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遺跡に学ぶ｢地震災害と文化財」遺跡に学ぶ｢地震災害と文化財」
11月25日㈰ 13：20～16：55　文化財課　 33-1715

発掘調査で確認された地震災害の痕跡から分かることなどについて、専門
家の講演や、東日本大震災後の文化財レスキューの活動報告を行います。
国際医療福祉大学5階大講義室
250人・当日先着順

最新出土品展2012最新出土品展2012
12月5日㈬～16日㈰ 9：00～17：00  文化財課　 33-1715

平成23年度の発掘調査で発見された出土品を写真パネルと合わせて展示
します。別堀前田遺跡から出土した銅

どう

鏡
きょう

や府川諏訪ノ前遺跡出土の銅
どう

鏃
ぞく

など、
貴重な遺物は必見です。土器や石器に触れられるコーナーもあります。
かもめ図書館2階集会室

小田原市遺跡調査発表会小田原市遺跡調査発表会
12月9日㈰10：00～16：30　文化財課　 33-1715

平成23年度に発掘調査した遺跡について、発掘調査の概要や成果を調査担
当者が映像などで発表します。
かもめ図書館2階視聴覚ホール
180人・当日先着順

関東大震災時に崩れた、小田原城二の丸住吉堀石垣の調査（昭和59年撮影）
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競争入札参加資格認定申請
管財契約課　 33-1324

平成25・26年度競争入札参加資格の定期
申請（継続・新規）を受け付けます。市が発
注する工事や物件の買い入れ、委託などの
競争入札に参加を希望するかたは、受付期
間内に必要な手続きをしてください。

11月30日㈮までに｢かながわ電子入
札共同システム｣の資格申請システム
から申請
http://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/

認定期間
平成25年4月1日～平成27年3月31日

小田原市学校教育振興基本計画
意見交換会
教育総務課　 33-1671

本市の教育の現状について理解を深め
ていただくとともに、市民意見を反映さ
せるため、教育委員、計画策定委員と市
民との意見交換会を開きます。

11月20日㈫19：00～21：00
市役所7階大会議室
当日の資料を事前にご覧になりたい場
合は、教育総務課までお越しいただく
か、市ホームページをご覧ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/

パブリックコメント（市民意見）の募集

次の条例や計画などの策定にあたり、市民のかたの意見を募集します。条例などの素
案と意見記入用紙は、担当課、タウンセンター、支所・連絡所、窓口コーナーなどで配
布する他、市ホームページに掲載します。意見提出期間内に直接お持ちいただくか、
郵送、ファクスまたは市ホームページの投稿フォームでご意見をお寄せください。

条例などの案の題名 意見提出期間 担当課・係

小田原市いこいの森条例等の一部改正 11月20日㈫
～12月19日㈬

農政課農林業振興係
33-1491

小田原市学校教育振興基本計画 11月20日㈫
～12月19日㈬

教育総務課総務係
33-1671

小田原市営住宅条例等の一部改正 11月26日㈪
～12月25日㈫

建築課市営住宅係
33-1557

小田原駅東西自由連絡通路条例等に係
る審査基準の一部改正

11月26日㈪
～12月25日㈫

土木管理課管理係
33-1534

総務課　 33-1293　

水洗化工事費（下水道接続工事費）
補助金について
下水道総務課　 33-1616

快適な暮らしと水環境を守るため、新たに
下水道が整備された区域のかたには、下水
道への接続工事をお願いしています。
市税や下水道受益者負担金に滞納がな
く、既存住宅のかたで、供用開始（下水道
が使えるようになった日）から3年以内
に下水道に接続されると、補助金を受け
られます。

合併浄化槽からの切り替え
上記に加え、7万円の補助金が受けら
れます。なお、平成26年3月31日ま
では、供用開始から3年を過ぎていて
も、建築後7年以内であれば、7万円の
補助金が受けられます。
アパートなどの集合住宅
供用開始後の年数に関係なく、1戸に
つき1万円の補助金が受けられます。

補助対象 補助金額
供用開始から1年以内 5万円
供用開始から2年以内 2万円
供用開始から3年以内 1万円

市議会12月定例会
議会総務課　 33-1761

12月定例会は、11月28日㈬から12月
17日㈪まで開かれる予定です。
主な会議

本会議、各常任委員会は10：00開会
予定。
会議の日程・時間などは、変更になる
こともあります。
本会議の傍聴受け付けは、9：30から
始めます。開催日当日に直接市役所4
階傍聴受け付けにお越しください。
一般質問通告一覧を12月6日㈭頃か
ら支所・連絡所、図書館で配布します
のでご利用ください。
本会議の中継や各常任委員会の審議
事項は、市議会ホームページをご覧く
ださい。
http://www.city.odawara. kanagawa.
jp/citycounc/

11月28日㈬
本会議

（補正予算並びにその
他議案一括上程、提案
説明）

12月　3日㈪
本会議

（質疑、各常任委員会付
託、請願・陳情付託）

12月　4日㈫ 建設経済常任委員会
12月　5日㈬ 厚生文教常任委員会
12月　6日㈭ 総務常任委員会

12月12日㈬

本会議
（各常任委員長審査結果
報告・採決、請願・陳情審
査結果報告・採決、一般
質問）

12月13日㈭ 本会議（一般質問）
12月14日㈮ 本会議（一般質問）
12月17日㈪ 本会議（一般質問）

議会基本条例素案に対する
市民説明会
議会総務課　 33-1761

議会では、議会基本条例の素案に対する意
見をお聞きするため、説明会を開きます。
申し込みは不要です。
素案は12月10日㈪から、市ホームペー
ジ、市役所4階行政情報センター、支所
などでご覧になれます。
❶ 12月16日㈰9：30～11：30

マロニエ2階集会室202
❷ 12月18日㈫18：30～20：30

市役所7階大会議室

市民ホール管理運営計画
意見交換会
文化政策課　 33-1702

市民ホール管理運営計画の策定に向け、
専門家による専門委員会と市民による
市民委員会との意見交換会を開きます。

11月25日㈰14：00～16：30
市役所7階大会議室
傍聴は申し込み不要です。直接会場
にお越しください。

土・日の窓口営業時間の延長
営業課　 41-1202

10月から、水道局料金センターの窓口営
業時間を下記のとおり延長しています。

土・日曜日8：30～17：00
水道局（高田401）　
水道局料金センター（ 41-1211）
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お知らせ 納税窓口の休日開設
市税総務課　 33-1345

納税窓口を次のとおり開設します。
市税の納付や納税相談にご利用くださ
い。電話での相談もお受けします。

12月15日㈯・16日㈰
9：00～16：00
市役所2階市税総務課（7番窓口）
市役所正面玄関から入ることはでき
ません。けやき通り側の通用口（守衛
室わき）からお入りください。

バリアフリー・省エネ・耐震改修
住宅への固定資産税の軽減
資産税課　 33-1371

● バリアフリー改修住宅
平成25年3月31日までの間に、一定
のバリアフリー改修工事を行った賃貸
を除く住宅（平成19年1月1日以前に
建てられたもの）は、翌年度分の固定資
産税が100㎡分まで3分の1減額され
ます。
65歳以上のかた、介護保険の要介護か
要支援の認定を受けているかた、障が
いのあるかたが住んでいる住宅が対象
となります。

● 省エネ改修住宅
平成25年3月31日までの間に、一定
の省エネ改修工事を行った賃貸を除く
住宅（平成20年1月1日以前に建てら
れたもの）は、翌年度分の固定資産税が
120㎡分まで3分の1減額されます。
なお、バリアフリー改修の軽減制度と
併用して適用することも可能です。

● 耐震改修住宅
平成27年12月31日までの間に、現行
基準に適合する耐震改修工事を行った
住宅（昭和57年1月1日以前に建てら
れたもの）は、翌年度から2年度分（平
成25年1月1日以降に改修工事が完了
したものは1年度分）の固定資産税が
120㎡分まで2分の1減額されます。

いずれも、改修費用が30万円以上のも
のが対象になります。
また、改修工事完了後3か月以内に該
当工事の証明書や領収書などの関係書
類を添えて、資産税課に申告していた
だく必要があります。

詳しくは、お問い合わせください。

地方税の電子申告を導入します
市民税課　 33-1354
資産税課　 33-1361

11月26日㈪からインターネットを利用
した電子申告サービス eLTAX（エルタッ
クス）による申告などの受け付けを始め
ます。給与支払報告書、法人市民税の申
告書、償却資産の申告書などの提出が、
窓口や郵送での提出に加えインターネッ
トで行うことができるようになります。
詳しくは、eLTAXのホームページをご覧
ください。

http://www.eltax.jp/index.html/

不動産公売のお知らせ
市税総務課　　 33-1346
県徴収対策課　 045-210-2344

市では県と共同で不動産公売を行います。
入札は、原則としてどなたでも参加でき
ます。詳しくは、市税総務課7番窓口に
置いてある関係書類をご覧になるか、
市ホームページをご覧ください。

12月4日㈫13：00～13：30
県藤沢合同庁舎5階大会議室
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/

【本市公売物件概要】
売却区分番号　小3
財産概要財産概要

所在　小田原市千代字吉添
物件　❶宅地456.19㎡

❷居宅（6DK）
❸共同住宅（2LDK×2）

最寄駅　御殿場線下曽我駅から約1㎞
（徒歩14分）

見積価額　16,580,000円
公売保証金　1,660,000円
財産概要は、11月15日現在です。また、
事情により公売を中止する場合があ
ります。
本市以外の公売物件については、県・
当該市町にお問い合わせください。

11月の納税
納付関係…市税総務課　 33-1345
課税内容…資産税課　　 33-1361

11月30日㈮は、固定資産税・都市計画
税（第3期）の納期限です。
納期限までに納税してください。
なお、口座振替をご利用のかたは納期限
の前日、11月29日㈭までに預貯金残高
をご確認ください。

動く市政教室　団体申込
広報広聴課　 33-1263

自治会や PTA、サークルなどの市内の団
体を対象とした公共施設見学会です。

１月25日㈮・31日㈭
２月6日㈬・13日㈬・15日㈮・20日㈬
３月8日㈮・13日㈬・14日㈭
20～40人までの団体
希望日を第3希望日まで選び、11月
19日㈪12：00までに、直接または電
話で。申込終了後、第1希望日から過
去の参加実績を基に決定します（実績
の少ない団体が優先）。

抽選会
希望日に同じ実績の団体が重複した場
合、次の抽選会で決定します。

11月20日㈫10：00～
市役所3階広報広聴課
抽選会終了後、日程に空きがある場
合、先着順で受け付けます。

平成25年度市民活動応援補助金
地域政策課　 33-1458

市民活動応援補助金は、市民活動（営利目
的でない市民の自主的かつ公益的な活
動）を市内で行い、今後も継続する見込み
のある3人以上の市民（住民登録の有無
は問いません）で構成する非営利団体に
対し、補助金を交付する制度です。

対象事業
スタートアップコース（上限10万円）
ステップアップコース（プランを選択）
● プランＡ　対象事業費の70％で20

万円を上限
● プランＢ　対象事業費の50％で30

万円を上限
申請書類を書いて、平成25年1月15
日㈫までに直接。　
できるだけ事前にご相談ください。
交付事業決定は小田原市市民活動推
進委員会の審査結果をもとに、市長が
予算の範囲内で行います。
詳しくは、地域政策課、おだわら市民
活動サポートセンターの他、市内公共
施設にある｢平成25年度市民活動応
援補助金 応募の手引き｣をご覧くだ
さい。
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12月4日㈫～10日㈪は
人権週間
人権・男女共同参画課　 33-1755

12月4日㈫～10日㈪は人権週間です。
この機会に人権について考えましょう。

● 啓発活動重点目標
みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち
　育てよう　思いやりの心～

● 人権相談を行っています
法務大臣から委嘱された人権擁護委員
が、名誉き損やプライバシーの侵害な
どの人権相談を行っています。

毎月第2火曜日13：00～15：00
市役所
横浜地方法務局西湘二宮支局でも、
毎週水曜日の13：30～16：00まで
相談を受けています。
全国共通ナビダイヤル

0570-0
ゼロゼロみんなの

03-1
ひゃくとうおばん

10で も 対 応 し
ます。受付時間は、8：30～17：15

（土・日曜、祝日を除く。）

● 人権擁護委員
鈴木　洋子　　 23-0558
桝
ます

井
い

　達也　　 23-2324
成本喜代子　　 36-3876
杉山　次郎　　 36-8218
山口　弘之　　 34-0577
乃

の

美
み

香津子　　 47-5461
大木　重美　　 47-4698
間中　俊雄　　 32-4121
三

み

川
かわ

真由美　　 21-6088
廣井三枝子　　 35-7787
草柳　艶

つや

子
こ

　　 36-7396
杉山　喬

たか

彦
ひこ

　　 34-7383
天
あま

利
り

　静子　　 22-4359

市立小・中学校の学区指定変更手続きについて

次の条件に該当するかたは、指定された学校以外の学校に入学することができます。
学校を変更する場合は所定の手続きが必要ですので、ご相談ください。
また、「転居したが、以前の学校に通学したい」、「転居をする予定のため、あらかじめ
転居先の学校に通学したい」などの場合も、ご相談ください。

対象者 条件 期間

● 平成25年度に中学校
に入学する生徒

小学校時に１年以上の活動実績がある
場合、希望する部活動が指定された中
学校になければ、その部活動がある自
宅に最も近い中学校に入学できる。

中学校卒業まで

● 平成25年度に小学校
に入学する児童

● 平成25年度中に転入・
転居してきた小学生

指定された小学校までの通学距離が
2㎞以上ある場合、自宅に最も近い小
学校に入学（通学）できる。

小学校卒業まで

教育指導課　 33-1682

人権ポスターコンクール
入賞作品
人権・男女共同参画課　 33-1755

市内小学生による人権ポスターコンクー
ルを行い、お互いに相手の立場を思いや
る心の大切さを訴える作品271点が寄
せられました。（敬称略）

金賞　松下　紗
さ

己
き

　山王小６年
銀賞　佐藤　遥

はる

菜
な

　三の丸小５年
銅賞　石塚　大

ひろ

翔
か

　山王小６年
銅賞　西山侑

ゆ

友
う

子
こ

　東富水小６年
この他にも佳作に10人が選ばれました。

● 人権ポスターコンクール入賞作品展
人権週間中、入賞作品など約60点を展
示します。

12月4日㈫13：00～11日㈫12：00
市役所2階展示•広報ロビー

▲金賞作品

中学校全国・関東大会出場者
教育指導課　 33-1682

【全国大会出場】【全国大会出場】（敬称略）
● 陸上競技

○ 女子800Ｍ
髙橋菜々子　城山中3年
｢緊張しましたが、すごく楽しく走れ
ました｣

【関東大会出場】【関東大会出場】
● 陸上競技

○ 女子1500Ｍ
髙橋菜々子　城山中3年

○ 1年男子1500Ｍ
小川　裕介　国府津中1年

● ソフトテニス
○ 女子個人戦

髙橋　芽衣　千代中3年
露木ありさ　　〃　3年
小

お

山
さ

内
ない

夏紀　　〃　3年
野村　彩

あい

李
り

　　〃　3年
小野田舞

ま

衣
い

　鴨宮中3年
瀬戸南

な

希
ぎ

咲
さ

　　〃　3年
○ 男子ダブルス

伊藤　祐貴　泉中3年
曽我　健人　  〃 3年
後藤　尚也　  〃 3年
関　　拓真　  〃 3年

● 水泳
○ 女子200Ｍ個人メドレー

山城日
ひ

向
な

子
こ

　国府津中2年
● バドミントン

○ 男子ダブルス
澁谷　莉

り

西
さい

　酒匂中3年
横田　康輝　　〃　2年

○ 男子団体
澁谷　莉西　酒匂中3年
吉田　一

かず

森
もり

　　〃　3年
斉藤　　廉

れん

　　〃　3年
髙橋　寿

とし

聡
あき

　　〃　3年
飯
いい

濵
はま

　康太　　〃　3年
和田　健太　　〃　3年
佐藤　諒一　　〃　3年
横田　康輝　　〃　2年

● バレーボール
橘中学校女子バレーボール部

● マーチングバンド・バトントワリング
泉中学校吹奏楽部

【東関東大会出場【東関東大会出場】】
● マーチングバンドコンテスト

城北中学校吹奏楽部
酒匂中学校吹奏楽部

▲髙橋菜々子さん

農産物の放射性物質
濃度検査結果
農政課　 33-1494

県が茶（秋冬番茶）の検査を実施したと
ころ、放射性セシウムは検出限界値未満
で、安全が確認されました。
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お知らせ 子ども・若者育成支援強調月間
青少年相談センター　 23-1481

内閣府では、子ども・若者育成支援に関
する国民運動の一層の充実や定着を図
ることを目的に、11月を「子ども・若者
育成支援強調月間」と定め、困難を有す
る子ども・若者を支援する諸事業、各種
活動を集中的に行います。

青少年相談センターでは、子ども・若
者に関する相談を受けています。

平成25年度小学校入学予定者
への通級指導教室のご案内
教育指導課　 33-1685

市では、在籍校へ通学しながら週に1回
程度通い、正しい発音の仕方などを身に
つけるための｢ことばの教室｣やコミュニ
ケーションの力を高めるための｢コミュニ
ケーションの教室・フレンド｣を設置して
います。来年度小学校に入学予定のお子
さんで、｢ことば｣や｢コミュニケーション｣
について、心配されている保護者のかたに
教育相談を行っています。希望されるか
たは、教育指導課までご連絡ください。

第62回児童生徒科学展覧会・
足柄下郡生徒科学展覧会の
特別賞入賞者
教育指導課　 33-1684

出品点数は351点（小学校251点、中学
校100点）で、身近なものをテーマにし、
長期にわたって観察・実験したもので、そ
の成果を十分発揮した力作ばかりでした。
小学校教育長賞　5点（敬称略）小学校教育長賞　5点（敬称略）
●「タネのリサイクル　パート2」

仲野　美
み

優
ゆ

　矢作小3年 
●「コニシキソウの白い液の秘密」

荒川　姫
ひめ

歌
か

　富水小5年 
●「太陽の熱でゆで卵を作ろう！～ソー

ラークッキング～」
椎木　美帆　下中小6年

●「驚異の歩夢菌」
神山　歩夢　富士見小6年

●「落花生の葉の就眠運動」
小嶋　美穂　富士見小6年

小学校長会長賞　5点小学校長会長賞　5点
●「虫のこども　パート3」

深井　詠
えい

介
すけ

　久野小5年 
●「セミのちょうさ」

髙橋　和希　足柄小3年
●「守れ！卵！！」

井上奈美佳　下曽我小6年
●「カビの色は取り出せるか」

林　　幸菜　桜井小6年
●「牛乳と水質汚染の関係」

髙橋　彩子　東富水小6年
中学校教育長賞　5点中学校教育長賞　5点
●「地質の研究PART1　酒匂川流域の地質

を探る～地質の分かれ目はどこに？～」
江

え

原
ばら

　奏
か

音
のん

　城北中1年
●「小田原の海と空の観察（気温と湿度、

太陽の位置による見え方の違い）」
押切　彩夏　城山中3年

●「土の性質をさぐる　3」
田中　南

な

帆
ほ

　白山中3年
●「自然災害の驚異　2」

田代　　怜　白鷗中3年
●「人体の圧点分布と年齢による感覚差

の関係」
栢本　真希　湯河原中2年

中学校教育研究会長賞　5点中学校教育研究会長賞　5点
●「コケ植物を利用した地域における大

気汚染の実態」
神保　　萌　千代中2年

●「アオミドロの生育の研究　閉じた容
器の中ではなぜ、アオミドロの生育は
難しいのか？」
渡辺　　想

そう

　酒匂中3年
●「藻パートⅣ～光合成編～」

笹森　菜穂　橘中2年
●「『デンドライト』の秘密」

前田　直希　酒匂中2年
●「紫外線」

山本　拓実　真鶴中3年

生涯学習講座情報
～キャンパスおだわらコーナー～

だれもが、いつでも、どこでも、なんでも
学べる場「キャンパスおだわら」。市民
主体の生涯学習のまちを目指します。

【学習講座】【学習講座】
● きらめき☆おだわら塾「冬講座」

クリスマスやお正月にぴったりの37
講座と4公演を用意しています。詳
しくは、公共施設にあるちらしをご覧
ください。

12月1日㈯･2日㈰10：00～15：00
マロニエ

【学習情報】【学習情報】
「キャンパスおだ
わら情報誌」は、タ
イムリーな学習講
座の情報が満載で
す！市内公共施設
などで入手できま
すので、ホームペー
ジと併せてご活用
ください。また、市民の皆さんが企画
した講座の情報も掲載できます。

http://www.campusodawara.jp/
【公募型市民企画講座を募集】【公募型市民企画講座を募集】
市民の皆さんやサークル・団体などの
皆さん自身が企画・運営して、学習希望
者に提供する講座を募集します。

【学習相談窓口】【学習相談窓口】
● けやき 

35-5300／33-1890
9：00～17：00
第4月曜日と年末年始を除く。

● まなびの相談室（マロニエ内）
47-3002
水曜日9：00～16：00
マロニエ休館日を除く。

詳しくは、キャンパスおだわら事務局
へお問い合わせください。

キャンパスおだわら事務局 33-1890 
けやき　　　　　　　   33-1871

古いひな人形を探しています
清
せ い

閑
か ん

亭　　 22-2834
文化政策課　 33-1709

来年の春に開く予定の清閑亭・松永記念
館・小田原文学館が企画する「雛

ひな

まつり」
に飾るひな人形を探しています。
古いひな人形をお持ちのかたでご協力い
ただけるかたは、清閑亭までご連絡くだ
さい（市内のかたに限ります）。

天守閣の臨時休館
観光課　 23-1373

小田原城天守閣の館内整理のため、12
月12日㈬は臨時休館します。
なお、歴史見聞館、遊園地は通常どおり開
館・開園します。
また、年末年始は、天守閣、歴史見聞館、遊
園地いずれも12月31日㈪と平成25年
1月1日㈷は休館・休園します。

天守閣から初日の出を見よう！
小田原城から初日の出を見る会

（小田原箱根商工会議所青年部内）
　　　　　　 23-1811
産業政策課　 33-1555

平成25年1月1日㈷6：00～
小田原城天守閣
50組100人・多数抽選
11月22日㈭まで（消印有効）に、往復は
がきに住所･代表者名･同伴者名･フリガ
ナ ･年齢・電話番号を書いて、郵送で。
〒250-0014　城内1-21
小田原箱根商工会議所青年部　
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高校生向け社会保障教育教材
厚生労働省社会保障担当参事官室　

　　　　 03-3595-2159
保険課　 33-1867

厚生労働省では、高校生向けに社会保障
制度の教材を作成しました。
現在、｢政府の役割と社会保障｣、｢公的医
療保険って何だろう？｣の2つのテーマ
の教材を掲載しています。
以下の URLからダウンロードして、ご利
用ください。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/
bunya/hokabunya/shakaihoshou/kyouiku/

市立病院の乳児健診が予約制
になりました
市立病院　 34-3175　

乳児1か月健診、8～9か月健診が電話予
約制になりました。健診を希望するかた
は、平日昼間（８：30～17：00）に、お電
話で小児科外来までお問い合わせくだ
さい。
健診日と健診の受付時間は次のとおり
です。
健 診 日　毎週月・金曜日（祝日除く）
健診受付　13：00～13：30

重度障がい者
医療費助成の拡大
障がい福祉課　 33-1461

平成25年1月診療分から、重度の精神障
がいのあるかたが医療機関を受診（入院
を除く）した場合は、窓口で支払う自己負
担額が、重度障がい者医療費助成の対象
になります。
医療費の助成を受けるためには、重度障
がい者医療の受給資格の申請が必要で
す。該当するかたは、障がい福祉課で手
続きをしてください。

市役所2階障がい福祉課（窓口13番）
次の全ての条件を満たすかた
● 精神障害者保健福祉手帳1級の交付

を受けているかた
● 他の障がいを事由として、重度障が

い者医療証の交付を受けていない
かた

● 小田原市に住民登録があるかた
● 健康保険に加入しているかた

国民健康保険に加入しているかた
で、他市町村から住所地特例の認定
を受けているかたは条件が異なり
ますので、事前にお問い合わせくだ
さい。

精神障害者保健福祉手帳、健康保険証

国民健康保険料・介護保険料
・後期高齢者医療保険料の
｢納付済額のお知らせ｣の送付
保険課　 33-1832

確定申告や市県民税申告などの際に、
社会保険料控除の資料として利用できる
平成24年分の｢納付済額のお知らせ｣を
1月下旬にお送りします。
ご家族などの保険料を納めた場合は、
実際に納めたかたが社会保険料控除とし
て申告できます。ただし、特別徴収（年金
からの天引き）で納めているかたについ
ては、ご本人の申告にしか控除の適用が
されません。

1年間を通して全額特別徴収（年金か
らの天引き）で納めているかたは、日
本年金機構などの年金支払者から届
く、公的年金などの源泉徴収票をご利
用ください。
年末調整の時期には｢納付済額のお知
らせ｣はお送りしません。普通徴収の
かたはお手元の領収書で、口座振替の
かたは通帳で納付日を確認し、1年間の
納付額を算出して申告してください。
年末調整や確定申告の際、｢納付済額
のお知らせ｣や各保険料の領収書など
の添付は必要ありません。

11月は｢ねんきん月間｣
日本年金機構　　 0570-05-1165
小田原年金事務所 22-1391
保険課　　　　　 33-1867

11月は｢ねんきん月間｣です。この機
会に、公的年金制度を身近に感じ、理解
を深めましょう。
● ねんきん定期便やねんきんネットを

活用して、ご自身の公的年金への加
入や保険料納付、年金加入記録の点
検や確認をしましょう。

● 年金の加入手続きがお済みでないか
たは、この機会に加入しましょう。

● 年内に納付した国民年金保険料は、
全額が今年の社会保険料控除の対象
となります。所得税や住民税が軽減
されますので、未納保険料はできる
限り年内に納付しましょう。

● 国民年金保険料のお支払いが困難
なかたには、保険料免除制度や納付
猶予制度があります。最寄りの年
金事務所または市役所へご相談く
ださい。

● 平成24年10月より、後納の申し出
を受け付けています。過去10年以
内に国民年金保険料の未納のあるか
たで、年金受給権を確保または受給
額の増額を希望されるかたは、年金
事務所へご相談ください。

｢ねんきんネット｣をご利用ください
日本年金機構は、次の機能を持った｢ね
んきんネット｣サービスを提供してい
ます。
● いつでも、最新の年金記録が確認で

きます。
● 記録の｢もれ｣や｢誤り｣の発見が容易

になります。
● ｢私の履歴整理表｣で記録の確認が容

易になります。
● 将来の年金額が試算できます。

ご利用には、事前の利用登録が必要です。
詳しくは、日本年金機構ホームページ
をご確認ください。

http://www.nenkin.go.jp/n_net/
なお、共済年金や企業年金には対応
していません。

日本年金機構Twitter
日本年金機構では、Twitterによる情
報発信を行っています。公的年金に
関する各種手続きや、お送りする通
知書の情報など、お役に立ちそうな
さまざまな情報を発信しています。
TwitterアカウントTwitterアカウント
@Nenkin_kikou

自立更生者市長表彰
障がい福祉課　 33-1467

10月28日に西湘地区体育センターで行
われた｢障害者レクリエーション大会｣で、
自立更生者として、佐藤洋二さんが市長
表彰されました。

▲佐藤洋二さん

健康づくりメールマガジンの
配信開始
健康づくり課　 47-0820

健康づくりメールマガジン
を始めます！市民の皆さん
に合わせた健康に役立つ
情報をメールで配信します。
携帯電話などに届き便利です。
配 信 日　毎月25日　 号外もあります。
配信方法　登録制。メールアドレスへの

配信（パソコン・携帯）
登録方法　右上の二次元バーコードコー

ドから登録してください。



7 日時 期間 時間 場所 内容 対象 定員 費用（記載のないものは無料） 持ち物  記号一覧おだわらいふ   11/15号 11/15▶12/14

こ
ど
も

健
康

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

相
談

募
集

お
知
ら
せ

お知らせ
小田原市勤労者生活資金融資
制度の利率見直し
制度について 産業政策課
　　　　　　 33-1514
融資について 中央労働金庫小田原支店  
　　　　　　 24-3322　 

この制度は、中央労働金庫と提携して低
い金利で勤労者に融資をします。
基準金利の見直しにより10月1日から
融資利率が変更になりました。

融資利率
● 自動車購入費、太陽光発電設備設置

費　年2.10％（変更前1.70％）
● その他　年2.10%（変更前2.20%）
● 賃金遅欠配　年1.50%（変更なし）
● 教育費　年1.70％（変更なし）

別途保証料年0.70%～年1.20％
が貸付利率に上乗せとなります。

対象
次の全てに当てはまるかた
● 小田原市内に居住、もしくは市内事

業所に勤務しているかたで同一事
業所に1年以上勤務しているかた、
または小田原市内に居住している
かたで、同一事業を3年以上行い、労
働者を使用しないで事業を行って
いるかた

● 市税を滞納していないかた
● 返済能力があるかた

使途
冠婚葬祭、医療、介護、出産、教育、職業
能力開発、増改築費、耐久消費財購入、
賃金遅欠配、太陽光発電設備設置費

融資限度額　300万円
返済期間　10年以内

詳しくは、お問い合わせください。

小規模企業共済制度と
経営セーフティ共済

（中小企業倒産防止共済制度）
独立行政法人中小企業基盤整備機構
共済相談室　 050-5541-7171

産業政策課　 33-1555

小規模企業共済制度は小規模企業者の
ための｢退職金制度｣、経営セーフティ共
済は簡易迅速な共済金の貸し付けによ
り連鎖倒産を防止する制度です。これら
はともに、中小企業の経営の安定を図る
ための共済制度ですので、ぜひご利用く
ださい。

都市計画の変更案の縦覧
都市計画課　 33-1571

❶早川沿岸土地区画整理事業の変更
（事業区域の一部廃止）

❷小田原公共下水道の変更
（第19号汚水幹線のルート及び排水
区域の変更）

なお、縦覧期間中に意見書を提出するこ
とができます。
● 縦覧・意見書の提出

12月4日㈫～18日㈫8：30～17：15
土・日曜日を除く。

市役所6階都市計画課

11月は計量管理強調月間です
産業政策課　 33-1511

正確な計量は生活の基本です。
取引証明に使用しているはかりは、正確
さを維持するため2年に1回定期検査を
受けることになっています。
定期検査を受けていないはかりや有効
期限を過ぎたメーターを使い続けるこ
とは法令違反となりますので、ご注意く
ださい。
検査の対象者　計量器を取引・証明に使

用しているかた
検 査 の 場 所 　計量器の所在場所

紙布類収集　モデル事業実施中
環境政策課　 33-1471

ごみの減量・資源化の推進のため、モデ
ル事業を行っています。

10月から平成25年1月
紙布類の収集回数を月2回から月4回
に試験的に変更しています。紙布類
をしっかり分別してください。
雑誌や包装紙は、｢雑紙（ざつがみ）｣。
レシート、メモ紙、手紙は、｢その他紙｣。
汚れた紙は「燃せるごみ」。
幸、山王網一色、東富水、下府中地区に
お住まいのかた

ごみの出し方（ペットボトル）
環境政策課　　　　 33-1471
環境事業センター　 34-7325

キャップを外して、ラベルはできるだけ
はがして出してください。
キャップでペットボトルが閉まってい
ると、収集する時、ボトルに圧力がかか
り破裂することがあります。
外したキャップとラベルは、｢トレー・プ
ラスチック容器｣の日にごみ集積場所に
出してください。

｢わんぱくらんど｣駐車場を
期日限定で無料開放します
わんぱくらんど管理事務所

24-3189

12月4日㈫から平成25年2月28日㈭ま
での3か月間、平日限定で駐車場を無料開
放します。
ただし、冬休み期間の12月26日㈬～
27日㈭、平成25年1月4日㈮について
は、土・日曜日、祝日と同様に1台500円
の料金が必要となります。
詳しくは、お問い合わせください。

ペットはマナーを守って
飼いましょう
環境保護課　 33-1484

● 犬のふんへの苦情が、多く寄せられて
います。散歩中に犬がふんをしたら、
必ず持ち帰りましょう。

● 猫のトラブルや被害も増えています。
敷地内にふんやおしっこをされた、車
を傷つけられたなど多くの苦情が寄
せられています。猫を交通事故や病気
の感染から守るためにも、室内で飼う
ことをお勧めします。

看板の設置には許可が必要です
都市計画課　 33-1593

店舗などの看板、広告塔、広告板など広
告物の設置には、一定のものを除き屋外
広告物条例の許可が必要です。一度、
お店の看板などの許可について確認し
てください。
ご不明な点は、お問い合わせください。

既存宅地開発許可制度の廃止が
平成26年11月28日まで延長
開発審査課　 33-1442

平成24年9月議会において、既存宅地開
発許可制度を廃止する期日を平成26年
11月28日まで延長する議員提出議案
が可決され、2年間延長することとなり
ました。
なお、市街化調整区域に土地をお持ちの
かたには、10月下旬に既存宅地開発許
可制度の延長のお知らせをお送りしてい
ます。
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認知症を知る講座
高齢福祉課　 33-1864

認知症は、一旦正常に発達した知能が低
下した状態をいい、誰にでも起こりうる
病気です。症状を知り認知症のかたやそ
のご家族を温かく見守りましょう。

12月2日㈰10：00～12：00
松永記念館本館2階和室
市内在住・在勤・在学のかた30人・申
込先着順
11月30日㈮までに。

家族介護教室
｢認知症について学びましょう!｣

高齢福祉課　 33-1864

介護に関する基礎的な知識や技術につ
いて学ぶ講座です。3月までは、原則毎
月第1水曜日に開きます。

12月5日㈬13：30～15：30
マロニエ2階集会室201
家庭で高齢者の介護をされているご
家族25人・申込先着順
前日までに、直接または電話で。

公立保育園臨時保育士の登録
保育課　 33-1455

選考の上、必要になり次第任用します。 
保育士資格をお持ちのかた

勤務条件
常　勤　週5日勤務（ローテーション

勤務有）
非常勤　週3～4日勤務、または週5日

短時間勤務（7：30～12：30
か14：00～19：00など）

常勤：時給970円、非常勤：時給900円
保育課または市ホームページにある
申込書に書いて、直接または郵送で。

親と子の料理教室
健康づくり課　 47-0820

親子で楽しく、バランスのよい食事作り
にチャレンジしましょう。

12月1日㈯10：00～13：00
保健センター2階調理実習室
市内在住の5歳～小学生の子どもと保
護者15組・申込先着順
保護者400円、子100円
エプロン、三角巾、食器拭き用布巾、
手拭き用タオル、筆記用具
食生活改善推進員
11月26日㈪まで。

生活保護介護事務支援員
福祉政策課　 33-1463

生活保護世帯の介護に関する事務と関
係機関との連絡調整を行います。12月
1日からの採用です。

介護支援専門員および普通自動車免
許（AT限定可）を有し、地方公務員法第
16条の欠格事項に該当しないかた

勤務　週2回（8：30～17：15）
月額83,300円（交通費の支給はあり
ません）
11月22日㈭17：00まで。

手話通訳レベルアップ講座
障がい福祉課　 33-1467

平成25年１月15日～3月25日の毎
週月曜日19：00～21：00（全11回）

祝日の場合、火曜日に振り替え。
社会福祉センター4階第一講堂
手話で聴覚障がい者と簡単な会話が
できるかた15人
11月30日㈮までに。

小田原市職員（技能労務職）
職員課　 33-1241

採用職種　技能労務職（ごみ収集、道路
補修などの業務）

昭和42年4月2日以降に生まれたかた
若干名
11月27日㈫までに、市ホームページ
から電子申請後、指定の申込書類を直
接または郵送で。
詳しくは、市ホームページまたはお問
い合わせください。 
http://www.city.odawara.kanagawa.
jp/municipality/staffin/saiyou/

箱根ジオパーク認定記念
フォトコンテスト
企画政策課　 33-1379

箱根地域（小田原・箱根・真鶴・湯河原）が
日本ジオパーク認定を受けたことを記
念して、箱根ジオパークの魅力を表現し
た写真を募集します。

テーマ　❶地形・地質（ジオ）、❷動物・
植物（エコ）、❸歴史・文化（ヒト）
平 成25年2月28日 ㈭ ま で に、ホ ー
ムページ内にあるコンテスト応募
フォームから応募してください。
http://www.hakone-geopark.jp/ 

｢市民手づくりの財政報告書｣
発刊記念公開講座
財政課　 33-1312

市財政の理解を深めるために、市民が主
体となって、自らの目線で財政状況を分
析・解説したものです。

12月1日㈯14：00～17：00
市民会館第3会議室
50人・申込先着順
100円
11月27日㈫までに会に電話で。
小田原市民財政学習会・宮崎（ 47-
4036）、和田（ 48-3028）

65歳からの筋トレ教室
高齢福祉課  33-1825

❶いそしぎ　マシン教室
個人の状態に合わせた、トレーニング
マシンなどを利用した個人指導です。

平成25年1月9日～3月21日（予定）
の週2回
市内在住の体力に自信がない65歳
以上のかた20人・多数選考

❷いそしぎ　ストレッチ教室
体を動かすことが苦手なかた、初めて運
動教室を体験するかたにお勧めです。

1月9日～3月21日（予定）の週1回
11：45～13：00
市内在住のやや体力に自信がない
65歳以上のかた20人・多数選考

❸アリーナ　ストレッチ教室
楽しくストレッチや筋トレを行います。

1月8日～3月26日（予定）の毎週火・
木曜日10：30～12：00
市内在住の65歳以上のかた20人・
多数選考

❶❷❸共通
1,500円（保険料）
12月3日㈪までに。

講座名のタイトルの会場で行います。
医師から運動を止められているかた
は参加できません。

地域密着型サービス事業者
介護保険課　 33-1876

新たに開設する地域密着型サービス事
業所の整備事業者を再募集します。
❶平成25年度開設施設

小規模多機能型居宅介護拠点
❷平成26年度開設施設

認知症高齢者グループホーム、小規模
多機能型居宅介護拠点、定期巡回・随
時対応型訪問介護看護
12月10日㈪～26日㈬
募集圏域など、詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
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親子でクリスマスリース教室
上府中公園　 42-5511

12月1日㈯10：00～
小田原球場会議室
親子10組・申込先着順
1,000円（材料費、保険料）
11月18日㈰までに。
詳しくは、お問い合わせいただくか上府
中公園ホームページをご覧ください。
http://odawara-jigyo-kyokai.jp/
kouen/

小田原産小麦粉を使った
料理教室

農政課　 33-1494

丹精込めて育てられた小麦粉を使って、
おいしい野菜（小松菜・にんじん）入りの
蒸しパン、卵ぼうろを作りましょう。

12月2日㈰13：30～15：30
けやき４階調理実習室
25人・申込先着順
1,000円
エプロン、三角巾
夢みるみどりの探検隊

農業体験 de 婚活2012
農政課　 33-1494

若手農家と農業体験やバーベキューな
どで交流を深めましょう。

12月1日㈯9：30～16：00（予定）
小田原市内の農園など
20歳以上の独身女性15人・多数抽選
3,000円（傷害保険料を含む）
JAかながわ西湘（ 47-8183）に電
話で。

詳しくは、JAかながわ西湘ホーム
ページをご覧ください。

JAかながわ西湘青壮年部

かながわ若者就職支援センター
｢若者のための働き方相談｣

産業政策課　 33-1514

就職活動の悩みや不安に、キャリアカウ
ンセラーがアドバイスをします。応募書
類の添削や面接練習も可能です。

求人の紹介はしません。
12月7日㈮❶10：00～、❷11：00～、
❸13：00～、❹14：00～、❺15：00～、
❻16：00～（1人1時間程度）
市役所
30歳代までのかた6人・申込先着順
直接または電話で。

きつつき木工教室
いこいの森　 24-3785

❶ミニツリーとリース作り
12月2日㈰
①9：30～、②13：30～
1,000円

❷ミニ門松作り
12月16日㈰
①9：30～、②13：30～
800円

❶❷共通
いこいの森　 5組・申込先着順

駐車場料金が別途500円かかります。

おだわら自然楽
がっ

校
こう

特別編第4回
｢あなたも山のプロフェッショナル｣

青少年課　 33-1736

登山の際、指導者として必要な知識や技
術を、初冬の明神ヶ岳への登山をしなが
ら実践形式で学んでいきます。

12月2日㈰
明神ヶ岳
30人・申込先着順
1,000円
橋谷晃さん
11月26日㈪までに。
詳しくは、お問い合わせください。

募集

陸上自衛隊高等工科学校生徒
自衛隊小田原地域事務所  24-3080
総務課　　　　　　　  　 33-1291

❶推薦試験
試験日：平成25年1月12日㈯～14日㈷

の指定する1日
❷一般試験

試験日：平成25年1月19日㈯
中卒（見込含）17歳未満のかた

❶は中学校長の推薦などが別途必要。
自衛隊小田原地域事務所

（ 24-3080）

地域の力でなくそう、オレオレ詐欺！
～防犯指導者育成セミナー（西湘地域）～

地域安全課　 33-1396

「自分は大丈夫！」と思っていても詐欺
の被害はいまだになくなりません。皆さ
んが安心して暮らせるよう｢オレオレ詐
欺を防ぐ法｣をテーマにした講演会を開
きます。この機会に考えてみましょう。

12月8日㈯14：00～15：30
尊徳記念館3階講堂
100人・申込先着順
拓殖大学政経学部教授　守山正さん
11月28日㈬までに。

わんぱくらんどのイベント
わんぱくらんど管理事務所

　  24-3189

❶ピザ作り体験
11月23日㈷
①10：00～、②10：30～、
③13：00～、④13：30～
第2駐車場西管理棟前
各5組・申込先着順
材料費500円
事前申し込み（当日まで）

❷わんぱくらんどフリーマーケット
子ども用品を対象としたフリーマー
ケットを開くにあたり、出店者を募集
します。

12月1日㈯9：00～16：00
雨天時は、2日㈰に延期します。

うなぎ沢横芝生広場
車付出店50区画（軽自動車限定）
出店料1,500円（駐車料金を含む）
出店者受付11月17日㈯～27日㈫

申し込みのために来園された場
合、駐車料金は免除します。

❸冬の星座観察会
冬の夜空で輝く星の観察をしよう！

12月8日㈯18：00～
あおぞら広場
50組・申込先着順

青少年健全育成講演会
青少年相談センター　 23-1481

11月21日㈬18：30～20：00
県小田原合同庁舎3階E・F会議室
若者のこころと上手にかかわるために
青少年の健全育成や青少年問題につい
て関心のあるかた120人・当日先着順
諸富祥

よし

彦
ひこ

さん（明治大学文学部教授、
教育学博士、臨床心理士、カウンセラー）

環境ボランティア協会研修会
環境政策課　 33-1472

環境ボランティア協会会員の活動紹介
や意見交換会を行います。

12月2日㈰10：00～11：30
市役所6階601会議室
会員活動紹介（高校生ボランティアク
ラブによる落書き消し体験談の発表
など）、環境関連の講演会、意見交換会
など。
11月30日㈮までに。
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一般 離婚、相続、多重債務など日常生活上の軽易な問題に関する相談 月～金曜日   9：00～11：00
13：00～16：00

心配ごと 家庭や地域で困ったこと、悩みごとに関する相談 毎週月曜日 13：00～15：30
法律（予約制） 離婚、相続、多重債務などの法律問題に関する相談（予約は2週間前から） 毎週水曜日 13：30～15：30
人権擁護 嫌がらせ ･名誉き損･プライバシーの侵害などに関する相談 11日㈫ 13：00～15：00
登記 相続・贈与などの登記手続きに関する相談 13日㈭ 13：30～15：30
税務 相続･贈与･譲渡所得税などの税金に関する相談 18日㈫ 13：30～15：30
行政苦情 国･県･市への要望や苦情 20日㈭ 13：30～16：00
宅地建物取引 不動産の売買など取引に関する相談 27日㈭ 13：30～15：30

各種相談
市役所2階（土・日曜日、祝日を除く）

マロニエ2階集会室203

●● 市民相談（12月）

●● その他の相談

消費生活相談
消費生活センター

33-1777

消費生活に関する苦情や問い合わせなどをご相談ください。電話でもお受けします。
月～金曜日（祝日を除く）　9：30～12：00、13：00～16：00 
消費生活センター（市役所2階地域安全課内）
小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町に在住・在勤・在学のかた

県の消費生活相談
かながわ中央消費生活センター

045-311-0999
月～金曜日　9：30～19：00　土・日曜日、祝日　9：30～16：30
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2（かながわ県民センター内）

農地活用相談
市街地整備課 　　 33-1592
　　　　　　 　　 33-1659
JAかながわ西湘　 47-8176

市街化区域内農地の抱えている問題や将来の活用などをご相談ください。
最寄りの JAにて担当職員が随時相談をお受けします。
電話、ファクスでの問い合わせもできます。

建築等紛争相談
都市政策課　 33-1307

中高層建築物などの建築などにより生じる日照や通風、工事中の振動・騒音など、生活環境
への影響に関する紛争の相談を、紛争相談員がお受けします。

毎週木曜日（祝日を除く）10：00～16：00（要予約）　 市役所

建築物などのデザイン相談
都市計画課　 33-1573

建築物、工作物、広告物などのデザイン、色彩、緑化などについて、市民の皆さんからの相談を街づく
り景観アドバイザーがお受けします。建築などをお考えの際には、お気軽にお問い合わせください。

建築や色彩などの専門家がアドバイスをします。実際の設計などは行いませんのでご了
承ください。

女性相談
人権・男女共同参画課　 33-1737

夫や親しい男性とのトラブルなど、女性が抱える悩みを相談員がお受けします。
月･水･木･金曜日 9：30～11：30、13：00～16：30（面接は要予約）　 市役所
全国共通ナビダイヤルでも対応しています。
内閣府男女共同参画局DV相談ナビ　☎0570-0-5

こ

5
こ

2
に

1
でん

0
わ

児童相談
子育て政策課　 33-1454

子育てについてのさまざまな悩みを児童相談員がお受けします。
月・火・木・金曜日 9：00～12：00、13：00～16：30　 市役所
予防接種、離乳食、授乳については、健康づくり課（保健センター 47-0820）にお問い
合わせください。

青少年相談
青少年相談センター

23-1482

ひきこもりや若年無業者（ニート）、不登校などさまざまな問題で悩む子ども、若者(30代
まで )やその保護者からの相談、また、青少年の健全育成を図るための相談をお受けします。

毎週月～金曜日（祝日を除く） 9：00～12：00、13：00～16：00
青少年相談センター（元県立小田原城内高校の北側）

地域安全課　 33-1383

行政書士 相続･遺言、成年後見、各種許認可申請などに関する相談　　  15日㈯ 14：00～16：00

秘密厳守です。お気軽にご相談ください。

相談
分譲マンション管理相談
市街地整備課　 33-1592

分譲マンションの管理組合の運営や日常
生活のトラブルなどに関する相談です。

毎月第2金曜日（祝日除く）
13：30～16：30（予約制）
市役所2階市民相談室
市内にある分譲マンションの管理組
合の役員、区分所有者、居住者のかた

創業相談･経営相談（12月）
おだわら街なか起業家支援センター

　　　　　　 23-6660
産業政策課　 33-1555

起業家支援センターの専門職員による創
業や経営に関する無料相談を行います。

事前予約制。
1日㈯10：00～16：00
12日㈬・26日㈬11：00～17：00
13日㈭・27日㈭17：00～21：00

（上記以外の日時でも受付中）
おだわら街なか起業家支援センター

（栄町3-15-11 吹田ビル2階）

補装具の巡回更生相談
障がい福祉課　 33-1467

身体障がい者の補装具に関する相談。
● 装具など

12月10日㈪、平成25年1月21日㈪
2月18日㈪、3月11日㈪
13：00～14：00　
いそしぎ
整形外科（装具、車いす、杖など）

● 補聴器
2月28日㈭13：00～14：00
社会福祉センター
耳鼻咽喉科（補聴器）



11 日時 期間 時間 場所 内容 対象 定員 費用（記載のないものは無料） 持ち物  記号一覧おだわらいふ   11/15号 11/15▶12/14
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健
康

ス
ポ
ー
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ベ
ン
ト

相
談

募
集

イベント 月例イベント

10：00～17：00（展示最終日は
15:00まで）　 月曜休館。
音羽プラーザビル2階（栄町1-14-41）

● 絵手紙展
11月28日㈬～12月2日㈰
カタクリの会

● グラスアート＆花の輝きのクリスマス
12月13日㈭～23日㈷
グラスアートとプリザーブドフ
ラワーのコラボでクリスマスを
お楽しみください。

｢ワークショップ｣｢ワークショップ｣
12月16日㈰❶10：00～12：00

　　　　　　　❷13：30～15：30
どちらか一つを選んで作ります。
❶キャンドルホルダー
（グラスアート）

❷キャンドルアレンジ
（プリザーブドフラワー）

1,000円
グラスアート：ききょうの会
フラワーアレンジメント：ブルー
ミングスタイル

おだわら女性プラザおだわら女性プラザ CC
チャットチャット

HHAATT茶茶
ちゃちゃ

っとっと
人権・男女共同参画課 33-1725

● 競輪祭（ＧⅠ）場外：小倉
11月29日㈭～12月2日㈰　

● 千葉（ＦⅠ）場外
12月3日㈪～5日㈬

● 加トちゃん杯（ＦⅡ）
12月7日㈮～9日㈰

7日㈮は福井（FⅠ）9Ｒ以降併売。
8日㈯～9日㈰は佐世保記念（ＧⅢ）
全Ｒ併売。

● 佐世保記念（ＧⅢ）場外
12月10日㈪～11日㈫

小田原競輪開催日小田原競輪開催日
事業課　 23-1101

毎月第2・第4土曜日、神奈川県指定重
要文化財二宮尊徳生家の保全のため、
いろりに火を入れて、けむり燻蒸を行
います。二宮尊徳いろりクラブのメ
ンバーが生家の由来や周辺の史跡な
どについてもご説明します。

11月24日㈯、12月8日㈯
9：00～11：30

見学自由。
二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）

二宮尊徳生家のいろり二宮尊徳生家のいろり燻燻
くんくん

蒸蒸
じょうじょう

尊徳記念館　 36-2381

●朝市 （売り切れ次第終了）
毎週日曜日　10：00～15：00

生産農家による花木・野菜即売会
●みどりの相談所

毎月第3日曜日　10：00～11：30
植物専門家による園芸相談会

●トロピカルドームガイドツアー
毎月第2日曜日　13：30～

公園職員がトロピカルドーム内の
見頃の植物をご案内します。

小・中学生100円、高校生以上
200円

小田原フラワーガーデン小田原フラワーガーデン
フラワーガーデン  34-2814

12月21日㈮14：00～（開場13：40）
120人・当日先着順

「翼よ！あれが巴
ぱ

里
り

の灯だ」
（1957年･字幕･135分）
監督  ビリー・ワイルダー
出演  ジェームズ・スチュアート
　　  デビット・オリック
11月16日㈮は｢悪魔の美しさ｣上映。

かもめ名画座かもめ名画座
（協力：かもめ図書館フレンズ）（協力：かもめ図書館フレンズ）

かもめ図書館　 49-7800

その日の朝に水揚げされた新鮮な魚
や、干物、練り製品、新鮮農産物・季節
の花など地場産品をそろえています。

11月17日・24日、12月1日・8日・
15日・22日 毎週土曜日

漁獲が少ない時期のため、販売
中止の可能性あります。

[鮮　魚][鮮　魚] 9：00～売り切れまで
[その他] [その他] 7：00～10：00
小田原漁港（早川）

小田原・港の朝市小田原・港の朝市
事務局　　　 22-4475
水産海浜課　 22-9227

「晩秋にお送りする、優しくも情熱的「晩秋にお送りする、優しくも情熱的
なジャズの調べ」なジャズの調べ」

11月28日㈬12：20～12：40
市役所2階談話ロビー
水岡のぶゆき (ピアノ )

曲目 ｢A列車で行こう｣
(作曲B.S

ス ト レ イ ホ ー ン

trayhorn)
｢マイ・フェイバリット・シングス｣
(作曲R.R

ロ ジ ャ ー ス

odgers)他 

昼のミニコンサート昼のミニコンサート
文化政策課　 33-1703

人権メッセージパネル展
人権・男女共同参画課　 33-1755

人権週間に向けて、各界著名人からの
メッセージパネルを紹介します。

市役所2階市民ロビー
8：30～17：15（19日は、16：00まで）

開催中～11/19㈪

清清
せいせい

閑閑
かんかん

亭イベント亭イベント

❶現代美術展　
小田原◇プレ◇ビエンナーレ
関東地方を中心に活躍する7人の現
代アーティストの作品展です。

❷観
かん

楓
ぷう

会｢紅葉の美しい三邸園めぐり｣
隠れた紅葉スポットの三邸園などを
めぐり、小田原の特選菓子も味わう、
二度おいしい観楓会です。

10：00～12：30、13：30～16：00
集合　箱根板橋駅
各20人・申込先着順
2,000円（茶菓付き）

❸清
せい

閑
かん

亭　小田原近代三茶人展
清閑亭の蔵で小田原近代三茶人に関
する｢セピア色の写真｣、｢三茶人の履
歴｣、｢掃

そう

雲
うん

台全体図｣、｢茶会のレシピ｣
などをパネルで展示します。最終日
は、耳

じ

庵
あん

（松永安左ヱ門）の好物｢すっ
ぽん料理を味わう会」も開きます。
● すっぽん料理を味わう会すっぽん料理を味わう会

12月16日㈰12：30～14：30
20人・申込先着順
5,000円

料理 伊藤勇作さん（菜こんたん）

清閑亭　　　 22-2834
 文化政策課　 33-1709
清閑亭（南町1-5-73）
11：00～16：00開館  火曜休館。

❶開催中～11/25㈰
❷12/2㈰・9㈰
❸12/1㈯～16㈰

▲益田鈍
どん

翁
のう

▲松永耳庵 ▲野崎幻
げん

庵
あん
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こ
ど
も

イ
ベ
ン
トおだわら国際交流ラウンジおだわら国際交流ラウンジ

ティーサロンティーサロン

❶｢すてきな折り紙｣
クリスマスツリーやお正月飾りなど
を作ります。英語で折り方をお教え
します。

12月1日㈯10：00～12：00
20人・申込先着順
大人300円、小・中学生200円

（資料・飲み物代として）
ひこ星と折り姫たち

❷「ウインターパーティー」
どなたでも参加できる冬のパー
ティーです。

12月9日㈰13：00～15：00
700円（未就学児、または料理持
参のかたは無料）
小田原海外市民交流会

❸「国際交流DE小田原エスペラント会」
小説家でエスペランチストの間宮緑
さんを招き講演会を開きます。

12月15日㈯13：30～15：00
200円（資料・飲み物代として）
小田原エスペラント会

❶～❸共通
おだわら国際交流ラウンジ

文化政策課　 33-1703

第31回県西地区障害者文化事業
～つなごうみんなの心～

中井やまゆり園　 81-0288
障がい福祉課　　　 33-1467

9：30～15：00　
マロニエ3階ホール、301集会室
作品展・手作り製品販売
作品展や手作り製品販売、｢キラッとひ
かれ！わたしのアート～県西地区アー
ト作品コンクール～｣を開きます。
交流会：楽器演奏や踊りなど

12/8㈯

狩川市民探鳥会
環境保護課　 33-1481

渡ってきたばかりの冬鳥や狩川に生息す
る、野鳥を観察します。

9：00～11：30　 雨天中止。
　（集合：大雄山線飯田岡駅8：50）

30人・申込先着順
日本野鳥の会西湘ブロック
11月30日㈮までに。
歩きやすい服装、お持ちのかたは双眼鏡

12/8㈯

神奈川フィル｢第九｣特別演奏会
【第85回市民劇場】
文化政策課　 33-1709

金
きむ

聖
せい

響
きょう

のタクトで｢第九｣を公演。
指揮：金聖響、管弦楽：神奈川フィル、ソプ
ラノ：高橋薫子、メゾ・ソプラノ：鳥

とり

木
き

弥生、
テノール：中

ちゅう

鉢
ばち

聡、バリトン：堀内康雄、
合唱：神奈川フィル合唱団

15：00開演　 市民会館大ホール
入場料　S席5,000円、A席4,000円

B席3,000円、学生（B席）1,000円
チケット

ロ ー ソ ン チ ケ ッ ト（ 0570-000-
407）、市民会館、有隣堂小田原ラスカ
店、井上楽器、大村楽器
神奈川フィル、共催：小田原市

12/15㈯

▲高橋薫子さん

▲中鉢聡さん

▲鳥木弥生さん

▲堀内康雄さん

12/23㈷

藤原真理クリスマス・チェロ・
コンサート【第83回市民劇場】
文化政策課　 33-1709

世界的チェリストから届く
名曲の花束。

15：00～（開場14：00）
市民会館大ホール　
藤原真理（チェロ）
倉戸テル（ピアノ）

入場料　一般2,500円、
高校生以下1,000円

チケット　市民会館、有隣堂小田原ラス
カ店、井上楽器、大村楽器

音楽の種を蒔
ま

く会、小田原市

▲藤原真理さん

お正月のお飾りづくり教室お正月のお飾りづくり教室

正月飾りを自分で作ってみませんか。
親子や大人だけでも参加できます。

12月23日㈷13：00～16：00
尊徳記念館3階講堂
小学校4年生以上40人・申込先着順
1,000円（材料費）
12月7日㈮までに、直接または電話で。

尊徳記念館　 36-2381

小田原サイクルフェスティバル
事業課　 23-1101

最新自転車による試走や地元選手の模
擬レース、フリーマーケットなどを行い
ます。なお、天候によりイベント内容を
変更することがあります。

10：00～15：00　 雨天決行。
小田原競輪場　 飲食ブース有。

フリーマーケット出店者募集フリーマーケット出店者募集
50組程度・多数抽選　 出店無料。
11月30日㈮までに、往復はがきに
代表者の住所・氏名・電話番号・出店品
目・参加人数を書いて郵送で。
〒250-0045　城山4-10-1 
小田原競輪場｢フリーマーケット申込｣係

12/16㈰

板橋周辺 歴史的建造物リレー第5走
｢掃

そう

雲
うん

台ー失われた壮大な邸園｣
郷土文化館　 23-1377

益田鈍
どん

翁
のう

が営んだ掃雲台の壮大な建築を
偲
しの

びます。掃雲台の再現模型も特別公開。
10：30～14：30
❶史跡などを散策

集合：郷土文化館、鈍翁in西
さい

海
か

子
ち

（南
町）、掃雲台跡、内野邸、松永記念館など

❷鈍翁の好物レシピによるランチ
❸講話｢益田鈍翁と掃雲台の建築｣

常
とこ

葉
は

学園大学准教授　土屋和男さん
❷❸松永記念館（老

ろう

欅
きょ

荘）
30人・申込先着順
3,000円（昼食代他）

特別展示｢益田鈍翁と掃雲台｣特別展示｢益田鈍翁と掃雲台｣
12月1日㈯～16日㈰
9：00～17：00
松永記念館別館

板橋秋の交流会実行委員会

12/2㈰

▲益田鈍翁（掃雲台広間にて）
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健
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ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

イベント

小田原フラワーガーデンのイベント小田原フラワーガーデンのイベント

❶第3回花展
開催中～11月25日㈰
9：00～17：00（25日15：00まで）

出展　フェンネルの会
❷秋の味覚イベント

11月23日㈷～25日㈰
「バンプーパンをつくろう」、「フラ
ワーガーデンの栗でモンブラン作り」

「グリーンスムージーに挑戦！」「お米
のお菓子・ポン菓子実演」など、食に関
するイベントを開きます。

❸クリスマスフェスタ
12月8日㈯～24日（休）

リース、キャンドル、スノードーム作り
などの工作、ゴスペル・バイオリン演奏
などのミニコンサートもあります。

● みんなでつくるクリスマスツリー
近隣の幼稚園・保育園の園児たちが作っ
たクリスマスツリーがエントランスに
並びます。ご来園の皆さんにも、オーナ
メントを作って飾っていただきます。

9：00～17：00

● フラワーアレンジメント展示会
クリスマスをテーマにしたアレンジメ
ント、リース、ブーケなどの展示会です。

12月1日㈯～24日（休）
9：00～17：00（24日15：00まで）

出展　フラワーサークル・リリーベル
【12月9日㈰体験会】【12月9日㈰体験会】
コニファーのクリスマスツリー作り

フラワーサークル・リリーベル講師
木村美穂さん

詳しくは、ホームページをご覧ください。
http：//www.seibu- la .co . jp/
odawarafg/

フラワーガーデン　 34-2814

第31回小学生の税の書道展
青色申告会　 24-2612
市税総務課　 33-1348

県西地域2市8町の小学生の書道展です。
9：00～18：00

（25日は17：00まで）
市民会館1階ロビー、3階小ホール

【表彰式】【表彰式】
11月25日㈰10：00～

（市内小学生分は12：30～）
市民会館大ホール

11/23㈷～25㈰

地区公民館いきいきフェスタ
けやき　 33-1881

地区公民館で活動している団体の舞台発
表や作品展示を行います。綿菓子や焼
きそばなどの模擬店、子どもが楽しめる
ゲームや抽選会など盛りだくさんの内容
です。

10：00～16：00
けやき
舞台：合唱、民謡、カラオケなど
展示：書道、絵画、写真、工芸など

11/24㈯・25㈰

箱根ジオパーク認定記念
シンポジウム
企画政策課　 33-1379

箱根地域（小田原・箱根・真鶴・湯河原）が
日本ジオパーク認定を受けたことを記念
して、今後の活動をテーマにしたシンポ
ジウムを開きます。終了後には、ガイド
付きのジオツアーも行います。

9：30～11：30
県立生命の星・地球博物館
http://www.hakone-geopark.jp/

11/23㈷

青少年と育成者のつどい
～中学生の主張発表～
青少年課　 33-1736

日常生活から社会問題まで、中学生が自
分の視点でさまざまな問題を考え、感じ
たことを発表します。

9：30～12：00　 けやき
第1部：中学生の主張発表
第2部：善行青少年等表彰式
青少年健全育成に関心のあるかた
300人　 事前申し込み不要。

12/1㈯

竹の子祭
竹の子祭実行委員会　 32-7740
障がい福祉課　　　　 33-1467

10：00～14：00　 雨天決行。
竹の子学園敷地内（府川752-5）

大雄山線相模沼田駅より無料送迎
があります。

バザー、手芸品販売、陶芸販売、陶芸体
験、農作物販売、パン工房出店、各種模
擬店、ゲーム、スタンプラリー、アトラ
クションなど

11/23㈷

瓜
うり

生
う

繁子生誕150年特別講演会
「瓜生繁子とその時代」

郷土文化館　 23-1377

日本初の女子留学生の一人で、帰国後音楽
教育家として活躍し、小田原で没した瓜生
繁子の生涯についてお話を伺います。

13：30～15：00
報徳博物館企画展示室
80人・申込先着順
元津田塾大学教授　亀田帛

きぬ

子
こ

さん

12/1㈯

生（いき）ごみサロン11月
～野菜の苗コンテスト～　
環境政策課　 33-1471

８月のサロンで野菜の苗を配布しました。
今回は、生ごみ堆肥で育てた配布した苗
の生育状況などをコンテストします。
情報交換もできますので、皆さんの取り
組みに役立ててください。

14：00～
フラワーガーデン
生ごみ堆肥化に興味のあるかた

11/24㈯

農業まつり
農政課　 33-1494

9：30～16：00
城址公園二の丸広場
即売・展示コーナー
農林畜産物の即売、農家女性団体模擬
店、もちつき体験、ポン菓子実演無料
配布、乳牛の展示と牛乳無料配布など

各種イベント
十郎梅干しの種飛ばし大会、丸太切り
コンテスト、みかんの数当てクイズ、農
産物セリ市（18日㈰15：00～）など

11/17㈯・18㈰

◀
丸
太
切
り
コ
ン
テ
ス
ト

◀
子
牛
と
の
ふ
れ
あ
い

体
験
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● かもめ図書館 こどもクラブ室
12月1日㈯

幼児向け（３歳位～）14：00～14：30幼児向け（３歳位～）14：00～14：30
○ パネルシアター「ポンポンポケット」
○ 大型絵本「ぐりとぐら」
○ 小さな人形劇「だいこんさん、に

んじんさん、ごぼうさん」
○ 大型紙芝居「おおきくおおきくお

おきくなあれ」
小学生向け15：00～15：40小学生向け15：00～15：40

○ パネルシアター「『五』といったら
さつまいも」

○ おはなし「さんまいのおふだ」
○ 大型絵本「もちづきくん」
○ 絵ばなし「番ねずみのヤカちゃん」
ピーターパン、すずの会

● 市立図書館 こどもクラブ室
12月15日㈯15：00～16：00
○ パネルシアター「ポンポンポケット」
○ 大型絵本「おおきなかぶ」
○ 小さな人形劇「だいこんさん　

にんじんさん　ごぼうさん」
○ 大型紙芝居「こわいおおかみの

こわいもの」
すずの会

よみきかせ　冬のおたのしみ会
かもめ図書館　 49-7800
市立図書館　　 24-1055

● かもめ図書館
❶ 11月24日㈯14：00～（開場13：40）

アンデルセン物語「マッチ売りの
少女」、「鉛の兵隊」（45分）

❷ 12月8日㈯14：00～（開場13：40）
「アリババと40人の盗賊」（50分）

●市立図書館
12月1日㈯13：30～（開場13：10）

「すてきなコンサート　くまのおい
しゃさん」（23分）

図書館こども映画会
かもめ図書館　 49-7800
市立図書館　　 24-1055

● 市立図書館　 24-1055
毎週土曜日15：00～15：30

● かもめ図書館　 49-7800
毎週土・日曜日15：00～15：30
毎月第2・第4火曜日10：30～11：00

● けやき図書室　 33-1871
12月8日㈯14：00～15：00

絵本のよみきかせ

マロニエ子育て支援センター 48-8698
おだぴよ子育て支援センター 34-6181
いずみ子育て支援センター　 37-9077
こゆるぎ子育て支援センター 43-0251

●妊婦さんの集いの場
妊娠中のかたが集まって、出産や子
育てについて気軽にお話をします。

❶11月16日㈮14：30～16：00
❷11月30日㈮10：00～11：00
❸12月  5日㈬10：00～12：00
❶いずみ、❷おだぴよ、❸マロニエ
❸のみ200円
❷、❸は各センターに電話で。
❶、❸は助産師が参加する時間があ
り、相談や乳児と交流もできます。

●赤ちゃんデー
6か月までの乳児限定ひろばです。

❶11月16日㈮13：00～15：00
❷12月  5日㈬10：00～12：00
❸12月13日㈭10：00～11：45
❶いずみ、❷マロニエ、❸おだぴよ

●ヨチヨチデー
7～11か月までの乳児限定のひろ
ばです。

11月20日㈫10：00～12：00
マロニエ

●ママヨガ
ヨガで心と身体をリフレッシュ。

12月5日㈬10：00～11：00
おだぴよ
11月28日㈬からおだぴよに電話で。

●パンダくらぶ
「えいごであそぼう」

12月7日㈮10：00～11：00
いずみ
2歳児以上の親子･申込先着順
11月22日㈭からいずみに電話で。

●ふぁみぃりー DAY
クリスマスコンサートクリスマスコンサート

12月15日㈯10:30～11:10
いずみ
ルミナス・クワイヤー

申し込みが必要なもの以外は、当日
直接会場にお越しください。

子育て支援センター
関連イベント

● ポリオの接種方法が変わりました
9月から不活化ポリオワクチンは取扱
医療機関での個別接種となりした。
保健センター、小田原アリーナでの秋
の集団接種は中止となります。

● 不活化ポリオワクチンの追加接種
（4回目）が定期接種になりました
不活化ポリオワクチンの有効性と安全
性が確認されたため、4回目の追加接
種が無料で接種できます。

●四種混合ワクチンの接種が始まりました
11月から四種混合ワクチン（三種混合
ワクチンに不活化ポリオワクチンを混
合したもの）の接種が始まりました。

生後３か月～７歳６か月未満、原則
として三種混合ワクチン、ポリオワ
クチンがいずれも未接種のかた。
取扱医療機関（詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください）。
初回接種（３回）
生後３か月～12か月の間に３回

（初回接種は12か月を過ぎても接
種できます）。
追加接種（1回）
初回接種の３回目終了後、12か月
～18か月後に１回。
合計４回の接種をしましょう。
母子健康手帳

予防接種を受けましょう
健康づくり課　 47-0820

12月15日㈯
けやき3階視聴覚室
1回目　10：30～12：00

「3丁目物語冬『クリスマス ･イブ』の
なぞ」

「夢の星座」
「クマのミナクロと公平じいさん」
2回目　13：30～15：00

「子狐のおくりもの」
「3丁目物語冬『クリスマス ･イブ』の

なぞ」
各70人・当日先着順

よいこ名作劇場
けやき　 33-1871

楽しい映画のあとに、金次
郎についてのやさしいお
話があります。

11月24日㈯
10：00～11:00

（開場9：50）
尊徳記念館

「さんびきのこうし」
「ゴンザとソウザ」
「金次郎のおはなし」
60人・当日先着順

子ども映画会と
金次郎のおはなし
尊徳記念館　 36-2381

▲県立小田原城北工業
高校デザイン科

   下
しも

平
たい

 達朗さん

親子で楽しむ体操や手遊び、季節の工作
などを行います。事前申し込みは不要で
す。直接会場にお越しください。

12月13日㈭10：00～11：30
（受付9：45～）
マロニエ
サンタさんとアンパンマンとクリスマ
スコンサート
入園前のお子さんとそのご家族
1家族100円（材料費）
ぴよぴよくらぶ ･椎野

（ 090-6108-8783）

ぴよぴよくらぶ
子育て政策課　 33-1874
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スポーツ

現在、12種目のニュースポーツ用具を
無料で貸し出しています。ぜひ、お気軽
にご利用ください。
● ゲートボール　 ● スポーツ吹き矢
● ターゲットバードゴルフ  ● ピロポロ
● グラウンドゴルフ  ● ディスクゴルフ
● ファミリーバドミントン
● ペタンク（屋外用･屋内用）
● パラシュット　 ● ティーボール
● キンボール　 ● ディスゲッター9

ニュースポーツ用具無料貸出
小田原市体育協会　 33-3310

スポーツ課　　　　 　 38-1149

めだかやみかん、お猿のかごやなど、小田
原をイメージできる動きと、“なんば”の
動きを取り入れた市民体操「おだわら百
彩」の講習会を開きます。
❶いそしぎ

11月20日㈫14：00～15：30
❷小田原アリーナ

12月6日㈭10：00～11：30
❶❷共通

各20人・申込先着順
体育館用の靴、飲み物、タオル、運動
のできる服装

健康づくり課　 47-0820

市民体操「おだわら百彩」講習会

❶ちびっ子体操教室
平成25年1月9日～2月27日の毎
週水曜日15：30～16：30（全8回）
平成18年4月2日～平成20年4月
1日生まれの幼児35人･多数抽選

❷とび箱鉄棒教室
平成25年1月11日～3月1日の毎
週金曜日16：00～17：00（全8回）
平成15年4月2日～平成18年4月
1日生まれの児童35人･多数抽選

❶❷共通
5,300円（傷害保険料含む）
11月30日㈮までに、ご希望の教室
名･住所･氏名（保護者、本人）を、往復
はがきに書いて小田原スポーツ会館
へ郵送、または小田原スポーツ会館
ホームページの申込フォームで。
〒250-0013　南町1-1-40　
小田原スポーツ会館

http://odawara-jigyo-kyokai.jp/
sports/b/2012/03/post-2

スポーツ会館　 23-2465

こども体操教室

代謝アップ！やせるからだをつくる秘
ひ

訣
けつ

とは ?!
12月12日㈬9：30～12：00

（受付9：00～）
いそしぎ2階体育室
市内在住の65歳未満のかた　
30人･申込先着順
タオル、飲み物、室内用の運動靴、運動
のできる服装、筆記用具
健康運動指導士　岡田直美さん
前日までに電話で。

健康づくり課　 47-0820

健康増進教室〜運動教室〜

トレーニングルーム利用者講習会
＜12月分＞

❶小田原アリーナ　 38-1144
❷スポーツ会館　　 23-2465

高校生以上・予約制
❶小田原アリーナ

毎週月曜日19：00～20：00
毎週木・日曜日14：00～15：00
毎週金曜日9：30～10：30
各日30人･申込先着順
11月15日㈭9：00から。

❷スポーツ会館
12月1日㈯・12日㈬18：30～19：30
12月19日㈬14：00～15：00

12月15日㈯ 9：00～
上府中公園小田原球場
小学6年生（チーム単位）250人･申込
先着順
詳しくは、お問い合わせいただくか、
上府中公園ホームページをご覧くだ
さい。
http://odawara-jigyo-kyokai.jp/
kouen/

NPO 法人ベイスターズ・
ベースボールアカデミー
少年野球教室

上府中公園　 42-5511

12月5日～12月26日の毎週水曜日
9：30～10：30（全4回）
小田原アリーナ
市内在住の2歳以上の未就学児童とそ
の母親20組･申込先着順
1組2,000円（傷害保険料含む）
11月15日㈭～30日㈮までに電話で。

ママのための体操教室
〜ストレッチ体操で
　親子一緒にリフレッシュ〜

小田原市体育協会　 33-3310
スポーツ課　　　　　  38-1149小田原アリーナの主な行事予定

＜11月15日〜12月14日＞
小田原アリーナ　 38-1144

11月17日㈯ 県高体連剣道新人戦

11月18日㈰ 県高等学校バドミント
ン新人大会

11月23日㈷ 少年ドリーム
フットサル大会

11月24日㈯
小田原会長杯
オープンダブルス
卓球選手権大会

11月25日㈰ 県中体連剣道強化練習会

12月  2日㈰ 県9人制
バレーボール大会

12月  8日㈯ 県ハンドボール協会
交流大会

12月  9日㈰ 小田原オープンバドミ
ントン選手権大会

※イベント開催時は、一般利用ができな
いこともあります。

いよいよ開催！
城下町おだわらツーデーマーチ

城下町おだわらツーデーマーチ
実行委員会事務局　 38-1198
スポーツ課　　　　 38-1149

11月17日 ㈯ 、18日
㈰の2日間開かれる
ウ ォ ー キ ン グ 大 会
で、両日30㎞、20㎞、
10㎞、6㎞のコース
があります。
1日のみの参加も歓迎します。

11月17日㈯･18日㈰共通
一般2,000円、小･中学生100円

未就学児無料。
各コースのスタート会場で直接。

17日㈯のみ未就学児を含むご家
族を対象とした歩育コースと、街
コンとコラボしたコースを設定
しました。

【コース】【コース】
● 1日目　11月17日㈯

｢小田原コース｣30･20･10･6㎞
｢箱根コース｣20㎞

● 2日目　11月18日㈰
｢小田原コース｣30･20･10･6㎞
｢湯河原･真鶴コース｣20㎞

【スタート】【スタート】
● ｢小田原コース｣城址公園 銅

あかがね

門広場
● ｢箱根コース｣箱根苑

え ん

地
● ｢湯河原･真鶴コース｣湯河原町教育

センター駐車場
【ゴール】【ゴール】全コース城址公園銅門広場
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10月1日現在 小田原市の人口 196,880人  78,981世帯
広報小田原は、資源保護のため再生紙を使用しています。 

広報小田原くらしのガイド

おだわらいふ
twitterやFacebookでも情報発信中！

twitter（@Odawara_City）
ホームページのトピックスや重要情報などをツイート。

twitter（@odawara_promo）
Facebook（小田原シティプロモーション）
小田原の旬で魅力的な話題を発信中。

● Froｍ Odawara-City　 ● 防災一口メモON AIR 情報 毎週月～金曜日 1日2回好評放送中

健康
健康カレンダーと併せてご覧ください。
保健センター（健康づくり課）

47-0820

● 休日診療
受付　8：30～11：30（歯科9：00～） 

13：00～15：30

内科 小児科 耳鼻咽喉科 眼科 歯科

11月18日㈰ ○ ○ ○ ○ ○

23日㈷ ○ ○ ○ ○ ○

25日㈰ ○ ○ ○ — ○

12月  2日㈰ ○ ○ ○ ○ ○

9日㈰ ○ ○ ○ — ○

● 準夜間診療<内科・小児科>
受付　平日 19：00～22：00

　土・日曜日、祝日 18：00～22：00
休日・夜間急患診療所　  47-0823
休日急患歯科診療所 　  47-0825
休日・夜間急患調剤薬局  47-0826

● 重症の場合は24時間いつでも
消防署　　　　　　　　 49-0119

● 毎日、夜間の急患診療
毎夜間・当直医の診療科と小児科の診療
市立病院　   　　　　　 34-3175

休日・夜間急患診療
カレンダー

保健センター　 保険証

事業名 対象・実施日など

4か月児健診 平成24年8月生
12・18・20日

8～9か月児健診 取扱医療機関にて

1歳6か月児健診 平成23年5月生
4・7・13日

2歳児歯科健診 平成22年11月生
10・19日

3歳児健診 平成21年5月生
6・11・14日

いきいき親子
育児相談 保健センター 6日

親子心理相談 就学前の親子
（電話申込制）

12月の健康診査などの予定
詳しくは、健康カレンダーをご覧ください。
● 赤ちゃんのための健診・相談など

● 大人のための相談
すこやか健康相談（電話申込制）

12月20日㈭午前

● 禁煙チャレンジ
たばこは必ずやめられます。保健師が
面接や電話などであなたの禁煙チャレ
ンジを応援します。まずは、電話でお
問い合わせください。

❶産後・育児クラス
11月26日㈪13：20～15：30
11月22日㈭までに電話で。

❷妊娠・出産クラス
12月5日㈬13：20～15：30
前日までに電話で。

❶❷共通
保健センター2階集団検診室
妊娠6か月（20週）以降の妊婦さん
とパートナー
母子健康手帳、筆記用具
❶のみエプロン、手拭き用タオル

ママパパ学級

● ダイナシティイースト
11月17日㈯・23日㈷・25日㈰
12月1日㈯・8日㈯
10：00～12：00、13：00～16：00

献血

食育コラム 一人一人ができること
〜地産地消でもっと健康増進を！〜〜地産地消でもっと健康増進を！〜

秋から冬へと向かうこの季節、小田原で
取れる旬の食材はたくさんあります。
旬のマイワシやマサバは脳の活性化を
助ける DHA（ドコサヘキサエン酸）や
EPA（エイコサペンタエン酸）を最も多
く含みます。また、この時期に収穫され
る温州みかんやキウイフルーツは、生産
者から消費者に届く流通時間が短いの
で新鮮です。そのため風邪予防に効果
のあるビタミンCもたっぷり。地元で
取れる旬の味を楽しみましょう。

詳しくは、健康カレンダーをご覧ください。
● 胃がん集団検診

11月17日㈯保健センター
11月22日㈭尊徳記念館駐車場
11月29日㈭市役所車庫棟前
12月  3日㈪スポーツ会館

● 乳がん（マンモグラフィ併用検診）
子宮頸

けい

がん集団検診
11月18日㈰市役所7階大会議室

がん集団検診（電話申込制）

各医療機関の診療時間･休診日や実施し
ている健診･検査などを電話でご案内し
ます。ホームページからも一覧を閲覧で
きますので、ご利用ください。
インフルエンザの予防接種を行う医療機
関についてもお問い合わせください。

毎週月～土曜日
（祝日、年末年始は休み）
 9：00～12：00、13：00～17：00
http://www.odawara.kanagawa.
med.or.jp/

健康診断、認知症、禁煙、予防接種、
在宅医療の実施医療機関一覧を掲
載しています。

小田原医師会地域医療連携室
（ 47-0833、 49-3766）

医師による電話医療相談の受付
13：30～14：30
都合により時間が前後することが
あります。

病院 ･ 診療所の相談は
小田原医師会地域医療連携室へ

1か月体重1kg・1日塩分1g減量大作戦！
男性の受講も歓迎します。

11月27日㈫10：00～15：00
保健センター2階調理実習室
メタボ予防の食事について（講話・調
理実習）
市内在住の40～70歳代のかた30
人・申込先着順
500円
エプロン、三角巾、食器拭き用布巾、
手拭き用タオル、筆記用具
11月22日㈭までに電話で。

メタボ予防教室

はつらつ健康相談（予約不要）

血管年齢測定、体脂肪測定、血圧測定、
健康･栄養相談などを行います。

11月28日㈬けやき
12月12日㈬いずみ

9：30～11：30


