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県央地域の観光情報はこちら！ 旅たび 検索

県央だより【お知らせ】 本紙は相模原市･厚木市･大和市･海老名市･座間市･綾瀬市･愛川町･清川村の８市町村を結んで、

様々な情報をお伝えする神奈川県発行の広報紙です。ご意見･ご感想をお寄せください。

編集・発行 神奈川県県央地域県政総合センター企画調整部企画調整課  〒243-0004厚木市水引2-3-1（県厚木合同庁舎内）

電話 (046)224-1111（代） ファックス (046)225-1743

検索

生活支援ロボットのモニター制度のご案内
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み びょう

神奈川県のアプリ「マイME-BYOカルテ」で未病を改善！
「マイME-BYOカルテ」とは？
スマートフォン等を通じて日々の歩数や体重、健康診断の結果、お薬情報など、様々な健康情報
等をまとめて記録・管理できるアプリケーションです。ぜひ、御自身の健康管理・未病改善に役
立ててください。
利用は簡単
❶ アプリストアで「まいみびょうかるて」で検索、または次のＱＲコードを読み取り。
❷ アプリをダウンロードして起動。
❸ 新規登録して利用開始。

・Apple、Appleのロゴ、iPhone、iPadは、米国もしくはその他の国や地域にお
けるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

・GooglePlay,GooglePlayロゴは、GoogleLLCの商標です

・LINEおよびLINEロゴは、LINE株式会社の登録商標です。@LINECorporation

LINEアプリ上で簡単に健康管理ができるLINE 公式アカウント
「ME-BYO online」と友だちになりましょう。

生活支援ロボットの購入やリースを考えている施設等に、安心してロボットを導入していただけるよう、
約１カ月間ロボットを無料でお試しいただける制度です。ぜひご活用ください！ （返送料金がかかるものもあります）

■募集期間：令和２年１月１７日（金曜日）まで
■募集対象：県内の介護・障がい者（児）施設、医療機関、学校等

※ ロボットによっては、県内在住の個人の方も申込み可能です。
■応募方法：県のHPから応募フォームまたはファクシミリにより申込み
＊対象ロボット等詳細については、下記記載の県HPからご確認ください 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

友だち登録はこちら

[問合せ先]
県産業振興課さがみロボット産業特区推進センター
TEL 046（236）1577

《対象ロボットの例》
パワーアシストハンド・レッグ

脳梗塞などで麻痺した手
指・足首のリハビリ補助
ロボットです。

さがみ ロボット モニター 検索

詳細は県HPをご覧ください

2020年東京オリンピック競技大会自転車ロードレース競技が相模原市に！

コースの概要（男子・女子共通）
・東京都方面からは町田街道でアクセスし、市域へは国道16号側道を通って進入。
・元橋本から市道相原宮下を経由し 、相原台から国道413号を西に直進。
・小倉橋（旧）、串川橋を経由し、青山から国道413号で山梨県方面に向かう。
特徴
・コース全体の中において、相模原市は、市街地から山間部へ景色が切り替わる場所に位置。
・選手達は、景色の変化を体感しながら、メダル獲得に向けてレースの熱を加速。
※大会当日は、広範囲にわたり交通規制が実施されますので、ご注意ください。

男子 2020年
７月25日（土）

女子 2020年
７月26日（日）
スタート：武蔵野の森公園

ゴール ：富士スピードウェイ

[問合せ先]
相模原市オリンピック・パラリ
ンピック推進課
TEL 042（851）3248 PR動画

両国橋

青山

関 串川橋

相原台

相模原市区間
(約３０ｋｍ)

2020年東京オリンピック競技大会
自転車ロードレースコース（相模原市内）

小倉橋(旧)
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芸術の道から少し外れたところにある、ふじのアート
ヴィレッジは、8軒のギャラリーが集まり、ガラス工芸
品や陶芸品、アクセサリーなど、多種多様な作品が販
売・展示されています。休業日がギャラリーによって
異なるので、毎月第4土日曜日に開催される「エレファ
ントマーケット」に行くのがおすすめです。

ふじのアートヴィレッジ

相模原市緑区
牧野5570 観
光案内所ふじの
ね(042-687-
5581) 不定期

☎

休

芸術の道には彫刻やオブジェなど28
点のアート作品が野外に展示され、
歩きながら自由に鑑賞することがで
きます。国内外で活躍する在住作家
をはじめ、世界的な現代アート作家
自らが設置場所を選び、この地で作
品を制作。野外ならではのダイナミッ
クな作品を見ることができます。

観光案内所ふじのね(相模原市緑区小
渕1702-3) 観光案内所ふじのね(042
-687-5581)  年中無休

☎

休

４ 相模原市

芸術の道

日産自動車が今までに生産してき
たクルマ・技術力・デザイン力の
全てをつめこんだコレクション。 
長きにわたり生み出された日産
車が約300台展示されています。

画家・笹倉鉄平の全版画作品
を収蔵し、独自の企画やテー
マに合わせて常時約30点の作
品を展示しています。2006年
に開館。 大和市上和田1777 046-267-8085 月

曜・火曜(月曜が祝日のときは火曜・水曜)、夏
季(8月中旬ごろ)、年末年始 10:00~18:00 
300円(中学生以下無料)

☎ 休

￥

座間市広野台2-10-1 046-298-4355
見学可能な日時についてはHPをご確

認ください

☎

休

６ 座間市

日産
ヘリテージコレクション

５ 大和市

笹倉鉄平
版画ミュージアム

愛川町半原4410 046-281-0356 毎週
土曜・日曜・祝日(体験などの予約があれば
開館) 体験内容によって異なりますのでHP
をご確認ください 700円~(体験内容によっ
て異なりますのでHPをご確認ください)

☎ 休

￥

撚糸(ねんし)産業で栄えた半
原の伝統と歴史を守るための
施設。手織り、藍染め、草木
染め、紙漉き（かみすき）、
組紐などの体験ができます。 

３ 愛川町

レインボープラザ
２
尾山幸（おやまみゆき）
陶芸教室
初心者から上級者まで楽し
める陶芸教室。「手びね
り体験」や「電動ロクロ体
験」など１年を通して体験
教室を受け付けています。

海老名市

海老名市大谷南2-22-1  046-231-6517 
年末年始 10:00~12:00/13:00~15:00
2,000円~(内容によって異なりますので
HPをご確認ください)

☎

休

￥

作品作りを体験！
県央地域で、自分だけの芸術作品を作りませんか？
友だちや家族との思い出作りにも！

愛川町の伝統工芸を紹介する
施設。 藍染め、機織り、紙漉
き（かみすき）、陶芸、木竹工
などの体験ができます。

愛川町半原5423      046-281-2438 毎週
月曜(祝日の場合はその翌日)、年末年始 
体験内容によって異なりますのでHPをご確
認ください 300円~(体験内容によって異
なりますのでHPをご確認ください)

☎ 休

１ 愛川町

工芸工房村

￥

※画像は2018年のものです

13 清川村

厚木市

１
相模原市

愛川町

清川村

綾瀬市

大和市

座間市

海老名市

関東最大600万球の光の祭典。
「さがみ湖リゾート プレジャー
フォレスト」園内の起伏や斜面
を活かしたダイナミックなイル
ミネーションは、夜の森の中で
圧倒的なスケール感で光輝き、
都心では味わえない幻想的な世
界が広がります。

市役所で台本なども展示中！

映画やドラマなど数々の映像作品
の撮影が行われる綾瀬市。実際に
撮影が行われた場所（綾瀬市役所
など）に看板を設置したり、相鉄
線各駅などでロケ地を紹介したマッ
プも配布していますので、誰でも
気軽にロケ地巡りが楽しめます。

７ 綾瀬市

ロケ地巡り

綾瀬市役所(綾瀬市早川550)、
綾瀬市オーエンス文化会館(綾瀬
市深谷中1-3-1)、綾瀬スポーツ公
園(綾瀬市本蓼川345) 綾瀬市商
業観光課(0467-70-5685)

☎

相模原市緑区若柳1634 さがみ湖
リゾート プレジャーフォレスト(0570
-037-353) 時期によって異なります
のでHPをご確認ください 大人1,000
円、小人700円ほか(料金の詳細について
はHPをご確認ください)

☎

￥

清川村宮ヶ瀬940-5 宮ヶ瀬水の郷イ
ベント実行委員会(046-210-3226)
11月下旬~12月25日 (開催期間が決ま
り次第HPで公表します) イベント開催
中は駐車場が有料となります(詳細はHP
をご確認ください)

☎

￥

厚木市温水783-1 厚木市文化生涯学
習課(046-225-2508) 開催期間(10月
13日~10月20日)10:00~15:00

☎ ダンス動画はこちら！

８ 厚木市

あつぎ青空アート展
「第29回野外彫刻造形展」

10 海老名市

EBINA ダンス

中央林間駅東口東急スクエア中央林間
店周辺 エレクトリックデザイン㈱(046-264
-8969) 開催日(11月24日) 10:00~16:00

☎

９ 大和市

中央林間
手づくりマルシェ
プロアマ問わず、手づくりの物・
アート作品を制作している作家
さんたちの作品を販売します。 
手づくり体験ができるワークショッ
プやコンサートも開催します。

11 座間市

JAさがみ直売所
「米ディハウスざま」
県立座間養護学校の児童・生徒が描い
た農畜産物のイラスト作品を店内にPOP
として掲示しています。「ともに生きる
社会かながわ推進週間」がきっかけで始
まった取組です。

座間市入谷1-453-1 046-251-1125
毎月第3水曜、年末年始  9:00~17:00

☎ 休

冬の芸術！ 県央地域のイルミネーション

12 相模原市

さがみ湖イルミリオン 宮ヶ瀬クリスマス
みんなのつどい
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掲載している番号は地図上の番号と一致しています


