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７年連続

保育所等の

待機児童数

昨年度、保育所４施設を新設し、入所定員を３２０人拡大。

７年連続で４月１日時点の待機児童数ゼロを達成しました※。
※求職活動を休止している場合や、ほかに利用可能な保育所等がある場合に、特定の園を希望していたり、育児休業中で保育所等に入所でき

た場合に復職することが確認できないときなどは、厚生労働省による待機児童の定義（市は平成２９年度から適用）には含まれません。

【問】保健福祉センターほいく課 保育指導係 ☎046 ０ ４ ０２０２FAX 
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入所定員数
（各年４月１日時点）

ゼ
ロ

子育て、保育の相談は、保育コンシェルジュへ

保育コンシェルジュは、お子さんの預け先

などの相談や、ニーズに合った保育サービ

スの情報を提供する専門の相談員です。

相談場所は、左記の４か所です。

保育園、幼稚園、一時預かりなど、ご希望

に応じて情報提供いたします。

お気軽にご相談ください。

市子育て支援施設 市保健福祉センター

中央林間東急スクエア３階子育て相談室

相 談 日：月～金曜（祝日を除く）

相談時間：１０時～１２時・１３時～１５時

同センター２階 ほいく課

相 談 日：月～金曜（祝日を除く）

相談時間：９時～１２時・１３時～１６時

市子育て支援センター 公私連携型子育て支援施設こどもの城

まごころ地域福祉センター２階

相 談 日：月～金曜のうち３日（祝日を除く）

相談時間：１０時～１２時・１３時～１５時

同施設２階 こどもーる大和

相談日、相談時間は、ほいく課までお問
い合わせください。

利用には、ほいく課（ ）に要事前予約。前月の２０日から受け付けます。 市ホームページ

年
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対象の設定がないものはどなたでも。費用の記載がないものは無料です。【日】日時 【場】会場 【対】対象 【定】定員 【講】講師 【費】費用 【持】持ち物 【申】申し込み方法 【問】問合せ

・・・・・・・・・・・情報を掲載するには・・・・・・・・・・・

「市民の掲示板掲載依頼票」「サークル会員募集掲

載依頼票」を、直接、ファクス０４６ ２６１ ４５９２ま

たは市のホームページから電子申請で市役所広報

広聴課へ（電話での掲載依頼はできません）。

※各掲載依頼票は、市役所広報広聴課窓口で配

布するほか、市のホームページからダウンロード

もできます。

写団さくら会第６３回写真展

会員１９人による３８点の写真展示【日】５ ２３（月）～２９

（日）９：００～１７：００（２３日は１２：００から、２９日は１６：

００まで）【場】桜丘学習センター【申】不要【問】小西☎０

８０ １１４０ ４５０７

マンション管理無料相談会

管理組合の運営に関する相談会【日】５ ２５（水）１３：３０

～１５：３０【場】シリウス６階生涯学習センター【対】理事

会役員やマンション居住者【定】先着２組【持】管理規約

など【申】Ｅメール

で神奈川県マンション管理士会・平塚へ【問】平塚☎０９

０ １４０５ ２０２４

中国医療体操 練功紫音の会

中国整形外科医が考案した練功十八法【日】①５ ２６、

②６ ２いずれも木曜日１０：００～１２：００【場】①西鶴間

コミセン、②鶴間コミセン（予定）【対】成人【定】各５人

【費】各５００円【申】不要【問】同会・植木☎０４６ ２６１ ６

９８９ 

若者のための就労個別相談会

就職に向け相談員とともに取り組む【日】５ ２６～６ ３０

の毎週木曜日いずれも１０：００～１７：００【場】シリウス６

階生涯学習センター【対】１５～４９歳の就労に困難を抱

える人【定】各５人【持】筆記用具【申】各開催日１２：００

までに、県央地域若者サポートステーション・大島☎０４

６ ２９７ ３０６７へ 

骨盤ヨガ

骨盤を中心に姿勢を整える【日】５ ２７～７ ２９の毎週

金曜日いずれも１０：００～１１：２０【場】大和スポーツセン

ター【対】女性【定】各先着１５人【費】各１，０００円【持】ヨ

ガマットまたはバスタオル、飲み物【申】スマイルヨガ・高

橋☎０８０ ６５９０ ２２９９へ 

地域交流ダンスパーティー

ミキシング、トライアルあり【日】５ ２７（金）１３：４０～１５：

２０【場】桜丘学習センター【定】８０人【費】３００円【持】マ

スク【申】不要【問】りんどう会・高木☎０９０ ９２４５ １４８

２ 

８０代歓迎 楽しくできる３Ｂ体操

フレイル予防 健康で若さを維持【日】５ ２７、６ １０の金

曜日１５：３０～１６：３０（全２回）【場】深見北コミセン（予

定）【対】中高年の女性【費】１，０００円【持】室内シューズ、

飲み物、タオル、マスク【申】さんびぃ・木下☎０９０ ８６４

１ ７７０７へ 

フォーク＆素敵な歌

フォークソング、ポップス、ＧＳなど【日】５ ２７、６ １０・２

４いずれも金曜日１６：００～１８：４５【場】渋谷学習センタ

ー【対】市民【定】各６０人【費】各５００円【持】マスク、飲

み物【申】不要【問】音楽クラブ・名取☎０８０ ６６３６ ０７

２９ 

伝統文化いけばな親子教室

文化庁事業を桜丘地区で開催【日】５ ２８～来年１ １４

の原則第４土曜日１３：３０～１５：３０（全１０回）【場】桜丘

学習センター（予定）【対】３歳～高校生【定】先着１５人

【費】各回８００円【持】新聞紙、花材持ち帰り用の袋【申】

桜丘地区伝統文化いけばな親子教室・井上☎０８０ ３５

９８ ６７１５へ 

ふれあい フラダンス

体験レッスン【日】５ ２９（日）１１：００～１２：００【場】渋谷

学習センター【対】市内在住の女性【定】先着５人【費】５

００円【持】スカート、飲み物、タオル【申】プア・ミリミリ・

星野☎０９０ ２７３４ ３８８１へ

ＹＷＯ第４４回定期演奏会

吹奏楽演奏会（ダッタン人の踊りなど）【日】５ ２９（日）１

４：００～１６：００【場】シリウス内メインホール【費】３３０円

【持】座席指定券（事前にインターネットサイトで購入）

【申】５ ２８（土）までにＥメール

でユース・ウィンド・オーケストラへ【問】秋山☎０４

６ ２７４ ６９３５ 

フラダンス１日体験

基本ステップとハンドモーション【日】５ ３１～６ ２１の毎

週火曜日いずれも１２：００～１３：００【場】草柳コミセン

（予定）【対】初心者【定】各５人【費】各５００円【持】飲み

物、室内シューズ【申】ロゼラニフラ・平出☎０８０ ６５４６

８４１７へ要問い合わせ 

趣味を作ろう！麻雀を楽しむ会

初めてのかたでも楽しみながら麻雀を！【日】６ １・１５

いずれも水曜日１３：３０～１６：３０【場】シリウス３階マル

チスペース【定】各５０人【申】前日までに同会・中山☎０

４６ ２６２ ８１００へ（１２：００～２０：００） 

太極拳無料講座

身体にやさしく、ゆったり楽しく【日】６ １（水）１４：００～１

６：００【場】鶴間コミセン（予定）【定】先着５人【持】飲み

物、動きやすい服装、室内シューズ【申】不要【問】ハナミ

ズキ・佐々木☎０４６ ２７４ ８５１２ 

うたごえサロンやまと

愛唱歌、山の歌、各国民謡など【日】６ ３（金）１８：００～

２０：４０・１７（金）１６：００～１８：４０【場】桜丘学習センタ

ー【対】市民【定】各２００人【費】各５００円【持】マスク、飲

み物【申】不要【問】音楽サークル・石掛☎０９０ ３２３０

２１８５ 

えほんだな展

手作り絵本の展示【日】６ ４（土）１２：００～１７：００・５

（日）１０：００～１５：００【場】渋谷学習センター【申】不要

【問】えほんだな・中田☎０９０ ７２４０ ５２８３ 

「歌声」の歌遊び会

元ともしび司会者と歌声を楽しく歌う【日】６ ７（火）１３：

３０～１６：００【場】渋谷学習センター【対】市内在住・在

勤者【定】先着１００人【費】１，０００円【持】飲み物、マスク

【申】歌遊び会・藤原☎０９０ ５７９３ ４２５２へ 

はじめようお茶

裏千家お茶【日】６ ８（水）９：００～１３：００【場】シリウス

６階生涯学習センター【対】初心者（男性歓迎）【定】先着

１０人【費】１，５００円【持】白い靴下【申】不要【問】立翠

会・岩瀬☎０４６ ２６７ ４６５５ 

高森先生と学ぶ家族ＳＳＴ勉強会

統合失調症などの回復力を高める接し方【日】６ ９（木）

１３：３０～１６：３０【場】シリウス６階生涯学習センター【対】

統合失調症などの人の家族・支援者【費】５００円【申】不

要【問】大和さくら会（ＳＳＴ勉強会）・田辺☎０４６ ２６８

２４７１ 

公募第２２回大和展 大和美術協会

洋画、日本画、水彩画、パステル画【日】６ １１（土）～１９

（日）１０：００～１７：００【場】シリウス１階ギャラリー【申】不

要【問】同協会・田宮☎０９０ ５５４３ ４５５１ 

桜ケ丘気功の会

気功はいつまでも続けられる健康法【日】６ １４・２８い

ずれも火曜日１３：４０～１５：３０【場】桜丘学習センター

【対】近隣住民【定】各先着８人【持】飲み物、５本指靴下

【申】同会・小野☎０９０ ５５６１ ３７９１へ

絵画サークル“アトリエ”

クレヨンや鉛筆などで好きな絵を描く【日】６ １９（日）１１：

００～１３：００【場】桜丘学習センター【定】先着１０人【費】

５００円【持】あれば画材など【申】６ １２（日）までにＥメー

ル で同サーク

ル・高嶋へ【問】高嶋☎０８０ ４６８９ ３４９５

成年後見専門相談

行政書士による成年後見の相談【日】６ ２１（火）１３：３０

～・１４：１０～・１４：５０～（各回３０分以内）【場】保健福祉

センター【申】大和市社会福祉協議会・榊原☎０４６ ２６

０ ５６３４へ 

大和混声合唱団５１回定期演奏会

團伊玖磨 組曲「長崎街道」をうたう【日】６ ２５（土）１４：

００～１６：００【場】シリウス内メインホール【対】小学生以

下は保護者同伴（未就学児入場可）【定】１，０００人【費】

一般１，０００円、小学生～高校生５００円【申】やまと芸

術文化ホールチケットデスク☎０４６‐２６３‐３８０６へ要

問い合わせ（前日まで販売）【問】同団・長田☎０４６ ２７

４ ０７１４ 

太極拳 ハナミズキ

身体にやさしくゆったり楽しくやれます【日】毎月第１・３

水曜日１４：００～１６：００【場】鶴間コミセン【講】延原登

美子氏【費】入会金１，０００円、月会費２，４００円（初月

無料）【問】佐々木☎０４６ ２７４ ８５１２

碁朋会

碁例会【日】毎週月・金曜日１３：３０～１７：３０【場】ポラリ

ス【費】入会金１，０００円、月会費２５０円【問】中野☎０９

０ １０４２ ６２７６

美味しく、楽しい薬膳サークル

薬膳の理論を学び、料理して試食する【日】毎月第３金

曜日【場】渋谷学習センター【講】吹野洋子氏【費】毎回２，

０００円【問】四方☎０９０ １２６０ ４５４４

シルバーギターアランフェス

アンサンブルでギターを楽しむ【日】毎月第１・３水曜日

９：３０～１１：００【場】シリウス【対】中高年【講】青木一男

氏【費】入会金１，０００円、月会費２，０００円【問】竹下☎

０９０ ２９１７ ６４６５

ギターサークル渋谷アルハンブラ

ギターをアンサンブルで楽しむ【日】毎月第２・４火曜日１

３：４５～１５：１５【場】渋谷学習センター【講】青木一男氏

【費】入会金１，０００円、月会費２，０００円【問】長谷川☎

０９０ ２４５０ ８７１８

中央林間一輪車クラブ

一輪車演技【日】毎週月・木曜日１８：００～２０：００、土

曜日１３：００～１７：００、日曜日９：００～１３：００（練習日

は週１回から応相談）【場】中央林間小学校ほか【対】年

長～小学３年生くらい【費】月会費２，５００円【問】和田

☎０９０ ４０１７ ８０１５

新体操サークル チアフル

音楽に合わせて踊る。ボール、りぼんなど【日】毎週木曜

日１５：００～１５：５５【場】大和スポーツセンターほか【対】

年中～小学生【講】木村幸恵氏【費】毎回５００円【問】木

村☎０８０ １２３４ ２９９５

サークル 
会員募集

ファクス、はがき、メールで申し込む催しは「イベント名、

希望日、住所、氏名、電話番号」を記載してください。

掲載のイベントは、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、中止になる場合があります。

民の掲示 市 板 Message Board 

掲載申込の締切（１７：１５まで）

掲載号
掲載申込の

締切

掲載イベントの

開催・申込締切

７ １９発行号 ５ ３１（火） ７ ２８（木）以降

１ 発行号 ３ （木） ２ （水）以降

【問】シリウス内図書・学び交流課 健康都市大学係 ☎ FAX 

市役所生活あんしん課

防犯対策強化推進係

☎046 ０ ５０４８

０ ５１３８

毎月第１火曜は シリウス６階へ！

※ヤマトン健康ポイント（３ポイント）、健康都市大学

受講ポイント（１ポイント）を差し上げます。

シリウス６階

ところ

不 要

申し込み

６月７日（火）

１０：００～１４：３０

と き

※次回は７月５日（火）

６月の

メニュー

●市民講師リレー講座「健康寿命を延ばす！」【座学・献立・運動】

●これであなたも手洗い上手！手洗いチェック体験会

●終活コーナー ●シニア向けスマホ講習会

●将棋コーナー ●健康フリー麻雀教室 ほか

239 件

0 件

市内のひったくり発生件数

令和３年に、初めて発生件数が０件となりました。

市では、防犯カメラや防犯灯の設置を進めるなど、

対策に努めてきました。

市内の犯罪の発生状況などにつ

いて、詳しくは市ホームページへ

犯罪の発生を抑止する、市の主な取り組み

街頭防犯カメラの
大幅な拡充

防犯灯を増設 青色防犯パトロール
白黒車両を増車

市では、平成２１年度から本格

的に街頭防犯カメラの設置を

始めました。同２６年度には、

学校の安全確保のために全市

立小中学校周辺に設置。３月

末時点で、市内に３７３か所・

９０９台を設置済みです。

夜間でも安心して街を歩ける

ように市内の道路への防犯灯

の設置を進めました。３月末

時点で、１３，３７７灯を設置済

み。体感治安と犯罪発生抑止

効果の向上に役立っていま

す。

公用車に青色防犯灯を装着し

てパトロールしています。その

効果を高めるために、白黒塗

装車両を着実に増やし、３月

末時点で、青色防犯パトロー

ル車１０５台、うち７５台が白

黒塗装車両となっています。

詳しくは

市ホームページで

令和３年
大和市内の

にひったくり 件

ゼ
ロ

どなたでも、

参加できます

※件数は、大和警察署からの暫定値

年

件
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対象の設定がないものはどなたでも。費用の記載がないものは無料です。【日】日時 【場】会場 【対】対象 【定】定員 【講】講師 【費】費用 【持】持ち物 【申】申し込み方法 【問】問合せ

・・・・・・・・・・・情報を掲載するには・・・・・・・・・・・

「市民の掲示板掲載依頼票」「サークル会員募集掲

載依頼票」を、直接、ファクス０４６ ２６１ ４５９２ま

たは市のホームページから電子申請で市役所広報

広聴課へ（電話での掲載依頼はできません）。

※各掲載依頼票は、市役所広報広聴課窓口で配

布するほか、市のホームページからダウンロード

もできます。

写団さくら会第６３回写真展

会員１９人による３８点の写真展示【日】５ ２３（月）～２９

（日）９：００～１７：００（２３日は１２：００から、２９日は１６：

００まで）【場】桜丘学習センター【申】不要【問】小西☎０

８０ １１４０ ４５０７

マンション管理無料相談会

管理組合の運営に関する相談会【日】５ ２５（水）１３：３０

～１５：３０【場】シリウス６階生涯学習センター【対】理事

会役員やマンション居住者【定】先着２組【持】管理規約

など【申】Ｅメール

で神奈川県マンション管理士会・平塚へ【問】平塚☎０９

０ １４０５ ２０２４

中国医療体操 練功紫音の会

中国整形外科医が考案した練功十八法【日】①５ ２６、

②６ ２いずれも木曜日１０：００～１２：００【場】①西鶴間

コミセン、②鶴間コミセン（予定）【対】成人【定】各５人

【費】各５００円【申】不要【問】同会・植木☎０４６ ２６１ ６

９８９ 

若者のための就労個別相談会

就職に向け相談員とともに取り組む【日】５ ２６～６ ３０

の毎週木曜日いずれも１０：００～１７：００【場】シリウス６

階生涯学習センター【対】１５～４９歳の就労に困難を抱

える人【定】各５人【持】筆記用具【申】各開催日１２：００

までに、県央地域若者サポートステーション・大島☎０４

６ ２９７ ３０６７へ 

骨盤ヨガ

骨盤を中心に姿勢を整える【日】５ ２７～７ ２９の毎週

金曜日いずれも１０：００～１１：２０【場】大和スポーツセン

ター【対】女性【定】各先着１５人【費】各１，０００円【持】ヨ

ガマットまたはバスタオル、飲み物【申】スマイルヨガ・高

橋☎０８０ ６５９０ ２２９９へ 

地域交流ダンスパーティー

ミキシング、トライアルあり【日】５ ２７（金）１３：４０～１５：

２０【場】桜丘学習センター【定】８０人【費】３００円【持】マ

スク【申】不要【問】りんどう会・高木☎０９０ ９２４５ １４８

２ 

８０代歓迎 楽しくできる３Ｂ体操

フレイル予防 健康で若さを維持【日】５ ２７、６ １０の金

曜日１５：３０～１６：３０（全２回）【場】深見北コミセン（予

定）【対】中高年の女性【費】１，０００円【持】室内シューズ、

飲み物、タオル、マスク【申】さんびぃ・木下☎０９０ ８６４

１ ７７０７へ 

フォーク＆素敵な歌

フォークソング、ポップス、ＧＳなど【日】５ ２７、６ １０・２

４いずれも金曜日１６：００～１８：４５【場】渋谷学習センタ

ー【対】市民【定】各６０人【費】各５００円【持】マスク、飲

み物【申】不要【問】音楽クラブ・名取☎０８０ ６６３６ ０７

２９ 

伝統文化いけばな親子教室

文化庁事業を桜丘地区で開催【日】５ ２８～来年１ １４

の原則第４土曜日１３：３０～１５：３０（全１０回）【場】桜丘

学習センター（予定）【対】３歳～高校生【定】先着１５人

【費】各回８００円【持】新聞紙、花材持ち帰り用の袋【申】

桜丘地区伝統文化いけばな親子教室・井上☎０８０ ３５

９８ ６７１５へ 

ふれあい フラダンス

体験レッスン【日】５ ２９（日）１１：００～１２：００【場】渋谷

学習センター【対】市内在住の女性【定】先着５人【費】５

００円【持】スカート、飲み物、タオル【申】プア・ミリミリ・

星野☎０９０ ２７３４ ３８８１へ

ＹＷＯ第４４回定期演奏会

吹奏楽演奏会（ダッタン人の踊りなど）【日】５ ２９（日）１

４：００～１６：００【場】シリウス内メインホール【費】３３０円

【持】座席指定券（事前にインターネットサイトで購入）

【申】５ ２８（土）までにＥメール

でユース・ウィンド・オーケストラへ【問】秋山☎０４

６ ２７４ ６９３５ 

フラダンス１日体験

基本ステップとハンドモーション【日】５ ３１～６ ２１の毎

週火曜日いずれも１２：００～１３：００【場】草柳コミセン

（予定）【対】初心者【定】各５人【費】各５００円【持】飲み

物、室内シューズ【申】ロゼラニフラ・平出☎０８０ ６５４６

８４１７へ要問い合わせ 

趣味を作ろう！麻雀を楽しむ会

初めてのかたでも楽しみながら麻雀を！【日】６ １・１５

いずれも水曜日１３：３０～１６：３０【場】シリウス３階マル

チスペース【定】各５０人【申】前日までに同会・中山☎０

４６ ２６２ ８１００へ（１２：００～２０：００） 

太極拳無料講座

身体にやさしく、ゆったり楽しく【日】６ １（水）１４：００～１

６：００【場】鶴間コミセン（予定）【定】先着５人【持】飲み

物、動きやすい服装、室内シューズ【申】不要【問】ハナミ

ズキ・佐々木☎０４６ ２７４ ８５１２ 

うたごえサロンやまと

愛唱歌、山の歌、各国民謡など【日】６ ３（金）１８：００～

２０：４０・１７（金）１６：００～１８：４０【場】桜丘学習センタ

ー【対】市民【定】各２００人【費】各５００円【持】マスク、飲

み物【申】不要【問】音楽サークル・石掛☎０９０ ３２３０

２１８５ 

えほんだな展

手作り絵本の展示【日】６ ４（土）１２：００～１７：００・５

（日）１０：００～１５：００【場】渋谷学習センター【申】不要

【問】えほんだな・中田☎０９０ ７２４０ ５２８３ 

「歌声」の歌遊び会

元ともしび司会者と歌声を楽しく歌う【日】６ ７（火）１３：

３０～１６：００【場】渋谷学習センター【対】市内在住・在

勤者【定】先着１００人【費】１，０００円【持】飲み物、マスク

【申】歌遊び会・藤原☎０９０ ５７９３ ４２５２へ 

はじめようお茶

裏千家お茶【日】６ ８（水）９：００～１３：００【場】シリウス

６階生涯学習センター【対】初心者（男性歓迎）【定】先着

１０人【費】１，５００円【持】白い靴下【申】不要【問】立翠

会・岩瀬☎０４６ ２６７ ４６５５ 

高森先生と学ぶ家族ＳＳＴ勉強会

統合失調症などの回復力を高める接し方【日】６ ９（木）

１３：３０～１６：３０【場】シリウス６階生涯学習センター【対】

統合失調症などの人の家族・支援者【費】５００円【申】不

要【問】大和さくら会（ＳＳＴ勉強会）・田辺☎０４６ ２６８

２４７１ 

公募第２２回大和展 大和美術協会

洋画、日本画、水彩画、パステル画【日】６ １１（土）～１９

（日）１０：００～１７：００【場】シリウス１階ギャラリー【申】不

要【問】同協会・田宮☎０９０ ５５４３ ４５５１ 

桜ケ丘気功の会

気功はいつまでも続けられる健康法【日】６ １４・２８い

ずれも火曜日１３：４０～１５：３０【場】桜丘学習センター

【対】近隣住民【定】各先着８人【持】飲み物、５本指靴下

【申】同会・小野☎０９０ ５５６１ ３７９１へ

絵画サークル“アトリエ”

クレヨンや鉛筆などで好きな絵を描く【日】６ １９（日）１１：

００～１３：００【場】桜丘学習センター【定】先着１０人【費】

５００円【持】あれば画材など【申】６ １２（日）までにＥメー

ル で同サーク

ル・高嶋へ【問】高嶋☎０８０ ４６８９ ３４９５

成年後見専門相談

行政書士による成年後見の相談【日】６ ２１（火）１３：３０

～・１４：１０～・１４：５０～（各回３０分以内）【場】保健福祉

センター【申】大和市社会福祉協議会・榊原☎０４６ ２６

０ ５６３４へ 

大和混声合唱団５１回定期演奏会

團伊玖磨 組曲「長崎街道」をうたう【日】６ ２５（土）１４：

００～１６：００【場】シリウス内メインホール【対】小学生以

下は保護者同伴（未就学児入場可）【定】１，０００人【費】

一般１，０００円、小学生～高校生５００円【申】やまと芸

術文化ホールチケットデスク☎０４６‐２６３‐３８０６へ要

問い合わせ（前日まで販売）【問】同団・長田☎０４６ ２７

４ ０７１４ 

太極拳 ハナミズキ

身体にやさしくゆったり楽しくやれます【日】毎月第１・３

水曜日１４：００～１６：００【場】鶴間コミセン【講】延原登

美子氏【費】入会金１，０００円、月会費２，４００円（初月

無料）【問】佐々木☎０４６ ２７４ ８５１２

碁朋会

碁例会【日】毎週月・金曜日１３：３０～１７：３０【場】ポラリ

ス【費】入会金１，０００円、月会費２５０円【問】中野☎０９

０ １０４２ ６２７６

美味しく、楽しい薬膳サークル

薬膳の理論を学び、料理して試食する【日】毎月第３金

曜日【場】渋谷学習センター【講】吹野洋子氏【費】毎回２，

０００円【問】四方☎０９０ １２６０ ４５４４

シルバーギターアランフェス

アンサンブルでギターを楽しむ【日】毎月第１・３水曜日

９：３０～１１：００【場】シリウス【対】中高年【講】青木一男

氏【費】入会金１，０００円、月会費２，０００円【問】竹下☎

０９０ ２９１７ ６４６５

ギターサークル渋谷アルハンブラ

ギターをアンサンブルで楽しむ【日】毎月第２・４火曜日１

３：４５～１５：１５【場】渋谷学習センター【講】青木一男氏

【費】入会金１，０００円、月会費２，０００円【問】長谷川☎

０９０ ２４５０ ８７１８

中央林間一輪車クラブ

一輪車演技【日】毎週月・木曜日１８：００～２０：００、土

曜日１３：００～１７：００、日曜日９：００～１３：００（練習日

は週１回から応相談）【場】中央林間小学校ほか【対】年

長～小学３年生くらい【費】月会費２，５００円【問】和田

☎０９０ ４０１７ ８０１５

新体操サークル チアフル

音楽に合わせて踊る。ボール、りぼんなど【日】毎週木曜

日１５：００～１５：５５【場】大和スポーツセンターほか【対】

年中～小学生【講】木村幸恵氏【費】毎回５００円【問】木

村☎０８０ １２３４ ２９９５

サークル 
会員募集

ファクス、はがき、メールで申し込む催しは「イベント名、

希望日、住所、氏名、電話番号」を記載してください。

掲載のイベントは、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、中止になる場合があります。

民の掲示 市 板 Message Board 

掲載申込の締切（１７：１５まで）

掲載号
掲載申込の

締切

掲載イベントの

開催・申込締切

７ １９発行号 ５ ３１（火） ７ ２８（木）以降

１ 発行号 ３ （木） ２ （水）以降

【問】シリウス内図書・学び交流課 健康都市大学係 ☎ FAX 

市役所生活あんしん課

防犯対策強化推進係

☎046 ０ ５０４８

０ ５１３８

毎月第１火曜は シリウス６階へ！

※ヤマトン健康ポイント（３ポイント）、健康都市大学

受講ポイント（１ポイント）を差し上げます。

シリウス６階

ところ

不 要

申し込み

６月７日（火）

１０：００～１４：３０

と き

※次回は７月５日（火）

６月の

メニュー

●市民講師リレー講座「健康寿命を延ばす！」【座学・献立・運動】

●これであなたも手洗い上手！手洗いチェック体験会

●終活コーナー ●シニア向けスマホ講習会

●将棋コーナー ●健康フリー麻雀教室 ほか

239 件

0 件

市内のひったくり発生件数

令和３年に、初めて発生件数が０件となりました。

市では、防犯カメラや防犯灯の設置を進めるなど、

対策に努めてきました。

市内の犯罪の発生状況などにつ

いて、詳しくは市ホームページへ

犯罪の発生を抑止する、市の主な取り組み

街頭防犯カメラの
大幅な拡充

防犯灯を増設 青色防犯パトロール
白黒車両を増車

市では、平成２１年度から本格

的に街頭防犯カメラの設置を

始めました。同２６年度には、

学校の安全確保のために全市

立小中学校周辺に設置。３月

末時点で、市内に３７３か所・

９０９台を設置済みです。

夜間でも安心して街を歩ける

ように市内の道路への防犯灯

の設置を進めました。３月末

時点で、１３，３７７灯を設置済

み。体感治安と犯罪発生抑止

効果の向上に役立っていま

す。

公用車に青色防犯灯を装着し

てパトロールしています。その

効果を高めるために、白黒塗

装車両を着実に増やし、３月

末時点で、青色防犯パトロー

ル車１０５台、うち７５台が白

黒塗装車両となっています。

詳しくは

市ホームページで

令和３年
大和市内の

にひったくり 件

ゼ
ロ

どなたでも、

参加できます

※件数は、大和警察署からの暫定値

年

件
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☎市長室 広報広聴課編 集 FAX 
やまとニュースの次回発行日は、６月１３日（月）の予定です。

【問】市役所道路安全対策課 交通安全・自転車対策係 ☎046 ０ ５１１８ ４ ６１０５FAX 

交通事故防止に向けた、さまざまな取り組み
賠償責任保険付き自転車運転免許証 自転車通行空間の整備

子どもからシニアまで 自転車安全利用講習会

人

ゼ
ロ

令和３年
大和市内の

交通事故 死者

自転車での安全で快適な交通の確保や、交通ルールの順守等の

ため、自転車通行空間の整備を進め、平成２９年度で完了しまし

た。総延長は５８．４キロメートルになっています。ルールどおり道路

の左側を通行する自転車の割合は、平成２６年度末の２６．０％か

ら、令和２年度末で５８．１％へと倍以上に向上しました。

市内の交通事故 件数・死者数・負傷者数

死者数 事故件数 負傷者数

人 件

毎年、市立小学５年生と中学１年生を対象に自転車交通安全教室

を開催し、受講者に賠償責任保険付き自転車運転免許証を交付

しています。令和３年に市内で発生した自転車が関係する交通事

故は２０５件で、全体の２８．６％を占めています。自転車による事

故で、巨額の損害賠償責任を負うこともあるため、市では被害者

も加害者も救済できるよう、平成２８年１１月に全国で初めて同制

度を導入しました。

自転車の交通ルールとマナーを学んでいた

だくために、小学生以上を対象に自転車安

全利用講習会を開催しています。受講者に

は「自転車安全運転認定証」を交付。さら

に、ＴＳマークの取得や幼児・児童用ヘルメッ

トの購入等費用を助成します。

マーク

【ナビマーク】 【自転車レーン】

（大和警察署提供資料から作成）

年

 

 


