)8035 5046(255)3550
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本美 絢衣ちゃん

高橋 暉理都ちゃん

H29.10.13生まれ
入谷

H29. 9 .11生まれ
栗原中央

平成30年 (2018年) 10月15日

