新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベントの中止一覧
4月10日午後3時現在
開催予定日又は
開催予定期間
2月20日（木曜日）～5月13日（水曜日）
3月1日（日曜日）～5月13日（水曜日）
3月2日（月曜日）～5月13日（水曜日）
3月2日（月曜日）～5月13日（水曜日）
3月2日（月曜日）～5月13日（水曜日）
3月2日（月曜日）～5月13日（水曜日）
3月2日（月曜日）～5月13日（水曜日）
4月1日（水曜日）～4月19日（日曜日）
4月4日（土曜日）・25日（土曜日）

イベント名
ふれあい親子サロン
こどもセンター乳幼児事業
こどもセンターの子育て広場
子育て広場 緑のおうち
（地域の子育て広場）
バンビのぽれぽれ広場
（地域の子育て広場）
子育てサロン＆交流広場 かみみぞ ひだまり
（地域の子育て広場）
子育て広場 たんと
（地域の子育て広場）
第16回相模川芝ざくらまつり
なでしこリーグ1部第3節・第5節
※延期

会場

問い合わせ先

電話番号

こどもセンターなど
各こどもセンター
各こどもセンター

こども家庭課
こども・若者支援課
こども・若者支援課

042-469-9811
042-769-9227
042-769-9227

緑区橋本台1-22-18

こども家庭課

042-769-9811

こども家庭課

042-769-9811

こども家庭課

042-769-9811

中央区鹿沼台1-7-7
トラストテック相模原ビル４階
上溝商店街
（中央区上溝5-1-11）
相模大野中央公園パークハウス内
（南区相模大野４－２－２）
相模川新磯河川敷「芝ざくらライン」

こども家庭課

042-769-9811

相模原市コールセンター

042-770-7777

相模原ギオンスタジアム

ノジマステラ神奈川相模原

042-298-3881

農政課

042-769-8239

資源循環推進課

042-769-8334

4月5日：南区合同庁舎正面駐車場前
4月12日：市役所本庁舎正面玄関前広
場
橋本台リサイクルスクエア
麻溝台リサイクルスクエア

4月5日（日曜日）～4月12日（日曜日）

さがみはら市民朝市
（毎月第１～４日曜日開催）

4月10日（金曜日）～5月31日（日曜日）

リユース家具の展示と譲渡

4月10日（金曜日）～5月31日（日曜日）

リユース文庫

橋本台リサイクルスクエア

資源循環推進課

042-769-8334

4月10日（金曜日）～5月31日（日曜日）

市民４Ｒ掲示板

麻溝台リサイクルスクエア

資源循環推進課

042-769-8334

4月10日（月曜日）～4月27日（金曜日）
4月10日（金曜日）、4月17日（金曜日）

令和２年度 狂犬病予防定期集合注射
ハロー・マザークラス（母親・父親教室）

市内各所
ウェルネスさがみはら

生活衛生課
中央子育て支援センター

042-769-8347
042-769-8222

4月10日（金曜日）

がんピアサポート

南保健センター

健康増進課

042-769-8322

4月10日（金曜日）

がんピアサポート

南保健センター

健康増進課

042-769-8322

4月12日（日曜日）

東京2020オリンピック自転車競技ロードレース実
串川地域センター多目的ホール
施に係る交通規制内容等説明会
おもちゃの病院
橋本台リサイクルスクエア

オリンピック・パラリンピック推進
042-851-3248
課
資源循環推進課
042-769-8334

4月12日（日曜日）

自然体験「ネイチャーゲーム」

文化財保護課

042-769-8371

博物館

042-750-8030

高齢・障害者福祉課

042-707-7055

文化財保護課

042-769-8371

4月11日(土曜日)

4月12日（日曜日）
4月12日（日曜日）
4月12日（日曜日）

史跡勝坂遺跡公園

真・津久井城展記念講演会
「飲み会禁止！ 『城掟』が語る津久井城と戦国社 相模原市立博物館
会」
第１４回神奈川県障害者スポーツ大会
神奈川県立スポーツセンター
フライングディスク競技会
自然体験ネイチャーゲーム
史跡勝坂遺跡公園

新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベントの中止一覧
4月10日午後3時現在
開催予定日又は
開催予定期間

イベント名

地元企業による合同就職説明会 ジョブミーツ！ 専修大学サテライトキャンパス

さがみはら産業創造センター

042-703-6321

東京2020オリンピック自転車競技ロードレース実
青和学園 体育館
施に係る交通規制内容等説明会
バンビのぽれぽれ広場講座
バンビのぽれぽれ広場
「ママのためのアートセラピー」
東京2020オリンピック自転車競技ロードレース実
杜のホールはしもと 多目的室
施に係る交通規制内容等説明会

オリンピック・パラリンピック推進
042-851-3248
課

がん集団検診

健康増進課

042-769-8322

杜のホールはしもと

教職員人事課 企画班

042-769-8279

南保健福祉センター

健康増進課

042-769-8322

ユニコムプラザさがみはら セミナー
ルーム２

ユニコムプラザさがみはら

042-701-4370

子育て広場 たんと

子育て広場 たんと

070-4372-1056

4月15日（水曜日）

4月17日（金曜日）
4月18日（土曜日）
4月18日（土曜日）
4月18日（土曜日）
4月18日（土曜日）
4月18日（土曜日）

電話番号
042-769-9225

協働事業提案制度説明会

4月16日（木曜日）

ユニコムプラザさがみはら（14日）
緑区合同庁舎（18日）

問い合わせ先
市民協働推進課

4月14日（火曜日）・18日（土曜日）

4月15日（水曜日）

会場

令和２年度相模原市立学校教員採用候補者選
考試験志願者説明会（第１回）
がん集団検診
協働のまちづくり－ガバナンスの担い手とは
NPO（市民）活動の実際と可能性～活動していく
ためのヒント～
子育て広場たんと
「トイレトレーニングセミナー」

南保健福祉センター

バンビのぽれぽれ広場

042-776-2286

オリンピック・パラリンピック推進
042-851-3248
課

4月18日（土曜日）・5月2日（土曜日）・5月16日
（土曜日）

星空観望会

相模原市立博物館

博物館

042-750-8030

4月18日（土曜日）～5月14日（木曜日）

端午の節句こいのぼり展示

古民家園

文化財保護課

042-769-8371

相模原市立博物館

博物館

042-750-8030

麻溝台リサイクルスクエア
さがみはら国際交流ラウンジ

資源循環推進課
さがみはら国際交流ラウンジ

042-769-8334
042-750-4150

湘南とうきゅうボウル

高齢・障害者福祉課

042-707-7055

神奈川県総合リハビリテーションセン
ター アーチェリー場

高齢・障害者福祉課

042-707-7055

4月19日（日曜日）
4月19日（日曜日）
4月19日（日曜日）
4月19日（日曜日）
4月19日（日曜日）

真・津久井城展関連事業 北条氏城郭最新発掘
調査成果発表会
おもちゃの病院
お茶会～外国人との交流の広場～
第１４回神奈川県障害者スポーツ大会
ボウリング競技会（知的障害者）
第１４回神奈川県障害者スポーツ大会
アーチェリー競技会(身体障害者)

4月19日（日曜日）

がん集団検診

城山公民館

健康増進課

042-769-8322

4月19日（日曜日）

地球にやさしい純銀ネックレスづくり

環境情報センター

環境情報センター

042-769-9248

4月19日（日曜日）

がん集団検診

城山公民館

健康増進課

042-769-8322

4月19日（日曜日）

体験教室「河原石で石器づくり」

旧石器ハテナ館

旧石器ハテナ館

042-777-6371

新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベントの中止一覧
4月10日午後3時現在
開催予定日又は
開催予定期間

イベント名

会場

問い合わせ先

電話番号

4月19日（日曜日）・4月21日(火曜日）

シネマサロン

図書館 大集会室

視聴覚ライブラリー

042-753-2401

4月19日（日曜日）・5月6日（水曜日・祝日）

真・津久井城展関連事業 展示解説

相模原市立博物館

博物館

042-750-8030

4月21日（火曜日）

サポステ説明会 & 出張相談会

サンエールさがみはら 第2研修室

さがみはら若者サポートステー
042-703-3861
ション

相模女子大学グリーンホール

教職員人事課 企画班

042-769-8279

子育て広場 緑のおうち

子育て広場 緑のおうち

042-703-5136

バンビのぽれぽれ広場

バンビのぽれぽれ広場

042-776-2286

ウェルネスさがみはら

健康増進課

042-769-8322

4月23日（木曜日）
4月23日（木曜日）
4月23日（木曜日）

令和２年度相模原市立学校教員採用候補者選
考試験志願者説明会（第２回）
子育て広場 緑のおうち
「ワーキングママ準備講座」
バンビのぽれぽれ広場講座
「親子で楽しむムーブメント」

4月24日（金曜日）

がん集団検診

4月24日（金曜日）

東京2020オリンピック自転車競技ロードレース実
城山総合事務所 Ｂ会議室
施に係る交通規制内容等説明会

オリンピック・パラリンピック推進
042-851-3248
課

4月24日（金曜日）

がん集団検診

ウェルネスさがみはら

健康増進課

042-769-8322

4月25日（土曜日）

自然観察員制度 環境学習センター

環境情報センター

環境情報センター

042-769-9248

4月25日（土曜日）

キッズ★フェスタ2020

相模原市立図書館

相模原市立図書館

042-754-3604

4月25日（土曜日）

がん集団検診

緑台小学校

健康増進課

042-769-8322

4月25日（土曜日）

がん集団検診

緑台小学校

健康増進課

042-769-8322

神奈川県立スポーツセンター

高齢・障害者福祉課

042-707-7055

相模原ギオンスタジアム

ＳＣ相模原

042-810-7777

4月26日（日曜日）
4月26日（日曜日）

第１４回神奈川県障害者スポーツ大会
陸上競技会（知的障害者）
ＳＣ相模原 市ホームタウンデー
※延期

4月26日（日曜日）

がんピアサポート

ウェルネスさがみはら

健康増進課

042-769-8322

4月26日（日曜日）

がん集団検診

緑区合同庁舎

健康増進課

042-769-8322

4月26日（日曜日）

おもちゃもったいないセンター＆おもちゃの病院

環境情報センター

環境情報センター

042-769-9248

4月26日（日曜日）

がん集団検診

緑区合同庁舎

健康増進課

042-769-8322

4月26日（日曜日）

がんピアサポート

ウェルネスさがみはら

健康増進課

042-769-8322

新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベントの中止一覧
4月10日午後3時現在
開催予定日又は
開催予定期間

イベント名

会場

問い合わせ先

電話番号

4月26日（日曜日）

真・津久井城展関連事業 津久井城自然科学分
相模原市立博物館
析成果発表会

博物館

042-750-8030

4月29日（水曜日・祝日）

相模湖やまなみ祭

県立相模湖公園

相模湖観光協会

042-684-2633

4月29日（水曜日・祝日）

相模湖ダム祭

県立相模湖交流センター、相模ダム、相
相模湖まちづくりセンター
模発電所

042-684-3240

4月29日（水曜日・祝日）

ネイチャーゲーム 街の中の自然をみよう

環境情報センター

環境情報センター

042-769-9248

5月2日（土曜日）

パールボウルトーナメント初戦

富士通スタジアム川崎

ノジマ相模原ライズ

042-815-3094

5月2日（土曜日）

銀粘土アクセサリーづくり

環境情報センター

環境情報センター

042-769-9248

5月3日（日曜日・祝日）

絵本読み聞かせ 読み聞かせのコツを学ぶ

環境情報センター

環境情報センター

042-769-9248

5月3日（日曜日・祝日）

おもちゃの病院

橋本台リサイクルスクエア

資源循環推進課

042-769-8334

5月4日（月曜日・祝日）

木の電車 国産木材で電車のおもちゃを制作

環境情報センター

環境情報センター

042-769-9248

5月5日（火曜日・祝日）

ソーラーオルゴールづくり

環境情報センター

環境情報センター

042-769-9248

カブトムシ講座 生態や飼い方の解説と幼虫の
環境情報センター
配布
真・津久井城展関連事業 戦国ワークショップ「小
相模原市立博物館
柄ペーペークラフト」
アートクラフト春の市を振り返って（オーサーズカ
ユニコムプラザさがみはら ロビー２
フェ）

環境情報センター

042-769-9248

博物館

042-750-8030

ユニコムプラザさがみはら

042-701-4370

5月9日（土曜日）

月例子ども映画会

市立図書館 大集会室

視聴覚ライブラリー

042-753-2401

5月10日（日曜日）

第１４回神奈川県障害者スポーツ大会
陸上競技会（身体障害者）

神奈川県立スポーツセンター

高齢・障害者福祉課

042-707-7055

5月10日（日曜日）

歴史体験「縄文人の土鈴作り」

史跡勝坂遺跡公園

文化財保護課

042-769-8371

5月16日（土曜日）

国際博物館の日記念「もっと知りたい博物館」

相模原市立博物館

博物館

042-750-8030

5月17日（日曜日）

体験教室「弓矢づくり」

旧石器ハテナ館

旧石器ハテナ館

042-777-6371

5月17日（日曜日）

学芸員講話inプラネタリウム

相模原市立博物館

博物館

042-750-8030

5月5日（火曜日・祝日）
5月6日（水曜日・祝日）
5月9日（土曜日）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベントの中止一覧
4月10日午後3時現在
開催予定日又は
開催予定期間

イベント名

会場

問い合わせ先

電話番号

5月17日（日曜日）

おもちゃの病院

麻溝台リサイクルスクエア

資源循環推進課

042-769-8334

5月17日（日曜日）、5月19日（火曜日）

シネマサロン

市立図書館 大集会室

視聴覚ライブラリー

042-753-2401

5月19日（火曜日）

歴史探訪（バス）※延期

5月26日(火曜日)

生活習慣病予防教室

5月26日(火曜日)

生活習慣病予防教室

5月29日(金曜日)

生活習慣病予防教室

5月29日（金曜日）

きれいなまちづくりの日キャンペーン

5月29日(金曜日)

生活習慣病予防教室

5月30日 (土曜日)

健康づくりフォーラム２０２０INつくい

5月30日（土曜日）

相模原にオリンピックがくる関連事業 「展示解説
＆ギャラリートーク」～カヌー・相模湖選手村の思 相模原市立博物館
い出～

博物館

042-750-8030

5月30日 (土曜日)

健康づくりフォーラム２０２０INつくい

津久井保健センター

中央保健センター
緑保健センター津久井担当

042-780-1416

5月31日（日曜日）

石を顕微鏡で見てみよう

相模原市立博物館

博物館

042-750-8030

6月11日(木曜日)

生活習慣病予防教室

ウェルネスさがみはら

6月11日(木曜日)

生活習慣病予防教室

ウェルネスさがみはら

6月13日（土曜日）

さがみはら環境まつり

相模女子大学グリーンホール多目的
ホール 他

墨古沢遺跡（酒々井町）・ 国立歴史民
旧石器ハテナ館
俗博物館
中央保健センター
南保健福祉センター
南保健センター
中央保健センター
南保健福祉センター
南保健センター
中央保健センター
緑区合同庁舎
緑保健センター
相模大野駅周辺
資源循環推進課
相模原駅周辺
橋本駅周辺
中央保健センター
緑区合同庁舎
緑保健センター
中央保健センター
津久井保健センター
緑保健センター津久井担当

中央保健センター
中央保健センター
環境政策課

042-777-6371
042-701-7708
042-701-7708
042-775-8816
042-769-8334
042-775-8816
042-780-1416

042-769-8233
042-769-8233
042-769-8240

