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広がる　つながる　ともに感じる

6月1日現在　小田原市の人口192,908人　80,579世帯

情熱の赤を身にまとった、小田原城を支えるスタッフが集結。
小田原城址公園や石垣山一夜城などの史跡を一体的に管理する小田原
市小田原城総合管理事務所と、天守閣、常

と き わ

盤木
ぎ

門
も ん

ＳＡＭＵＲＡＩ館、歴史見
聞館を管理する（一社）小田原市観光協会（指定管理者）の職員です。
今後も市が史跡公園整備を行い、小田原城の観光価値を高めながら、憩
いの場づくりを進めます。
併せて、指定管理者は、独自の発想とノウハウを生かし、小田原を観光す
る多くの皆さんが驚くような仕掛けや展示を用意していきます。

天守閣入場者数

いよいよ
100万人!!

新・小田原城
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小田原城  武者揃
ぞ ろ

え
〜戦の時代の装い〜 リニューアル後の天守閣入場者数は、今月中に

100万人を突破する見込みです。これを記念し
て、特別展を開催します。小田原城総合管理事務所 ☎2３-1373 WEBID P22926

大きな変化はありません！
　これまでの検討・協議の結果、小田原市でのサービス水準は「現状維
持」となる事業が約８３％で、大きな変化はありません。また、サービス水
準が「向上する」事業は約１０％、「低下する」事業は約５％となっています。

小田原市と南足柄市は、安心して暮らせるまちであり続けるため、「小
田原市・南足柄市『中心市のあり方』に関する任意協議会」を設置し、
「合併」「中核市移行」「広域連携」について協議しています。これまで
の協議により、「合併」による財政効果などが明らかになってきました。

そこで、行政サービスを安定的に提供し続けられるよう、
行財政基盤の強化策として「合併」について協議しています。

協議が進んでいます小田原市 南足柄市と
サービス水準

　全国的に人口減少・少子高齢化が進み、市民生活に影響を与えています。
県西地域の中心市として発展してきた両市も例外ではありません。このまま
では両市ともに、これまで同様の行政サービスを提供することが難しくなり、
皆さんの生活が不便になってしまうことも考えられます。

減った税収
（個人市民税）

平
成
27
年

小田原市  約１22億円
南足柄市　約27億円

小田原市  約１17億円
南足柄市　約24億円

平
成
21
年

小田原市  約１14億円
南足柄市　約21億円

小田原市  約１74億円
南足柄市　約31億円

増えた扶助費 6年後

6年後

平
成
27
年

平
成
21
年

※H27.7～H28.4は耐震改修工事のため休館

リニューアル前後の入場者数の変化
H25.5～H26.4 438,142人

月平均 約36,511人

月平均 約42,209人
506,516人H26.5～H27.4

月平均 約71,507人
858,089人H28.5～H29.4

（リニューアル後）

約1.8倍！

日時　7月8日（土）～9月24日（日） 9:00～17:00（最終入館16:30）
場所　天守閣4階・常

と き わ

盤木
ぎ

門
も ん

SAMURAI館
入場料　天守閣　大人500円、小・中学生200円
　　　　SAMURAI館　大人200円、小・中学生60円
　　　　共通券　大人600円、小・中学生220円
　　　　※夏休み中、小・中学生はP11のチケット使用で入場無料

100万人
突破記念

　戦国時代から江戸時代初めの武具と甲
かっちゅう

冑を公開
します。繊細かつ大胆な装飾品にちりばめられた武
士たちの「こだわり」は圧巻。日本の伝統技術の粋が
詰まっています。
　また、秋からは北条氏の絆

きずな

をテーマに、特別展や
シンポジウムを開催予定。
　今年も、小田原城を熱く盛り上げます！

小田原城総合管理事務所天守閣学芸員  佐々木健策

企画政策課 ☎33-１239 http://www.odawara-minamiashigara.jpWEB

主な事業例

・女性弁護士による無料法律相談
・重度障害者等福祉年金補助金　など

サービスが低下するものサービスが向上するもの
・害虫駆除に関する事業
・高齢者鍼

はり

・灸
きゅう

・マッサージ等施術助成
事業　など

現状維持
約83%

向上も低下も
どちらも
ありえる

約2%

低下する
約5%

向上する
約10%
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期間　８月３１日（木）まで
対象　市内在住・在勤・在学の人
方法　次の①～③を応募用紙に書き、④を添えて郵送、または応募用紙に書い

てある場所の応募箱に投函。電子申請も可能です。
URL:http://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/kanko-spot.html

　　　①市内のオススメの観光スポットの名前　
　　　②オススメの理由（エピソードなどを200字以内で）
　　　③応募者情報（住所、氏名、年齢、電話番号、勤務先または学校名）
　　　④オススメの観光スポットの写真（提供可能であれば写真を添付）
応募先　〒250-8555 小田原市観光課
　　　　「小田原市民のオススメ観光スポット総選挙」係
その他　・応募用紙は市役所、タウンセンター、支所・連絡所などに配架
　　　　・応募は１人１スポットまで
　　　　・写真や画像データは、応募者本人が撮影したもの
　　　　・応募用紙、写真、画像データは返却しません

もっと多くの観光客に、小田原の名所を
訪れてもらい、「小田原ファン」になってほ
しい。
皆さんが観光客にオススメしたいイチ推
しの観光スポット「推しスポ」を、理由やエ
ピソードとともに募集。公開投票を実施
し、ランキング形式で発表します。

「小田原自慢」が聞けるまちへ、
今が好機！！

小田原市民の
オススメ観光スポット総選挙
小田原城だけじゃない！

観光課 ☎３３-1521 WEBID P22903

　歴史体験やレジャー情報、観光コースなど、小田原を丸ご
と楽しむことができます。詳しくは、市ホームページをご覧
ください。

右 の Q Rコードか
らダウンロード（無
料）できます。

WEBID P22249市公式観光アプリケーション「小田原さんぽ」

　平成28年3月に策定した「小田原市観光戦
略ビジョン」では、市民と一緒に観光まちづくり
を進め、小田原の魅力を高めていくことを、施
策の大きな柱の一つとしています。このまちに
住む皆さん自身が、「小田原自慢」を発信するこ
とで、「小田原ファン倍増」を目指しています。
　小田原を訪れる観光客は、小田原城天守閣
のリニューアル後、外国人も含め、着実に増え
ています。
　関心が集まる今だからこそ、私たちの故郷

「小田原」を、より広く知ってもらう絶好の機
会。市民ならではの情報を発信するため、市民
参加型の観光スポット総選挙を行います。
　ぜひ、あなたの「推
しスポ」、教えてくだ
さい！　

約19億円削減の見込み！
　合併に際し、両市の事務事業の実施方法などの見直しや、事務の効率化に取り組んでい
くことになります。
　これまでに３，２６7件の事務事業の調整を終え、合併を機に約１9億円の財政効果額が
見込まれることが分かりました。その多くが、職員数の削減（１２０人）による人件費の削減
効果や、電算システムなど事務の統廃合による効果で、皆さんへのサービス水準を見直す
ことによる財政効果額は、全体の２％となっています。

協議が進んでいます 財政効果額 ※協議会第7回会議終了時点 今後のスケジュール

特別職および
一般職職員などの
削減による効果

46%
約8億8千万円

電算システムの
統廃合による

効果

23%
約4億3千万円

その他事務の
統廃合による

効果

29%
約5億6千万円

応 募

平成３０年２月頃にランキングを発表。優れたオススメ理由の応募者に、優秀
推薦賞として、賞品をプレゼントします。選定された観光スポットは、市や観
光協会のホームページの他、広く小田原の観光PRに活用します！

結果発表

公開投票を実施するため、約30スポットに絞ります。書類審査

公共施設などで、候補スポットの公開投票を実施します。公開投票

サービス水準の
見直しによる

効果

2%
約3千万円

第8回会議（小田原市役所７階大会議室）

７月１１日（火）	午後２時から

第９回会議

8月

協議結果の周知用冊子の発行
市民説明会

9月

市民意向の把握

平成３０年３月末までに

協議は8月中に終了し、皆さんに協議結果をお知らせし
た後、合併についての考えを伺っていく予定です。

あなたの
オススメを
広めよう
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未来の消防力につながる外国語
第40回全国消防長会 関東支部消防職員意見発表会　最優秀賞
 全国消防職員意見発表会　入賞

　「『こんにちは』は英語で『ハロー』、中国語で『ニーハ
オ』。では、ロシア語では何と言うか分かりますか」
　鈴木啓太さんのスピーチは、この問いかけから始まりま
した。
　消防職員意見発表会では、職務を通じて体験し、感じたこ
とをもとに、消防職員としての思いや抱負を発表。先見性や
発展性、表現力などが審査されます。
　2年前、鈴木さんは、山北町の渓流の滝つぼ近くで、身動
きが取れなくなった外国人を救助しました。初めは英語で
声をかけましたが、相手はロシア人で言葉が通じず、意思疎
通ができない救助の難しさを痛感。要救助者にとっても、言
葉が通じる安心感が必要と考え、スピーチでは消防学校で
の外国語教育の必要性を訴えました。

　「上司の『やって
みたらどうだ 』の
一言で、市の消防
内で行われた代表
選考会に参加しま
したが、まさか全国発表会に出るとは思いませんでした」と
笑顔で語る鈴木さん。「上司や先輩から助言を受け、元気が
モットーの自分が生きるように練習しました。全国発表会で
最優秀賞を取れなかったことは悔しいですが、協力してくれ
た皆さんに恩返しができたこと、発表会で他の自治体の消
防職員とのつながりを持てたことが大きな成果です」と話す
目は、消防職員としての未来を見据えています。

足柄消防署　警防第２課
鈴木啓太

核家族が増えるなど、家族形態の変化
により空き家が増えています。
管理されていない空き家は、倒壊や火
災などの危険性が高まり、近くに住む
人の生活に不安を与えます。

空き家の適切な管理、
できていますか？
管理されていない空き家はどうなる？

責任は空き家の所有者に！

建物や塀が倒壊し、近くに住む人や通行人に被害を与えることがあります。

草木が茂り、シロアリやハクビシンの
巣になることがあります。

定期的な換気が行われないことで、
建物の劣化が進みます。

WEBID P22718地域安全課 ☎33-1396

　市では、空き家の所有者と、空き家を必要とする
人を結びつける「空き家バンク」を実施しています。
　市内に所有する空き家を「貸したい・売りたい」
と考えている人は、空き家バンクへの登録をご検
討ください。
申込　都市政策課や市ホームページにある申込書

を直接、または郵送

空き家バンク
都市政策課 ☎33-1307 WEBID P17305

空家等対策計画を策定

3つの基本方針 ー市の取り組みー

空き家化の予防

建物が空き家にならな
いように、講演の開催や
チラシの配布などで、
啓発します。

空き家の売買や管理を
支援するための仕組み
づくりを検討します。

管理されていない空き
家の所有者に、適正な
管理を促します。

空き家の
流通・利活用の促進

空き家の
適正管理の促進

　空き家の抱える問題について、専門家による講
演会を行います。
　さらに、相談会では専門スタッフが｢空き家を放
置するとどうなるの｣｢空き家を処分したいけど方
法が分からない｣などといった相談に応じます。
日時　8月3日（木）

講演会 14：00～15：00
　講師：神奈川県司法書士会空家問題対策
　　　 委員長 今

いま

戸
ど

晴
はるよし

美さん
相談会 15：15～16：15
　相談員：司法書士、宅地建物取引士

場所　U
う め こ

MECO　第1～3会議室
対象　市内に空き家を持っている人、今後空き家

になる可能性のある建物を持っている人
申込　地域安全課に直接、または電話で

空き家予防セミナー&
無料相談会

　市では市内の空き家の実態を調査し、
今年３月に｢小田原市空家等対策計画｣を
策定。３つの基本方針を定めました。
　空き家になる前に、将来的な家屋の管

理者を家族や親戚と決めるなど、空き家
にならないようにしましょう。
　また、空き家になった場合、建物の修繕や
敷地の草刈りなど、定期的に管理しましょう。



親子で作ろう！
小田原ちょうちん作り体験

 のハルネ情報7月

情報情報

小田原ちょうちん
製作ボランティアの会
会長　井上敦

よしひさ

久さん
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●小田原セレクション選考会
主催・問　
　産業政策課　☎ 33-1515　
日時 7月15日（土）10:00～18:00

●伊豆クレイル1周年記念
　ミニ電車乗車イベント
主催・問　
　東日本旅客鉄道㈱　☎ 24-3946　
日時 ７月１６日（日）10：00～15：00

●小田原イズムアコースティックオーディション
主催・問　
　文化政策課　☎ 33-1709　
日時 ７月１７日（祝）11：40～19：00

●小田原箱根大博覧会オープニングイベント
主催・問　
　小田原箱根商工会議所　☎ 23-1811　
日時 ７月２２日（土）11:00～17:00

イベント情報

　小田原ちょうちんを伝承すること
で子どもが郷土愛を育み、小田原の
自慢話として、小田原ちょうちんを多
くの人に伝えてほしいと願い、活動
しています。
※子どもの作品展示情報は、P7｢小

田原のまつり情報｣に掲載

<ハルネギャラリー情報>
「大正おだわら散歩」
～小暮次郎作品でたどる100年前の小田原市街～
   　　　　前編　７月１日（土）～３１日（月）
   　　　　後編　８月１日（火）～３１日（木）
※前後編で展示作品を入れ替えます。

展示期間

　小田原の夏の風物詩「ちょう
ちん夏まつり」を目前に控え、ハ
ルネ小田原でも、ちょうちん作
り体験イベントを開催。昨年も
多くの人が参加したイベントに、
ぜひご参加ください。
　でき上がったちょうちんは一
定期間展示し、来館者の皆さん
に夏の彩りをお楽しみいただき
ます。
主催・問　街かど案内所
　　　　 ☎ 23-1150
日時　７月２３日（日） 
　　　①10：30～②13：30～
参加費　500円（材料費）

財産差し押さえの流れ

福祉や教育、道路整備など、多くの市民サービスを提供するための財源である税金。
滞納により、市の財源が減ると、市民サービスに支障を来します。
また、納期内に納付している多くの人との公平性を保つためにも、市では、納付しない人に対して、財産の差し押さえを行っています。

市税の滞納解消を目指して

　差し押さえた自動車やオートバイなど
はインターネットで公売し、売却代金を
滞納された市税に充てています。
　また、不動産も差し押さえた後、完納
の見込みがない場合、公売しています。
昨年度は4件を売却し、総額で約3,500
万円を市税に充当しました。

公売を実施

　やむをえず納期内に納付できない場
合は、市税総務課にご相談ください。生
活状況や収支状況から納付計画を立て、
滞納を解消するための支援をします。

早めの納税相談を！

税金には納期限があります。期限までに納めましょう。納期限

税負担の公平性を保つために

納期限までに納付が確認できない場合、
納期限後30日以内に督促状を発送します。督促

督促状発送後にも納付が確認できない場合、
電話や文書で自主的な納付を促します。催告

催告後も納付が確認できない場合、預貯
金、生命保険、給与、不動産などの財産を
調査します。

財産調査

差し押さえた財産を現金に換え、滞納市税に充てます。換価
（現金化）

WEBID P22917市税総務課 ☎33-1345

7月の納税

WEBID P01397

納付関係…市税総務課 ☎33-1345
　課税内容…資産税課 ☎33-1361

　固定資産税・都市計画税（第2期）の納
期限は7月31日（月）です。期限までに納
めてください。口座振替をご利用の人は、
納期限の前日までに預貯金残高をご確認
ください。
※土・日曜日、祝日の納税は、マロニエ住

民窓口、アークロード市民窓口、コンビ
ニエンスストアをご利用ください。ただ
し、納付書が必要です。

26年度 27年度 28年度

預貯金 194件 248件 350件

生命保険 195件 180件 175件

給与 98件 145件 139件

その他の債権 30件 93件 63件

不動産 154件 145件 126件

自動車など 0件 4件 4件

計 671件 815件 857件

差し押さえた後、移動で
きないようにタイヤロッ
クされた自動車

財産が見つかり次第、差し
押さえます。差し押さえら
れた場合、預貯金の引き出
しや不動産の売却などは制
限されます。

督促状発送後にも納付が確認できない場合、

財産
差し押さえ



お だ わ ら 情 報

　稼動から38年が経過した環境事業センター。施設の機能を保全し
ながら長寿命化を図るため、老朽化している焼却炉の改良工事を行い
ます。また、地球温暖化防止に向けて、CO２排出量の削減も図ります。
●工事の概要

● 4つある焼却炉のうち、3炉の設備を1炉ずつ高効率の機器に替える
●燃焼装置を低空気比運転＊が可能となるよう改良する
●  各設備の老朽化や使用状況に合わせ、部分的に改良することで事
業費を削減

●工事期間
　8月～平成32年2月末
　※工事期間中も、ごみの収集・受け入れは、平常どおり行います。

　8月にアイルランドで開催される「女子ラグビーワールドカップ2017」に出場
する、女子ラグビー日本代表（サクラフィフティーン）。ワールドカップに向け、城山
陸上競技場で直前合宿の練習を公開します。
　最終日には、同じくワールドカップに出場する香
港代表を招き、壮行試合「女子アジアラグビーチャ
ンピオンシップ2017」を開催。皆でサクラフィフ
ティーンを応援しよう！
【合宿練習】※詳しくは、市ホームページをご確認ください。
期間　7月5日（水）～7日（金）
　　　 ※ 5日（水）14：30～歓迎セレモニーを開催
場所　城山陸上競技場

頑張れ サクラフィフティーン！
女子ラグビー日本代表が小田原に

焼却炉を改良し、CO2排出量を削減
環境事業センターの改良工事

WEBID P22715  企画政策課 ☎33-1379 WEBID P22849  環境事業センター ☎34-7325

＊ 低空気比運転
　ごみを燃焼するために使用する空気量を減らし、焼却炉を稼動させ
ること。それにより排気ガスが減り、処理に必要な電力が減少すること
で、二酸化炭素排出の抑制につながります。【壮行試合】「女子アジアラグビーチャンピオンシップ2017」

日本代表 対 香港代表
日時　7月8日（土）12：00キックオフ　※小雨決行、観戦無料
場所　城山陸上競技場

国民健康保険高齢受給者証

WEBID P03420  
　国民健康保険加入者の医療費の自己負
担割合は通常3割ですが、70～74歳の人
は所得に応じて自己負担割合が違います。
8月からの自己負担割合は、7月下旬に送
付する新しい受給者証でご確認ください。

自己負担割合の判定
要件
　70～74歳の国民健康保険加入者、後期高齢者医療保険加入
者が、
●同じ世帯内に1人…前年中の収入合計が383万円未満
●同じ世帯内に2人以上…前年中の収入合計が520万円未満
※ この要件を満たす可能性がある人に、「基準収入額適用申請の

ご案内」を送ります。案内を確認し、申請してください。

限度額適用認定証
WEBID P13506  
　この認定証は、医療機関での支払いが
高額になった場合に、負担額を一定の額ま
でとするものです。必要な人は手続きをし
てください。
　保険料未納世帯の人、平成28年中の所
得を申告していない人は、認定されません。

①７０歳未満の国民健康保険加入者
　認定証をお持ちの人には、７月初旬に申請書を送ります。
②７０～７４歳の国民健康保険加入者
　対象となる世帯（市民税非課税世帯）には、「国民健康保険高齢受給
者証」に申請書を同封して、7月下旬に送ります。
①②の申請方法
　申請書に必要事項を書いて、郵送、または保険課、タウンセンター、
支所・連絡所に提出。
③後期高齢者医療保険加入者で、世帯全員が市民税非課税の人
　認定証をお持ちで、８月以降も対象となる人には、７月下旬に新しい
認定証を送ります。更新手続きは不要です。

市民税の課税所得額が
145万円以上の人 ３割

市民税の課税所得額が
145万円未満の人

２割
（昭和19年4月1日以前に
生まれた人は1割）

右の要件を満たす人
申請により２割

（昭和19年4月1日以前に
生まれた人は1割）

国民健康保険　後期高齢者医療保険
年次更新のお知らせ
問関 保険課 ☎33-1845（国民健康保険係）　☎33-1843（高齢者医療係）

国民健康保険と後期高齢者医療保険の自己負担割合や保険料は、前年中の所得状況などを基に決定します。

軽減率が変更になりました
WEBID P03469  

　平成２８年度まで、賦課の基となる
所得金額が５８万円以下の人の所得
割額を、５割軽減してきました。今年度
は、２割軽減に変わります。

　75歳になる前日まで、家族の会社
の健康保険などで被扶養者だった人
は、均等割額を9割軽減してきました。
今年度は、7割軽減に変わります。

後期高齢者医療保険　75歳以上の人が対象です

70～74歳の人が対象です

平成２９年度の保険料 WEBID P20609  
　平成２８年中の所得を基に、年間の保険料を計算し、７
月中旬に「保険料額決定通知書」を送ります。
　平成２９年度の保険料は、所得割率が8.66％、均等割
額が４３,４２９円。賦課限度額は５７万円です。

注意事項
●保険料の納付方法は、原則として年金からの天引きですが、一定の条件を満たしていない場合は、納付書や口座振替による納付になります。
●今年度、保険料が増える人は、年金からの天引きが中止となり、納付書や口座振替による納付に切り替わる場合があります。
●後期高齢者医療保険は、国民健康保険で利用していた口座の引き継ぎはできません。口座振替を希望する場合は、金融機関または保険課で、口座振替の手続きをしてください。
●年金から天引きの人でも、申請により口座振替に変更できます。口座振替の手続き後、保険課またはタウンセンター、支所・連絡所で手続きをしてください。

保険料の決まり方
所得割額

賦課の基となる所得金額
（総所得金額など－
基礎控除額33万円）

×8.66％

＋＝保険料（年額）
限度額57万円

均等割額
43,429円

平成２８年度まで 平成２９年度から

5割軽減
2割軽減

本来納める
所得割額 納付額

（５割負担）

納付額
（8割負担）

平成２８年度まで 平成２９年度から

9割軽減

納付額
（1割負担）

７割軽減本来納める
均等割額

納付額（３割負担）
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7月29日（土）
●オープニング音楽祭
●小田原ちょうちん踊り体験教室
●外
うい

郎
ろう

売
うり

の口上
● 小田原ちょうちん踊りコンクール
●ゆかたでおいでよ盆踊り

7月30日（日）
●小田原城太鼓合戦
●自治会みこしパレード

森林体験ツアー
森林・林業体験、親子木工教室、昼食などがセット
になった日帰りツアーです。
時間　第一部:10:00～14:40
　　　第二部:11:00～15:40
対象　小学生以上の親子各部35組
費用　2,500円（2人1組。人数追加応相談）

カホンワークショップ
小田原産木材を使って、楽器「カホン」を作ります。
時間　12:30～15:30
定員　20人
費用　5,000円

自然のチカラ体感ツアー
風に向かって回る「かざぐるま」作りや、太陽光発電
所の探検をして、自然の力を体感するツアーです。
時間　10:00～12:30
対象　小学4年生以上 20人
費用　500円　※付き添いの大人は無料

フォレストアニマルズ
フェイスペイントで動物に変身し、森林ヨガやマス
のつかみ取りなどのアクティビティを行います。
時間　10:00～13:00
対象　小学生以上20人
費用　2,500円

バンブーチャイムワークショップ
小田原の山で育った竹を使って、打楽器「バンブー
チャイム」を作ります。
時間　随時　※所要時間約45分
対象　小学生以上20人
費用　300円

夏の思い出に
小田原のまつり情報

お堀には、市内の小学生が手作りした約2,000個の
ちょうちんに、明かりがともります。
期間  7月29日（土）～8月6日（日）18:30～22:00
場所  城址公園お堀（お堀端通り側）

小田原ちょうちんアートフェア

両日
● 出店、特技見せまショー、小田

原ちょうちん製作コーナー、わ
くわく子ども広場、小田原囃

ばや

子
し

競演会

7月29日（土）
きまつり～森と木に包まれる夏～
WEBID P22668  農政課 ☎33-1491

きまつりでは、森と木に関わるさまざまなイベントを開催します。
場所　いこいの森　他

7月29日（土）・30日（日）
小田原ちょうちん夏まつり
WEBID P01193  観光協会 ☎22-5002

　歴史に名を残す「小田原ちょうちん」をシ
ンボルに、夏の一大イベントを開催します。

時間 12:00～20:30
場所 城址公園とその周辺

※ イベントの申し込みは、市ホームページまたは農
政課に電話で（申込先着順）。

※ いこい の 森 の
駐車場は、P11の

「駐車場無料利
用券」を利用で
きます。

WEBID P22547   写真が動き出します！
　スマートフォンなどにアプリ「Aurasma」をインス
トールし、 のついた写真にかざすと動画が再生され
ます。P4「今月の笑顔」でもお試しください！
※初期設定など詳しくは、市ホームページで。

　小田原の中心を流れる酒匂川で、色と
りどりの花火が打ち上げられます。花火と
音楽で楽しむスターマイン「ハナビリュー
ジョン」や、酒匂川を横断する全長300ｍの

「ナイアガラ」は圧巻です。

日時  8月5日（土）18:30～20:00　
 ※打ち上げは19:10から　
 ※荒天時、7日（月）に延期
場所 酒匂川スポーツ広場
 ※ 安全確保のため、大会前日まで

に会場周辺に敷かれたシートな
どは、撤去・処分します。

8月5日（土）
小田原酒匂川花火大会
WEBID P01186  観光協会 ☎22-5002

今年の花火は過去最高の
10,000発！

迫力満点 !
最高の場所で
観賞しませんか？
花火を間近に見られる有料
観覧席の販売は、7月28日

（金）まで、観光協会のホー
ムページで受け付け中。

有料観覧席（申込先着順）

有料観覧席からの花火

タイプ 内容

A
1テーブル・椅子6脚

（定員6人）20,000円、
限定200組

B 椅子1脚（定員1人）
2,000円、限定500席

C

1テーブル・椅子4脚
（ガーデンチェア
セット･定員4人）
18,000円、限定40組

2017（平成29）年　7月号　No.1179 7



水道管の漏水調査
ID P22799   給水課 ☎41-1235

水道管の漏水調査を実施します。
日 期 7月下旬～11月下旬
調査区域　酒匂川より西側の区域
※ 調査の際は、水道局が発行した身分

証明書と腕章を着用した調査員が、
宅地内に立ち入る場合があります。

※ 調査員を装った人にご注意ください。

地籍調査事業について
ID P01759  土木管理課 ☎33-1537

平成19年度から事業地区を選定し、道
路･水路などの官地と民地との境界を
確認する地籍調査を行っています。
調査に伴い、立ち会いや宅地内への立
ち入りをお願いする場合がありますの
で、その際はご協力ください。

日 期 8～12月
調 査区域　本町1～4丁目、南町1～4

丁目、浜町3丁目の各一部

久野霊園行き直通臨時バス
箱根登山バス小田原営業所 ☎35-1271

みどり公園課 ☎33-1586

お盆の時期に合わせて、久野霊園への
直通臨時バスを運行します。

日 期 7月13日（木）・15日（土）
発車場所と時刻
【行き】小田原駅西口発
　　9:00、10:20、11:40、13:50
【帰り】久野霊園発
　　9:50、11:10、12:30、14:40
料金（片道）　大人650円、小人350円

技能功労者･優秀技能者･
青年優秀技能者表彰の推薦
ID P20844  産業政策課 ☎33-1555

市内在勤で、優れた技能をお持ちの人
を表彰します。次のいずれかの基準を
満たす人を推薦してください。
●技能功労者

同じ職種に30年以上従事。55歳以
上で功績が顕著な人

●優秀技能者
同じ職種に20年以上従事。40歳以上で
優れた技能を持ち、他の模範となる人

●青年優秀技能者
同じ職種に10年以上従事。40歳未
満で優れた技能を持ち、将来を期待
されている人
推薦方法

8月1日（火）までに、各職業団体、職種
団体が所定の推薦書を直接

※ 団体に属さない人でも、同業者2人
以上の推薦があれば可

市庁舎トイレ改修工事
ID P22606   管財課 ☎33-1322

市庁舎トイレの老朽化に伴い、改修工
事を実施します。工事中は一部のトイレ
が使用できなくなります。

日 期 7月下旬～平成30年2月（予定）
※ 工事内容や期間などは、庁舎内案内板

や市ホームページでお知らせします。

臨時福祉給付金の申請
コールセンター ☎0570-001-257

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請期
限は、8月4日（金）まで（消印有効）です。
申請が済んでいない人には、通知を送
りますので、お早めに申請してください。
関主 福祉政策課

平成29年度6月補正予算の概要
ID P22105    財政課 ☎33-1312

●一般会計補正予算
（2億5,440万6千円追加）
この結果、全会計の予算額は、1,580
億9,141万円となりました。
主な内容は、次のとおりです。

【一般会計】
●市民ホール整備関連予算の計上
● 多機関協働による生活困窮者等への

包括的支援体制構築事業費の計上
● 介護保険施設整備への補助金の計上
●民間保育所建設費補助金の増額
●地区公民館建設費補助金の計上
●白秋童謡館改修事業費の計上
【寄附者一覧】（敬称略）
●ふるさと文化基金寄附金（合計129万8,098円）

●鈴乃会　
●湘南ステーションビル（株）
●小田原モラロジー事務所　
●黄
ファン

昌
チャン

柱
ジュ

●市民ホール整備基金寄附金
（合計13万1,449円）
●コール・めんどり
●コール・キャロット
●高橋茂樹　
●山
やま

吹
ぶき

流
りゅう

寿
す

三
み

翁
おう

会
●匿名

●防災対策基金寄附金（合計30万円）
●西湘ビルメンテナンス協同組合
●月島テクノメンテサービス（株）

● 社会福祉基金寄附金（合計33万371円）
●歌謡教室 唱

しょう

彩
さい

会
●ぐるうぷ碧

へき

　
●松下運送（有）
●小田原盆栽愛好会　
●匿名

●ふるさとみどり基金寄附金（75万円）
　●匿名

花火は迷惑にならないように
ID P02607  環境保護課 ☎33-1483

小田原警察署地域課 ☎32-0110

深夜に公共の場で音の出る花火をする
ことは、県･市の条例で禁止されていま
す。近所に迷惑をかけないよう、マナー
を守って楽しみましょう。
なお、深夜の花火でお困りのときは、最
寄りの交番にご連絡ください。また、日
頃から迷惑花火でお悩みの場合は、環
境保護課にご相談ください。

ごみの出し方（花火･マッチ類）
ID P20600  環境事業センター ☎34-7325

使用済みの花火･マッチ類は、水にぬらし
てから指定ごみ袋に入れ、｢燃せるごみ｣
の日にごみ集積場所に出してください。

統計グラフコンクール優秀作品展
ID P22839   総務課 ☎33-1295

小･中学生を対象とした市統計グラフコン
クールの昨年度入賞作品を展示します。

日 期 7月20日（木）～27日（木）（土・日曜日は
除く）8:30～17:15（初日は13:00～、
最終日は12:00まで）

場時 市役所2階市民ロビー

図書館マナーの向上を目指して
ID P15647  かもめ図書館 ☎49-7800

●本が泣いています
書き込みや切り取りなどで、貸し出せ
なくなった本を展示します。
【かもめ図書館】
　日 期7月15日（土）～8月14日（月）
【市立図書館】
　日 期8月16日（水）～9月4日（月）

おすすめの本リーフレット
ID P18087  市立図書館 ☎24-1055

かもめ図書館 ☎49-7800

小学生向けリーフレットと、中学･高校
生向け｢ティーンズ通信vol.11｣を配
布。夏休みの読書にご活用ください。

日 期7月15日（土）～8月31日（木）
場時 市内図書館、図書室、図書コーナー

花かざりを設置します
ID P22693  みどり公園課 ☎33-1584

栄町スクランブル交差点周辺の道路照
明灯に、7月中旬から花かざりを設置し
ます。
今後も、小田原駅周辺の「花とみどりの
まちづくり」を進めていきます。

お知らせ 上府中公園駐車場の利用
上府中公園管理事務所 ☎42-5511

より便利に公園を利用していただくた
め、夏季限定で駐車場の利用時間を拡
大します。

日 期7月17日（祝）～8月31日（木）
　7:00～21:00  ※通常は9:00～21:00

「うめまる号」夏季の運行
まち元気小田原 ☎44-4656

夏休みに合わせ、観光回遊バスを運行しま
す。夏季シーズンのみ小学生は無料です。

日 期 7月15日（土）～8月27日（日）の毎週
土・日曜日、祝日

　※8月14日（月）・15日（火）も運行
費定  500円（乗車証バッジ代。前シーズン

のバッジ提示で300円に割引）
　※夏季シーズン中は乗り放題

※ 障がい者は無料（付き添い人は通常料金）
停留所　小田原駅東口、城址公園、一

夜城歴史公園、小田原漁港　他
特典　協賛店・公共施設でバッジを提

示すると、割引やサービス有り。
ホE http://kanko-kaiyu-bus.org/
関主 観光課

生涯学習情報
キャンパスおだわらコーナー
生涯学習課（けやき） ☎33-1882

【学習講座】
① 報徳塾｢尊徳翁の一生とその後
の報徳運動の広がり｣

  尊徳翁と報徳運動の展開につい
て、座学を中心に学びます。

　日 8月28日（月）～12月14日（木）
の主に木曜日

　　9:50～11:50（全16回）
②｢まんぷくまるごと金次郎｣
  金次郎のエピソードや教えを、食

事をしながら学ぶ講座です。
　日 8月26日（土）、9月30日（土）、

11月3日（祝）の主に10:00～
12:30（全3回）

　　※ 託児有り（おやつ代など1人
1回100円）。

場時 主に尊徳記念館
定対 ①30人②20人･多数抽選
費定 ①5,000円②3,000円（実費込み）
申講  8月14日（月）までに、電話または

市ホームページから電子申請で。
スマートフォンからの
電子申請は、こちら
から

ホE  http://www.campusodawara.jp
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募集
夏休み下水道教室
申込 公益財団法人県下水道公社企画課 

☎0463-55-7438

日①8月8日（火）②8月20日（日）
9:30～12:00　※小雨決行

場時 ①扇町管理センター（扇町6-819）
②酒匂管理センター（西酒匂1-1-54）

定対 各50人程度
申講 7月21日（金）16:30までに、電話で
関主 下水道総務課

酒匂川フォトコンテスト
ID P22842  酒匂川水系保全協議会

（環境保護課内） ☎33-1481

酒匂川水系の美しさを伝え、環境保全
の大切さを啓発するため、酒匂川水系を
題材にした未発表の写真を募集します。
申講  9月8日（金）までに、公共施設などに

ある応募用紙に書いて、郵送で
　〒250-8555 酒匂川水系保全協議会
　（環境保護課内）
※ 応募作品は、引き取りに来られない

場合は返却しません。
※ 入選者には、フォトデータをご提出いただきます。

棚田の自然をのぞいてみよう
ID P22847  環境保護課 ☎33-1481

沼代の棚田周辺に生息する水生昆虫
を採取し、観察します。親子で豊かな自
然に触れてみましょう。
日8月5日（土）9:30～12:00
集合　沼代桜の馬場　9:00

定対 20人・申込先着順
持費  汚れてもよい服装、飲み物、タオル、

あれば網
申講  7月28日（金）までに、サシバプロジェ

クト・頼
らい

（☎36-9563）に電話または
メールで

E申 rai.odawara@a011.broada.jp

絵画・ポスターコンクール
ID P16525   おだわらスマートシティプロ
ジェクト事務局（環境政策課内）  ☎33-1472

エコカーの使用や、暑い日を涼しく過ご
す工夫は、地球温暖化防止のための賢
い選択「C

ク ー ル

OOL C
チ ョ イ ス

HOICE」です。
これらをイメージできる絵画やポスター
を、「地球にやさしいまち」をテーマに募
集します。
※ 四つ切り画用紙（54cm×38cm、色

画用紙も可）に、絵の具、クレヨン、色
鉛筆などで描いてください（縦・横自
由）。

対内  県西地域2市8町に在住・在学の小・
中学生

申講  9月15日（金）までに、環境政策課に
直接か郵送、または通学校に直接

わかもの就職活動支援セミナー
ID P22899  

申込 かながわ若者就職支援センター 
☎045-548-9791 FAX045-548-9795

就職活動で悩んでいる人向けのセミ
ナー。採用面接の練習などをします。
日8月18日（金）9:30～16:30
場時 U

う

M
め

EC
こ

O会議室4
対内 39歳以下の人30人・申込先着順
申講 前日までに、電話またはファクスで
関主 産業政策課

ODAWARAえっさホイおどり
申込 まち元気小田原 ☎44-4656

市内外から40数チームが集まり、小田
原城下を熱く盛り上げます。
日9月16日（土）・17日（日）10:00～19:00
場時 城址公園二の丸広場 他
●一般公募チーム参加者募集

初心者歓迎。誰でも参加可能なチームです。
※当日のボランティアも募集中

ホE http://essahoi.com/
関主 産業政策課

小田原ちょうちん踊り体験教室
申込 観光協会 ☎22-5002 FAX22-5027

小田原ちょうちん夏まつりのステージ
で、踊りの練習をしたい人を募集。
日7月29日(土)16:20～16:45
申講  7月14日(金)までに､電話、または市

内公共施設などにある応募用紙に書
いて郵送かファクスで　

　 〒250-0014 城内1-21(小田原商工
会館内)　

関主 観光課

天下一忍者決定戦参加者
観光協会 ☎22-5002

「忍者の里・風魔まつり」内で開催しま
す。十代目風魔小太郎、四代目おふう
の称号を手にするのは誰だ!?
日 8月27日（日）予選9:00頃～、
　本選12:30頃～（上位6人予定）
場時 城址公園二の丸広場
内場 手裏剣打ち、空中滑降、忍び足など
対内 18歳以上の人30人・多数抽選
費定 1,000円
申講 8月4日（金）までに、ホームページで
ホE http://www.odawara-kankou.com/
関主 観光課

ガイド協会企画ガイド
申込 ガイド協会 ☎22-8800

① 箱根湯本の老舗旅館で贅
ぜい

沢
たく

湯
ゆう

遊
ゆう

三
ざん

昧
まい

（約2km）
日7月11日（火）9:30～12:30
集合　箱根湯本駅

② みなとまつり～小田原漁港定置網見
学とクルージング～
日8月6日（日）7:30～14:30
集合　早川駅

定対 ①②各50人・申込先着順
費定  ①3,790円（食事代、入湯税含む）
　② 大人1,500円、小人1,000円（乗船

代含む）　※昼食は自由行動
申講 開催日の約1か月前から
関主 観光課

香りのクラフト体験
申込 NPO法人小田原食とみどり・小野 

☎080-5385-0465

フレッシュラベンダーを使って、ラベン
ダースティックを作ります。
日7月17日（祝）10:00～15:00
　※最終受付14:00
場時 曽我みのり館
定対 50人・申込先着順 
費定 1,500円（材料費含む）
申講  7月15日（土）までに、電話またはメール
（ E申 desk@shoku-midori.or.jp）で
ホE http://shoku-midori.or.jp/
関主 農政課

夏の観察会
申込 たんぼの恵を感じる会事務局・藤尾 

☎090-2548-1406

田んぼ周辺の生き物観察会です。
日7月30日（日）9:00～13:00
場時 日本新薬前の田んぼ　
費定 500円
持費  お絵書き道具、タオル、水にぬれても

よい服や履き物
講額  勝
すぐ

呂
ろ

尚之さん（県内水面試験場主任
研究員）

ホE http://tanbo.gooside.com/
関主 農政課

小学生の税の書道展作品
青色申告会 ☎24-2613

税に関するテーマの書道を募集します。
対内  県西地域2市8町にある小学校の在

学生
課題
1～3年生　 ぜい、のうぜい、ぜいほう、

あおいろ、しんこく
4～6年生　 税、消費税法、自動車税、

青色申告、電子申告
申講  9月1日（金）に、通学校に直接
関主 市税総務課

脳と体の若返り塾
ID P17356  申込 高齢介護課 ☎33-1826

認知症予防に効果があるという「ウォー
キング」を中心に、脳と体を刺激してい
く教室です。
日8月22日～11月7日の火曜日

10:00～12:00　※月4回程度実施
場時 下中老人憩いの家（小船672）
対内  市内在住の65歳以上の人30人・申

込先着順
費定 1,500円（保険料）
申講 7月14日（金）～8月7日（月）に、電話で

おだわら家族会
ID P18187  申込 高齢介護課 ☎33-1864

同じ立場にある認知症の人の介護者
が、介護の悩みや困り事などを一緒に
考え、励まし合う会です。
日①8月18日（金）②9月15日（金）
　10:00～12:00
場時 小田原合同庁舎4階多目的室2　　
内場 交流会
対内  認知症の人を介護している家族
申講 前日までに、直接または電話で

市民農園利用者
ID P22186  
申込 農園主・宇佐美 ☎080-1309-7525

「みどりの休日」
場時 延清25
対内 10区画（20㎡/区画）
費定 4,000円（年額）　
関主 農政課

夏休みおこづかい教室
ID P22525  申込 地域安全課 ☎33-1775

お金の大切さやお金を使う難しさを、親
子で体験します。
日8月1日（火）10:00～12:00
場時 UMECO会議室1～3
対内  小学生とその保護者30組60人・申

込先着順
講額 金融広報アドバイザー
申講 直接または電話で

くらしの講座
ID P22528  申込 地域安全課 ☎33-1775

「自転車リスクと損害保険」
～日常生活における損害賠償責任へ
の備え～
思わぬ交通事故に備え、自転車保険に
ついて学びます。
日8月1日（火）14:00～16:00
場時 UMECO会議室1～3　
定対 60人・申込先着順
講額 横尾修一さん（日本損害保険協会）　
申講 直接または電話で

上級救命講習
ID P00490   救急課 ☎49-4441

普通救命講習Ⅰの内容に、「傷病者管理」
「異物除去」「搬送法」「熱傷の手当」な
どを加えた応急手当て全般を学びま
す。
日8月6日（日）9:00～18:00
場時 消防本部2階講堂
対内  中学生以上（市消防管内に在住・在勤・

在学の人を優先）25人・申込先着順
申講  7月10日（月）から電話（平日9:00～

17:00）で予約後、7月26日（水）まで
に、申請書を最寄りの消防署所へ直
接

個人情報保護運営審議会委員
ID P08356   総務課 ☎33-1288

市が保有する個人情報の取り扱いの適
正化の他、重要事項の調査審議を行い
ます。
対内  市内在住・在勤・在学の20～69歳の

人・2人
任交 11月1日から2年間
選任 書類選考（応募の動機・抱負など）
額選 会議1回につき10,000円
申講  8月14日（月）までに、行政情報セン

ター（市役所4階）、タウンセンター、
支所・連絡所、窓口コーナーまたは市
ホームページにある応募用紙に必
要事項を書いて、総務課に直接、郵送

（消印有効）またはメールで
※結果は、応募者全員に通知します。
E申 somu@city.odawara.kanagawa.jp
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募集
市民活動入門講座

申込 UMECO ☎24-6611

楽しく市民活動をするノウハウを学びま
す。「自分の力が活

い

かせる場」を発見す
る、全2回の講座です。
日7月8日（土）10:00～12:00
　8月12日（土）14:00～16:00
場時 U

う

M
め

EC
こ

O
定対 30人・申込先着順
費定 500円　
申講 直接または電話で
ホE http://umeco.info/

チュラビスタ市派遣青年
歓迎パーティー
ID P20745  申込 文化政策課 ☎33-1703

7月28日から8月9日まで小田原市を訪
れるチュラビスタ市の派遣青年を、小田
原海外市民交流会とともに歓迎します。
日 7月29日(土)11:00～14:00
場時 UMECO会議室7
定対 10人･申込先着順
費定  800円(小学生以下または料理持参

の人は400円)
申講 7月14日(金)までに､電話で

文学と映像「創りだす力」
ID P22549  市民会館 ☎22-7146

芥川賞作品「寂
せき

寥
りょう

郊
こう

野
や

」の著者で小田
原出身の𠮷

よし

目
め

木
き

晴彦さんと、この小説
に出会い、監督第1作「ユキエ」として映
像化した松井久子さんの、講演会と上
映会を行います。
日9月2日（土）10:00～16:15
場時 市民会館3階小ホール
内場 10:00～11:30　「ユキエ」（字幕）上映

12:30～14:00　講演会
14:15～16:15　「折り梅」上映 

定対 180人
費定 前売り2,000円、当日2,500円
販売場所　 市民会館、小田原地下街ハ

ルネ小田原
出持  𠮷目木晴彦さん（作家・大学教授） 

松井久子さん（映画監督）
主ホ  おだわら文化事業実行委員会

神奈川フィルハーモニー管弦楽団
「ぴよぴよ♪コンサート」
ID P22670  文化政策課 ☎33-1706

神奈川フィルの金管五重奏による、0歳
から入場できるクラシック音楽のファミ
リーコンサート。
日 9月16日（土）

11:00～12:00
（10:30開場）
場時 けやき2階ホール
費定  全席自由大人300円、子ども（小学生以

下）200円（7月20日（木）からチケット販売）
販売場所　 小田原地下街ハルネ小田

原、市民会館、ダイナシティ
チケットぴあ　他

曲目　 トランペット吹きの子守唄（アン
ダーソン）、ディズニーメドレー 他

 ※ 曲目は変更の場合有り。

夏休みボランティア体験学習
申込 UMECO ☎24-6611

夏休みを利用し、ボランティア活動をし
ましょう。多くの市民活動団体が、いろ
いろな体験の場を提供してくれます。体
験で得る新しい発見と社会の役に立つ
充実感を、夏の思い出にしましょう。

日 期 7月21日（金）～8月31日（木）
申講  7月15日（土）から、直接または電話で
ホE http://umeco.info/
※詳しくは、ホームページで。

福祉施設体験学習
申込 社会福祉協議会 ☎35-4000

高齢者や障がい者と触れ合い、施設で
働く専門職の人と交流しながら、福祉
について考えます。
日 7月26日（水）～8月28日（月）の各日

程のうち1日または3日間
場時 市内福祉施設12か所
対内 小学5年生～社会人・申込先着順
費定 交通費・食費・保険料
※ 実施日程、定員、申込期限などは施

設ごとに異なります。詳しくは、お問
い合わせください。　

関主 福祉政策課

録音ボランティア養成基礎講座
申込 社会福祉協議会 ☎35-4000

目の不自由な人へ、市の広報紙などの
内容を読み込んだ録音テープやCDを
つくる「録音ボランティア」の知識と技術
を学ぶ講座です。
日9月5日～11月7日の火曜日

13:30～15:30（全10回）
場時 おだわら総合医療福祉会館
対内  おおむね60歳くらいまででボランティ

アに関心のある人20人・申込先着順
費定 1,000円（テキスト代）
講額 小田原録音奉仕会　関主 福祉政策課

市立病院職員（正規職員）
ID P00380  経営管理課 ☎34-3175

①薬剤師
　試験日

1次（専門試験・小論文）　7月23日（日）
2次（面接）　（1次合格者）指定する日
対内  昭和57年4月2日以降生まれで薬

剤師の資格を持つ人、または同日
以降生まれで平成30年3月に当
該資格を取得見込みの人

定対 若干名
申講  7月12日（水）までに、所定の申込

書に必要書類を添えて、直接また
は郵送で

②助産師・看護師
　試験日

小論文・面接①7月23日（日）
　　　　　　 ②8月6日（日）
　　　　　　 ③9月16日（土）
　対内  当該資格を持つ人、または平成30年

3月に当該資格を取得見込みの人
　定対 30人程度
　申講  ①7月12日（水）②7月26日（水）③9月

6日（水）までに、所定の申込書に必
要書類を添えて、直接または郵送で

●エイズ相談・検査
日7月19日（水）9:00～11:00

●療育歯科相談
日7月27日（木）9:00～15:30

●骨髄ドナー登録
日8月1日（火）受付11:00

場時 小田原合同庁舎4階　
申講 各前日までに電話で

相談
保健福祉事務所の相談と検査
申込 小田原保健福祉事務所 ☎32-8000

●認知症相談
日7月7日（金）、8月4日（金）
　13:30～16:30

●精神保健福祉相談
日 7月13日（木）・18日（火）・27日（木）
　13:30～16:30

●市民相談〈8月〉　地域安全課 ☎33-1383
 　場時 市役所2階地域安全課（土・日曜日、祝日を除く）

一　般
離婚、相続、近隣トラブル
など日常生活上の軽易な
問題に関する相談

月～金曜日 9:00～12:00
13:00～16:00

心配ごと 家庭や地域で困ったこ
と、悩み事に関する相談 毎週月曜日 13:30～15:30

法　律
（予約制）

離婚、相続、近隣トラブル
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 13:30～16:00

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

8日（火） 13:30～15:30

司法書士
相続・贈与などの登記手
続き、成年後見、遺言書
の作成などに関する相談

10日（木） 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

（6人･当日先着順）
15日（火） 13:30～15:30

行政苦情 国･県･市への要望や苦情 17日（木） 13:30～15:30

宅地建物取引 不動産の売買など取引、
賃貸借などに関する相談 24日（木） 13:30～15:30

 場時 マロニエ2階集会室203

行政書士
相続･遺言、成年後見、各
種許認可申請などの作
成・手続きに関する相談

19日（土） 14:00～16:00

●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、お気軽にご
相談ください。電話でもお受けします。
日月～金曜日（祝日を除く）
　9:30～12:00、13:00～16:00
　※ 平日12:00～13:00、16:00～19:00、土・日曜

日、祝日（9:30～16:30）は県の消費生活相談（☎
045-311-0999）をご利用ください。

場時 消費生活センター（市役所2階地域安全課内）
対内  小田原市･箱根町･真鶴町･湯河原町に在住･在勤･在

学の人
建築等紛争相談
都市政策課　
☎33-1307

中高層建築物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（予約制）。

建築物などの
デザイン相談
まちづくり交通課
☎33-1573

小田原の地域ごとの特性を活かした景観を形成するた
め、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、相談をお受けします。なお、設計などは
行いません。
※必要に応じ、専門家がアドバイスをします。

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（18歳未満の児童に
関するもの）を児童相談員がお受けします。
日月･火･木･金曜日9:00～12:00、13:00～16:30

女性相談
人権･
男女共同参画課
☎33-1737

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。
日月･水･木･金曜日9:30～11:30、13:00～16:30
※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

ここにでんわ

5210

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、親子や友人
との関係などの問題で悩む子ども、若者（30代まで）や
その保護者からの相談をお受けします。
日月～金曜日（祝日を除く）
　9:00～12:00、13:00～17:00
場時 青少年相談センター（城山4-2-11）

各種相談
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こんなにあるよ! 県西地域のお出掛けスポット!

県西地域2市8町（小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、開成町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町）では、広域で相互協力事業を行っています。今回掲載されて
いる夏のイベント情報や、小･中学生を対象とした施設利用チケットもこの事業の一環です。この機会に、周辺市町のイベントや施設に行きましょう !

県西地域から子どもたちへのプレゼント ～待ちに待った夏休み! おもいっきり遊ぼう～

市町名 イベント名 月日 時間 場所 問い合わせ先

小田原市

小田原ちょうちん夏まつり 7月29日（土）･30日（日） 12:00～20:30 小田原城址公園二の丸広場とその周辺 小田原市観光協会 ☎22-5002

小田原酒匂川花火大会 8月 5日（土）※ 天候不良の場合は、7日（月）に延期 19:10（花火打ち上げ） 酒匂川スポーツ広場 小田原市観光協会 ☎22-5002

小田原みなとまつり 8月 6日（日） 9:00～17:00 小田原漁港とその周辺 水産海浜課 ☎22-9227

忍者の里風魔まつり 8月26日（土）･27日（日） 10:30～16:30 小田原城址公園二の丸広場 小田原市観光協会 ☎22-5002

南足柄市 第41回足柄金太郎まつり 8月 6日（日） 14:30～21:00 富士フイルム辻下グラウンド 足柄金太郎まつり実行委員会（商工観光課内） ☎74-2111

大井町 第31回大井よさこいひょうたん祭 8月 5日（土）※雨天の場合は、6日（日） 12:00～21:00（予定） 大井町役場周辺 地域振興課 ☎85-5013

松田町 まつだ観光まつり 8月26日（土） 16:00 酒匂川町民親水広場 松田町観光協会 ☎85-3130

松田町･開成町 あしがら花火大会 8月26日（土） 20:00 酒匂川町民親水広場 松田町観光協会 ☎85-3130

山北町 丹沢湖花火大会 8月10日（木） 20:00（花火打ち上げ） 丹沢湖駐車場 丹沢湖花火大会実行委員会事務局（商工観光課内） ☎75-3646

開成町 開成町納涼まつり 8月26日（土） 15:00～21:00（予定） 開成水辺スポーツ公園 産業振興課 ☎84-0317

箱根町 湖水まつり 7月31日（月） 20:00～20:30（花火） 芦ノ湖（元箱根湾） 総合観光案内所 ☎0460-85-5700

真鶴町 貴船まつり 7月27日（木）･28日（金） 終日 真鶴港周辺、貴船神社  他 真鶴町観光協会 ☎68-2543

湯河原町 湯河原やっさまつり 8月 2日（水）･ 3日（木） 2日（水）18:00～21:00　3日（木）18:00～19:30 2日（水）湯河原小学校前～桜木公園前　3日（木）幕山公園通り 観光課振興係 ☎63-2111

※天候などにより延期または中止する場合があります｡

市町名 施設名 時間 チケット有効
期間中の休み 通常料金 所在地/電話

市外局番（0465） 備考

小田原市

小田原城天守閣
9:00～17:00（入館16:30まで）
※ 土・日曜日、祝日、8月14日～18日

は9:00～18:00（入館17:30まで）

なし

一般500円　小・中学生200円 城内6-1/☎22-3818

常盤木門SAMURAI館 9:00～17:00（入館16:30まで） 一般200円　小・中学生60円 城内6-1/☎22-3818

小田原城歴史見聞館 9:00～17:00（入館16:30まで） 一般300円　小・中学生100円 城内3-71/☎22-3818

御幸の浜プール 9:00～17:00 一般250円　4歳～中学生100円 本町3-15-15/☎22-6080 大会などで利用できない場合有り。

いこいの森（木工芸体験教室） 9:00～17:00（入館16:30まで） 教室参加料200円 久野4294-1/☎24-3785 材料費有料。

尊徳記念館 9:00～17:00（入館16:30まで） 一般200円　小・中学生100円 栢山2065-1/☎36-2381

小田原文学館 9:00～17:00（入館16:30まで） 臨時休館日あり 一般250円　小・中学生100円 南町2-3-4/☎22-9881

小田原フラワーガーデン
（トロピカルドーム） 9:00～17:00（9:00～16:30） 月曜日

（祝日の場合は翌日）
トロピカルドーム
一般200円　小・中学生100円 久野3798-5/☎34-2814 入園無料。

小田原アリーナ
（サブアリーナ） 9:00～21:30 第4月曜日 高校生以上300円　小・中学生100円 中曽根263/☎38-1144 バスケットボール・バドミントン・卓球の個人利用、1回 

2時間利用可。ボールなどの用具類・体育館履き持参。

南足柄市

体育センター温水プール 9:30～20:30 月曜日・8月15日（火） 一般550円　小・中学生110円 和田河原1030/☎72-1171 幼児（無料）は保護者同伴。

体育センター総合体育館 9:00～21:00 月曜日・8月15日（火） 一般1時間160円　
小・中学生1時間30円 和田河原1030/☎72-1171 バドミントン・卓球の個人利用。ラケットなどの用具

類・体育館履きは持参。

足柄森林公園丸太の森 9:00～17:00 なし 中学生以上440円　小学生330円　園児110円 広町1544/☎74-4510

広町パークゴルフ場 9:00～17:00（受付16:30まで） 火曜日 一般220円　中学生以下110円 広町231/☎71-0880 小学2年生以下は利用不可。小学生は、中学生以上
の人が同伴。

大口河川敷パークゴルフ場 9:00～17:00 なし 一般220円　中学生以下110円 班目1548-1先/☎72-3688 小学2年生以下は利用不可。小学生は、中学生以上
の人が同伴。

郷土資料館 9:00～16:30 月曜日・8月15日（火） 一般400円　小・中学生200円 広町1544/☎73-4570

中井町 中井中央公園
パークゴルフ場 9:00～18:00 月曜日

（祝日の場合は翌日）
高校生以上　1回200円
中学生以下　1回100円 比奈窪580/☎81-3893 貸し靴1回50円。

小学2年生以下は利用不可。

大井町
大井町総合体育館
（バドミントン・卓球の個人
利用）

9:00～21:30
（小・中学生だけの利用は17:00
まで） 

第4月曜日
一般200円　小・中学生100円

（1回で2時間利用可）
※用具と体育館履きは持参（裸足は利用不可）

金子1970/☎82-9799 利用状況により使用できない場合有り。

松田町

寄
やどりき

七つ星ドッグラン 9:00～17:00 火曜日 大人（18歳以上）200円
小人（3歳～17歳）100円 寄5605/☎89-3113 入園料のみ無料。

犬はチケット対象外のため有料（1頭300円）。

寄清流マス釣り場 8:00～17:00 なし チケット利用により、釣り池で釣れた魚1
匹無料 寄5573/☎89-2321 別途さお・餌代500円が必要。道具の持ち込みは不

可。2匹目から有料（1,600円/kg）。

川音川パークゴルフ場 9:00～17:00（受付16:30まで） 月･木曜日
（祝日の場合は翌日） 1回9ホール50円、用具レンタル代は無料 松田惣領885/☎83-3331 小学2年生以下は利用不可。

小・中学生は、高校生以上の人が同伴。

西平畑公園内ふるさと鉄道 10:35～15:35
（土･日曜日、祝日のみ） 月～金曜日 中学生以上300円　3歳～小学生200円 松田惣領2951（西平畑公園内）

/☎84-0303
雨天運休。雨がやんだ後も、レールがぬれている場合
は運休となりますので、運行状況をご確認ください。

山北町

健康福祉センター
さくらの湯 10:30～21:00 木曜日 一般400円　3歳～中学生200円

（2時間利用可） 山北1971-2/☎75-0819 運動浴室も利用可（利用される際は、水着・水泳
キャップが必要）。

パークゴルフ場 9:00～18:00（受付16:30まで） 水曜日 一般200円　中学生以下100円
（1回18ホール、用具は無料貸し出し） 山北3313-4/☎75-3789 小学2年生以下は利用不可。

小学生は、中学生以上の人が同伴。

開成町 開成水辺スポーツ公園
パークゴルフ場 8:30～17:00（受付15:30まで） 木曜日 一般100円～300円　中学生以下50円～

150円（料金はコース数によって異なります） 吉田島2710/☎83-1331 小学2年生以下は利用不可。
小･中学生は、高校生以上の人が同伴。

箱根町

箱根町立郷土資料館 9:00～16:30 なし 一般200円　小･中学生100円 湯本266/☎0460-85-7601
（教育委員会生涯学習課郷土資料館）

小･中学生（個人）は土･日曜日、祝日無料（チケット不要）。
入館・入場は閉館時間の30分前まで。

箱根関所 9:00～17:00

なし

一般（中学生含む）500円　小学生250円 箱根1/☎0460-83-6635
小･中学生（個人）は土･日曜日、祝日無料（チケット不要）。
入館・入場は閉館時間の30分前まで。箱根町立森のふれあい館 9:00～17:00 一般（中学生含む）650円　小学生400円 箱根381-4/☎0460-83-6006

箱根ジオミュージアム 9:00～16:00 小学生以上100円 仙石原1251/☎0460-83-8140

真鶴町

中川一政美術館 9:30～16:30（入館16:00まで） 水曜日 一般600円　小学生～高校生350円 真鶴1178-1/☎68-1128 祝日の場合は開館。

遠藤貝類博物館 9:30～16:30（入館16:00まで） 木曜日 一般300円　小学生～高校生150円 真鶴1175-1/☎68-2111

お林展望公園
パークゴルフ場 9:00～16:00（受付15:00まで） なし（行事･天候などに

より、休場の場合あり）
一般（高校生以上） 200円　子ども（中学生
以下）100円 （1人1回18ホール分の料金） 真鶴1178-1/☎68-5501 小学生以下は保護者同伴。

湯河原町 湯河原海浜公園プール 9:00～17:00（入場16:30まで） なし 一般500円　小･中学生300円 門川11/☎63-0480 小学生同士の入場は16:00まで。

※�コピー・ダウンロードは無効。ポイントカード
との併用、再入場はできません。

駐車場無料利用券
平成29年7月21日（金）～8月31日（木）

わんぱくらんど・辻村植物公園

1回限り
有効

P
【対象】
小・中学生

1枚につき1人　コピー不可

小田原市 平成29年度 公共施設

無料チケット 【対象】
小・中学生

1枚につき1人　コピー不可

小田原市 平成29年度 公共施設

無料チケット

切り取り線

※大会･イベントなどで施設を利用できない場合があります｡
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2017（平成29）年　7月号　No.117912

イベント
7/16(日)
金次郎を学ぶ会
ID P22570  尊徳記念館 ☎36-2381

二宮金次郎の生誕日にちなみ、金次郎
を学ぶ会を開催します。
時期 13:00～15:00
場時 尊徳記念館3階講堂
内場  講座｢尊徳記念館ができるまで～
　  栢山における尊徳翁顕彰の歴史･戦

前編～｣、周辺史跡見学
定対 80人･当日先着順

7/20(木)～23(日)
布の絵本展
ID P20783  かもめ図書館 ☎49-7800

触って楽しい絵本を展示します。
時期 10:00～16:00
場時 かもめ図書館2階創作室
協力　 手づくり布えほん･布おもちゃ 

ぐるーぷ｢ぷっぷ｣

7/29(土)
おだわらスポーツフェスタ2017
ID P22582  申込 企画政策課 ☎33-1379

スポーツのスペシャリストを招いて、ス
ポーツの楽しさや新しい魅力を発見す
る体験イベント。参加賞もあります。
時期 13:30～15:30（受付13:00～）
場時 小田原アリーナ（メインアリーナ）
内場  

　※ 上記の他、フロアホッケーとボッ
チャ計5種目を体験できます。

対内 小学生100人･申込先着順
申講  7月26日（水）までに、電話で

7/29(土)
未来につなぐこれからの
公共施設シンポジウム
ID P22841  
公共施設マネジメント課 ☎33-1305

老朽化が進む公共施設を、どのように
次世代に引き継いでいくか考えます。
時期 10:30～12:30
場時 けやき2階ホール

7/29(土)
おだわら･コドモ･アートVol.16　
「お魚のお面をつくろう」
ID P22672  文化政策課 ☎33-1706

｢小田原みなとまつりプレイベント｣で開
催。親子で海の生き物のお面を作って
楽しみましょう。　
※申込不要
時期 10:00～12:00
場時 小田原地下街

ハルネ小田原
対内  小学生以上（小学4年生以上は子ども

のみの参加可）
講額  三ツ山一志さん（造形家･横浜市民

ギャラリー主席エデュケーター）

体験種目・講師

バスケットボール
岩屋睦子さん(アトラ
ンタ五輪など、国際
大会に多数出場)

バレーボール
吉 川 正 博 さ ん(元 バ
レーボール全日本女
子監督)

卓球
近藤欽司さん( ｢卓球
の愛ちゃん｣を指導。
世界選手権やオリン
ピック卓球監督)

7/29(土)
童謡 meets カリビアンミュー
ジック　ガーデンコンサート
ID P22559  文化政策課 ☎33-1709

音楽創造ワークショップの成果発表とし
て、日本の童謡とカリビアンミュージック
が融合した新しい音楽をお届けします。
北原白秋の作詞で知られる童謡をカリビアン
調にアレンジし、鍵盤ハーモニカで演奏します。
時期 14:00～15:00（予定）
場時 小田原文学館　※雨天時は市民会館
出持  音楽創造ワークショップ参加者の皆

さん、小西英理さん（鍵盤奏者） 他 
曲目　ゆりかごのうた 他
主ホ  おだわら文化事業実行委員会

8/2(水)～6(日)
ものづくり体験教室
ID P18065  申込 産業政策課 ☎33-1515

小田原の工芸職人やアーティストが、日
替わりで体験教室を開催します。
場時 小田原地下街ハルネ小田原
内場  

申講  産業政策課へ電話または市ホームペー
ジの申込フォームから　※申込先着順　
※空きがあれば、当日申し込み可

8/6(日)
第27回小田原みなとまつり
ID P22706  水産海浜課 ☎22-9227

時期 9:00～17:00
　※イベントによって異なります。
場時 小田原漁港とその周辺
内場 ●  相模湾のさわる

水族館（体験型
水族館）

● 相模湾ゆかい探検（漁船に乗って
相模湾をクルージング）

● 海の幸マルシェ（新鮮市場/物販コーナー）
●アジの干物づくり教室
● アユのつかみどり、親子アユ釣り体験
● みなとのステージ
● 小田原新名物かます棒販売

みなとまつりプレイベント
　日7月29日（土）10:00～12:00
　場時 小田原地下街ハルネ小田原
　内場  ミニタッチングプール、おだわら・コ

ドモ・アート

8/2
（水)

紙と自然素材を使った工作（1,000円）
寄
よせ

木
ぎ

ミニトレー（1,500円）
針山づくり（1,200円）
寄木写真立て（1,000円）

8/3
（木)

寄木キーホルダー・ストラップ（500円）
漆の研ぎ出し（3,000円）
鋳物風鈴（2,500円）

8/4
（金)

寄木カードゲームケース（1,500円）
寄木の標本づくり（1,500円）
紙と自然素材を使った工作（1,000円）

8/5
（土)

うちわづくり（1,000円）
寄木コースター（800円）
鋳物風鈴（2,500円）
キャンバスにお絵かき（500円）

8/6
（日)

グラスドール（1,000円）
木製万華鏡（1,500円）
キャンバスにお絵かき（500円）
寄木写真立て（1,000円）

①8/12(土)･②9/9(土)
植物観察会

申込 小田原の植物研究会・小宮
 ☎090-3596-7872

①箱根町 精進池･お玉が池
時期 9:00～16:00　集合　小田原駅

②千代の水田
時期 9:00～15:00　集合　小田原駅

定対 各20人･申込先着順
費定  100円（保険料）、バス代
申講  各開催日の約1か月前から　
関主  環境保護課

わんぱくらんど
わんぱくらんど管理事務所

☎24-3189

①うなぎ沢で水遊び
自然のせせらぎで、水遊びをしましょう。

日 期 7月15日（土）～8月31日（木）
10:00～15:00

※おむつ使用不可
②工作教室（こどもデザイン室）

使用済みの段ボールなどを使い、
自由な発想で工作します。
日 8月5日（土）10:00～12:00、

13:00～15:00
場時 西管理棟
定対 各20人･申込先着順
費定  300円（材料費）

③夏の星空観察会
わんぱくらんどの一番高い場所
で、星空を観察します。
日 8月18日（金）19:00～20:00
場時 あおぞら広場
対内 親子30組･申込先着順

④森の書道教室（うちわ作り）
うちわに習字をして、自分だけの
オリジナルうちわを作ります。
日 8月19日（土）10:00～12:00、

13:00～15:00
場時 西管理棟
定対 各30人･申込先着順
費定  200円（材料費）

⑤夏休み昆虫教室
夏休みの自由研究に、昆虫採集
と標本作りをしましょう。
日 8月26日（土）10:00～14:00
　※予備日8月27日（日）
対内 小学生以上20人
費定  1,000円（1人1作品）

申講  7月11日（火）から、電話または
ホームページで

ホE  http://odawara-jigyo-kyokai.
jp/wanpaku

清
せ い

閑
か ん

亭
て い

申込 清閑亭 ☎22-2834
場時 清閑亭（南町1-5-73）

11:00～16:00開館　※火曜休館

 ①鈴木一憲 ふだんつかいのもの展
陶芸作家である鈴木一

かず

憲
のり

さん
の、滋味豊かな、ふだん使いに
ぴったりな風合いの作品を展示
します。期間中、カフェスペースで
実際に使えます。

日 期7月13日（木）～24日（月）
 

②正井尊 絵画展
　床の間から見える景色

小田原出身の画家・正
まさ

井
い

尊
たかし

さん
のデジタル絵画作品展です。幻
想的な質感の作品が清閑亭と溶
け合う時間をお楽しみください。

日 期7月29日（土）～8月13日（日）

③浴衣で夕涼み～着方教室
浴衣のワンポイント着方教室の
後、お茶を飲みながら、うちわに
絵手紙をしたためます。
日 8月9日（水）17:00～19:00
定対 15人・申込制
費定  2,500円（浴衣レンタル別途

1,500円）
講額  佐藤宏子さん

7月21日（金）～8月31日（木）まで有効
▶小田原城天守閣 ▶常盤木門SAMURAI館 ▶小田原城歴史見聞館 ▶御幸の浜プール ▶いこいの森 ▶尊徳記
念館▶小田原文学館 ▶小田原フラワーガーデン ▶小田原アリーナ ▶体育センター温水プール▶体育センター
総合体育館 ▶足柄森林公園丸太の森 ▶広町パークゴルフ場 ▶大口河川敷パークゴルフ場 ▶南足柄市郷土資
料館 ▶中井中央公園パークゴルフ場 ▶大井町総合体育館 ▶寄ふれあいドッグラン ▶寄清流マス釣り場 ▶川音
川パークゴルフ場 ▶西平畑公園内ふるさと鉄道 ▶健康福祉センター さくらの湯 ▶山北町パークゴルフ場 ▶開
成水辺スポーツ公園パークゴルフ場 ▶箱根町立郷土資料館 ▶箱根関所 ▶箱根町立森のふれあい館 ▶箱根ジ
オミュージアム ▶中川一政美術館 ▶遠藤貝類博物館 ▶お林展望公園パークゴルフ場 ▶湯河原海浜公園プール

7月21日（金）～8月31日（木）まで有効
▶小田原城天守閣 ▶常盤木門SAMURAI館 ▶小田原城歴史見聞館 ▶御幸の浜プール ▶いこいの森 ▶尊徳記
念館▶小田原文学館 ▶小田原フラワーガーデン ▶小田原アリーナ ▶体育センター温水プール▶体育センター
総合体育館 ▶足柄森林公園丸太の森 ▶広町パークゴルフ場 ▶大口河川敷パークゴルフ場 ▶南足柄市郷土資
料館 ▶中井中央公園パークゴルフ場 ▶大井町総合体育館 ▶寄ふれあいドッグラン ▶寄清流マス釣り場 ▶川音
川パークゴルフ場 ▶西平畑公園内ふるさと鉄道 ▶健康福祉センター さくらの湯 ▶山北町パークゴルフ場 ▶開
成水辺スポーツ公園パークゴルフ場 ▶箱根町立郷土資料館 ▶箱根関所 ▶箱根町立森のふれあい館 ▶箱根ジ
オミュージアム ▶中川一政美術館 ▶遠藤貝類博物館 ▶お林展望公園パークゴルフ場 ▶湯河原海浜公園プール

※�コピー・ダウンロードは無効。ポイントカード
との併用、再入場はできません。

駐車場無料利用券
平成29年7月21日（金）～8月31日（木）

わんぱくらんど・辻村植物公園

1回限り
有効

P
切り取り線
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イベント
8/13(日)
夏休み親子自然観察会
ID P22840  
 申込 環境保護課 ☎33-1481

親子で魚取りを楽しみます。取った魚に
ついて先生が解説します。
時期 9:00～12:00　※小雨決行
場時 小田原アリーナ駐車場
費定  500円（資料代･保険料など）
持費  網、魚を入れる容器、魚取りのできる

服装、帽子着用
講額  勝
すぐ

呂
ろ

尚之さん（県内水面試験場主任
研究員）

主ホ  酒匂川水系の環境を考える会

8/19(土)
親子で作ろうゾートロープ
ID P22645
 申込 かもめ図書館 ☎49-7800

アニメーションの原点｢ゾートロープ（回
転のぞき絵）｣を作ります。
時期 9:30～12:00
場時 かもめ図書館2階創作室
対内 小学生以上の親子10組･申込先着順
申講  7月20日（木）9:00から、かもめ図書

館に直接または電話で
主ホ  小田原市事業協会

8/20(日)
野遊び探検
申込 美しい久野里地里山協議会･近藤 

☎35-4445

緑に囲まれ、豊かな自然が残る久野川
上流での川遊びイベントです。たき火を
使った料理も体験できます。
時期 9:30～15:00　
場時 久野地区
対内 親子20組･申込先着順
費定  1組1,000円　関主 農政課

こども
市立図書館たんけん隊
ID P20785  申込 市立図書館 ☎24-1055

市立図書館を探検して、折り紙などで
楽しく遊ぼう。
日 7月28日（金）10:00～12:00
対内  市内在住の小学1～3年生7人・申込

先着順
申講  7月14日（金）9:00から、市立図書館

に直接または電話で
※ 過去に参加された人はご遠慮くだ

さい。

夏休み一日図書館員
ID P20785  
 申込 かもめ図書館 ☎49-7800

図書館の仕事を体験しましょう。
日 7月27日（木）、8月1日（火）・3日（木）・

10日（木）10:00～15:00
　※いずれか1日を選んでください。
場時 かもめ図書館
対内  市内在住の小学4～6年生

各日6人・申込先着順
持費 弁当、水筒、筆記用具
申講  7月14日（金）9:00から、かもめ図書

館に直接または電話で

調べる学習チャレンジ講座
ID P20728

 申込 かもめ図書館 ☎49-7800

本の探し方やまとめ方を学びながら、自
分で調べる力を身につけます。
①日 7月22日（土）9:30～11:30

対内  市内在住・在学の小学1・2年生と
その保護者20組・申込先着順

②日 7月22日（土）13:30～15:30
　対内  市内在住・在学の小学3～6年生

　20人・申込先着順
　講額  藤田利江さん（全国学校図書館協議

会・学校図書館スーパーバイザー）
場時 かもめ図書館
申講  7月10日（月）9:00から、かもめ図書

館に直接または電話で

よみきかせ夏のおたのしみ会
ID P18191  市立図書館 ☎24-1055

かもめ図書館 ☎49-7800

よみきかせボランティアの皆さんが、 
｢夏のおたのしみ会」を開きます。参加自
由です。ぜひ遊びに来てください。
●市立図書館　
　日 7月15日（土）15:00～16:00
　内場  パネルシアター、大型えほん、大型

かみしばい、ブラックシアター
　出持  すずの会
●かもめ図書館　
　日 8月5日（土）
　幼 児の部（3歳くらい～）　 

14:00～14:30
　小学生の部　15:00～15:40

　場時 かもめ図書館1階こどもクラブ室
　内場  パネルシアター、大型えほん、大型

かみしばい、おはなしなど
　出持  すずの会、ピーターパン

昼のミニコンサート
ID P03885   文化政策課 ☎33-1706
「爽やかなマチネをご一緒に…」

日 7月26日（水）12:20～12:40
場時 市役所2階談話ロビー
出持  

曲目　 サマータイム（オペラ「ポーギー 
　とベス」より）、マイ・フェア・レ 
　ディ　他

上府中公園
上府中公園管理事務所 ☎42-5511
●親子であおぞら工作室

木の実や枝、廃材などを使い、工作
を楽しみましょう。
日  7月2日（日）、8月6日（日）･20日（日） 
　10:00～15:00　※雨天中止
場時 親水広場　
対内 小学生以下（要保護者同伴）

●おもちゃ作り教室
日 7月9日（日）･23日（日）･30日（日）
　8月13日（日）･27日（日）
　10:00～12:00、13:00～15:00 
　※雨天中止
場時 親水広場
対内 小学生以下
費定  100円～300円（材料費）
　※ 作るものにより金額が異なります。

●カミイチ（かみふなかクラフト市）
手作りのクラフト品を中心に出店。
日 7月29日（土）16:00～20:30　

※荒天中止
ホE  https://www.facebook.com/

kamiichi2012

フラワーガーデン
小田原フラワーガーデン ☎34-2814
●朝市 （売り切れ次第終了）

日 毎週日曜日10:00～15:00
●なるほど園芸講座

7月のテーマは｢果樹の夏季剪
せん

定｣。
日 7月16日（日）10:30～11:30
　※ 家庭の園芸植物の相談は、

11:30～12:00の｢みどりの相
談所｣で受け付けます。

講額  大坪孝之さん

わんぱくらんど
わんぱくらんど ☎24-3189

●竹細工教室
竹とんぼやぶんぶんゴマを作って、
遊びましょう。
日 毎週土･日曜日
　9:30～12:00、13:00～15:00
　※実施しない日もあります。
場時 冒険の丘
費定  400円（材料費）

二宮尊徳生家のいろり燻蒸
ID P07325  尊徳記念館 ☎36-2381

二宮尊徳生家のいろりに火を入れて、
けむり燻

くん

蒸
じょう

を行います。
二宮尊徳いろりクラブのメンバーが
生家の由来などについて説明します。　
※見学自由　
日 7月22日（土）、8月12日（土）　

9:00～11:30
場時 二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）

UMECO
UMECO ☎24-6611

●ティーサロン
国際交流イベント「タイ国を知ろう」
を開催。タイの文化、観光、食、衣装
などを紹介します。
日 7月8日（土）13:00～16:00
場時  U

う

M
め

EC
こ

O活動エリアA1～3・B1
～3

費定  300円（お茶菓子代）
講額  セリーパープ

●子育てほっとサロン
水だけで字が書ける不思議な書道

「水
すい

書
しょ

」で、親子一緒に遊びましょ
う。
日 8月16日（水）10:00～11:30
場時 UMECO会議室1～3
費定  子ども1人につき300円
講額  書道指導者育成協会
申講  7月19日（水）から、電話で

ホE  http://umeco.info/

小田原競輪開催日
事業課 ☎23-1101

●小松島記念（GⅢ）場外
日 期7月6日（木）～9日（日）
●報知新聞社杯（FⅠ）
日 期7月26日（水）～28日（金）
●弥彦記念（GⅢ）場外
日 期7月29日（土）～8月1日（火）
●オールスター（GⅠ）場外（いわき平）
日 期8月11日（祝）～15日（火）

月例イベント

フラワーガーデン
フラワーガーデン ☎34-2814

 ● アロア･ワッド探検隊“正隊員”
トロピカルドーム温室の魅力展
現在125人となったアロア･ワッ
ド探検隊正隊員が書いたレポー
トをおひろめします。

日 期7月1日（土）～30日（日）
　 9:00～17:00（30日は15:00まで）

●7月の3連休イベント
大人気の｢踊る噴水｣を実施中。
｢竹でつくる水鉄砲作り｣や｢ブ
ルーべリー摘み体験｣などのイベ
ントもあります。

日 期7月15日（土）～17日（祝）
●コットンキャンディーサービス

トロピカルカラーの綿あめを手作
りします。

日 期 7月15日（土）～9月10日（日）の
土・日曜日、祝日

対内  トロピカルドームに入場した中
学生以下

上府中公園
上府中公園管理事務所 ☎42-5511

●プレイパーク
日 期7月27日（木）～29日（土） 

　10:00～16:00
　（29日は15:00まで）
場時 多目的広場周辺

上島育さん
（ヴァイオリン）

菊地貴子さん
（ソプラノ）

佐野伸子さん
（ピアノ）
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こども
おだたんひろば
ID P01981   子育て政策課 ☎33-1874

小田原短期大学 ☎22-1303

小田原短期大学が運営。親子で一緒に
遊んだり、おしゃべりをしましょう。
日 7月5日（水）・19日（水）10:00～11:30
場時 小田原短期大学体育館
対内 入園前の子どもとその家族
持費 体育館で使用する上履き

ぴよぴよくらぶ
ID P03637  子育て政策課 ☎33-1874

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。直接会場にお越しください。
日 8月3日（木）10:00～11:30
場時 マロニエ
内場 海や川で魚とあそぼう！
対内 入園前の子どもとその家族
費定  子ども1人100円（材料費）
問関  ぴよぴよくらぶ・椎野
　（☎090-6303-0861）

子ども映画会と金次郎のおはなし
ID P07859  尊徳記念館 ☎36-2381

楽しい映画のあとに、みんなで尊徳記
念館を探検します。
日 7月23日（日）14:00～14:45
　（開場13:50） 
場時 尊徳記念館
　1階視聴覚室
内場 ●映画「火男」
　 「織姫と彦星」

●尊徳記念館探検ツアー
定対 60人・当日先着順

夏のエコ･クッキング
ID P22696  
申込 おだわらスマートシティプロジェクト
 事務局（環境政策課） ☎33-1472    

環境にやさしいライフスタイルを、旬の食
材を使った料理を作りながら学びます。
日 8月6日（日）10:00～13:30
場時  小田原ガスショールームエコリア 

ダイナシティ店
内場 スパイシーチキン、夏野菜のグリル 他
対内  小学生12人･多数抽選（1～3年生は

保護者同伴）
費定  500円（材料費）
申講  7月21日（金）までに、電話で
※ ｢エコ･クッキング｣は東京ガス（株）の

登録商標です。

どきどきタイムトラベル2017
ID P22747   申込 郷土文化館 ☎23-1377

粘土をこねてから焼くまで、本格的な方
法で、世界で一つ、自分だけの縄文土
器を作ります。親子での参加も大歓迎。
①土器の形作り

日 7月22日（土）･23日（日）
　9:30～16:00
場時 郷土文化館

②土器焼き
日 8月19日（土）
　9:00～16:00
場時 三の丸小学校
※雨天の場合は20日（日）に延期
①②共通
対内  3日間とも参加できる小学生以上20

人･申込先着順
※小学3年生以下は保護者同伴

費定  1,000円（材料費） 
申講  直接または電話で

スポーツ
市民総合体育大会

体育協会 ☎38-3310

日 開会式　7月12日（水）
　地区対抗競技　7月17日（祝）・
 23日（日）･30日（日）
　オープン競技　7月22日（土）
場時 小田原アリーナ 他
詳しくは、ホームページをご覧ください。
ホE  http://www.odawara-taikyo.or.jp

ドッジボール大会
体育協会 ☎38-3310

日 8月29日（火）8:45受付
場時 小田原アリーナ
内場  低学年の部（1～3年生）、高学年の部
（4～6年生）の2部。13人で1チーム
を編成

対内 県西地域2市8町に在住の小学生
費定  1人500円（傷害保険料含む）
申講  7月10日（月）～8月4日（金）に電話で

申し込み後、申込書と参加料を添え
て小田原アリーナ窓口に提出

※個人での参加も可能です。

トレーニングルーム
利用者講習会〈8月分〉
申込 ①小田原アリーナ ☎38-1144
申込 ②スポーツ会館 ☎23-2465

①小田原アリーナ
日 毎週月曜日 14:00～15:00
　毎週火曜日 11:00～12:00
　毎週木曜日 19:00～20:00
　毎週日曜日 11:00～12:00
　※ 8月27日（日）～29日（火）を除く
対内 高校生以上各日15人･申込先着順
申講  7月15日（土）9:00から
ホE  http://odawaraarena.main.jp/

②スポーツ会館
日 8月2日（水）18:30～19:30
　8月12日（土）･31日（木）
　14:00～15:00
対内 高校生以上各日8人･申込先着順

小田原球場
〈7月1日～8月14日〉

小田原球場 ☎42-5511

※ 大会開催時は、一般利用ができない
こともあります。詳しくは、小田原球
場にお問い合わせください。

ホE  http://odawara-jigyo-kyokai.jp/kouen/

7月  1日（土）
8月  5日（土）

小田原野球選手権大会
代表決定戦

7月 2日（日）
8日（土）
9日（日）

小田原足柄下地区
中学校総合体育大会

7日（金） 小田原ナイター2017

12日（水）
～22日（土）

全国高等学校野球選手権
神奈川大会

23日（日）
25日（火）
26日（水）

県西ブロック
中学校軟式野球大会

7月29日（土）
8月  6日（日）

マスターズ甲子園
2017神奈川大会

8月  1日（火）
～  4日（金）

東日本医科学生
総合体育大会

13日（日） 一般開放

第3回おだわらジュニア
水泳競技大会

体育協会 ☎38-3310

この大会は、第48回小田原市少年水泳
競技大会、第67回小田原近郷中学校
水泳競技大会を兼ねています。
日 8月6日（日）8:00受付
場時 御幸の浜プール
種目

● 小学3･4年生の部と5･6年生の部
男女

●中学生の部男女

対内  県西地域2市8町に在住･在学の小
学3～6年生男女、県西･湘南地域に
在住･在学の中学1～3年生男女
※リレーを除き1人3種目以内

費定  1人500円（傷害保険料含む）
申講  7月25日（火）までに、所定の申込書で
詳しくは、ホームページをご覧ください。
ホE  http://www.odawara-taikyo.or.jp

体育協会各種教室
申込 体育協会 ☎38-3310

①短距離走スピードアップ教室
日 8月12日（土）･13日（日）
　9:30～11:00（全2回）
場時 城山陸上競技場
　※雨天時はトレーニングルーム
対内 小学3～6年生30人･申込先着順
費定  1,000円（傷害保険料含む）
申講  7月28日（金）までに、電話で

②ジュニア＆レディーステニス教室
日 7月27日～8月5日の木･土曜日、 

8月7日（月）、11日･18日の金曜日
　9:00～11:00（全7回）
　※予備日:8月23日（水）
場時 小田原テニスガーデン
対内  ジュニアの部　小学4～中学3年

生40人･申込先着順
レディースの部　16歳以上の女
性20人･申込先着順

費定  4,000円（傷害保険料含む）
申講  7月21日（金）までに、電話で

③苦手克服教室（器械体操）
逆上がりや跳び箱、マットでの前転が
できるようになることを目標にします。
日 8月1日（火）～9日（水）の平日（全7回）
　1コース　13:15～14:15
　2コース　14:30～15:30
場時 小田原アリーナ
対内  県西地域に在住・在学の小学3～6

年生　各10人･申込先着順
費定  各コース5,000円（傷害保険料含む）
申講  7月14日（金）までに、電話で

種目 小学生 中学生

自由形

50m・100m
200m（5・6年
生のみ）

50m・100m
200m・400m
800m（男子の
み）

平泳ぎ 50m・100m 100m・200m

背泳ぎ 50m・100m 100m・200m

バタフライ 50m・100m 100m・200m

個人
メドレー 200m（50m×4）

リレー 50m×4人 100m×4人

メドレー
リレー 50m×4人 100m×4人

●妊婦さんの集いの場　　　　　　
妊婦さんが集まって、出産や子育て
について気軽にお話しします。
日 7月21日（金）14:30～16:00
場時 いずみ　※助産師が参加します。

●赤ちゃんひろば
5か月までの乳児と保護者と妊婦さ
ん限定ひろばです。
日 7月14日（金）14:30～15:30
場時 マロニエ

●赤ちゃんデー
6か月までの乳児限定ひろばです。
日 ①7月13日（木）10:00～11:45
　②7月15日（土）10:00～12:00
　③7月21日（金）13:00～15:00
場時 ①おだぴよ②マロニエ③いずみ

●赤ちゃんデー
0歳児とママの会です。上の子も一緒
に参加できます。妊婦さんもどうぞ。
日 7月14日（金）10:00～11:00
場時 こゆるぎ　定対 15組
申講  こゆるぎに電話で

●ヨチヨチデー
7～11か月の乳児限定ひろばです。
日 ①7月11日（火）10:00～12:00
　②7月26日（水）10:00～11:00
　③7月28日（金）13:30～15:30
場時 ①マロニエ②いずみ③おだぴよ

●専門職相談日
①栄養士
　日7月4日（火）10:00～12:00
②臨床心理士
　日 7月5日（水）10:00～12:00
③小児科医師
　日 7月24日（月）13:30～15:30

　場時 ①②マロニエ③おだぴよ

※ 申し込みが必要なもの以外は、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
ID P02036  子育て政策課 ☎33-1874

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

▶ 県立小田原
　城北工業高校
　デザイン科卒
　山田栞

しおり

さん
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8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

事業名 対象･実施日など

4か月児健診 平成29年4月生
9･18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28年1月生　
2･8･24日

2歳児歯科健診 平成27年7月生
3･22日

3歳児健診 平成26年1月生　
4･10･23日

いきいき親子
育児相談 1日

親子心理相談 就学前の親子
（電話申込制）

熱中症予防の早期対応
神奈川労働局労働基準部健康課 

☎045-211-7353

● 夏場は暑くなくても、水分と塩分を十
分補給する

● 作業の途中に、十分な休憩を取る
● 職場にWBGT測定器を設置し、WBGT

値による作業管理を徹底する
● 熱中症の疑いで休むときは必ず見守

る人がつき、変調を感じたらすぐに医
師の診断を受ける

関主  産業政策課

すこやか健康相談（電話申込制）
脂質異常症、高血圧、糖尿病などの生
活習慣病、その他の健康に関する相談
に保健師･栄養士がお答えします。
日7月18日（火）13:30～15:30

献血
●ダイナシティイースト

日 7月9日（日）・16日（日）・17日（祝）・
23日（日）

　10:00～12:00、13:30～16:00
●フレスポ小田原シティーモール

日 7月30日（日）
　10:00～12:00、13:30～16:00

健康
健康カレンダーと併せてご覧ください。
ID P22330  

保健センター（健康づくり課） ☎47-0820

スポーツ
テニスガーデンテニス教室
小田原テニスガーデン ☎37-4712

週1回、月4回の月謝制のプロコーチ
による硬式テニススクールです。現在、
ジュニアクラスを強化中。経験豊富な
コーチが親切丁寧に指導。体験レッス
ンも随時受付中です。
ホE  http://odawaraarena.main.jp/

海水浴場･プールがオープン
ID P22923  ①観光課 ☎33-1521
ID P07850  ②スポーツ課 ☎38-1148

①御幸の浜海水浴場･江之浦海水浴場
日 期7月15日（土）～8月31日（木）

　（江之浦海水浴場は27日（日）まで）
　9:00～17:00
※ 御幸の浜海水浴場には駐車場が

ありません。江之浦海水浴場には
有料駐車場があります。

※ 喫煙場所以外での喫煙は不可
②御幸の浜プール
日 期7月15日（土）～8月31日（木）

　9:00～17:00
費定  大人250円、小･中学生100円
※7月15日（土）は無料

※臨時駐輪場があります。

小田原アリーナの主な行事
予定〈7月1日～8月14日〉

小田原アリーナ ☎38-1144

※ イベント開催時は、一般利用ができな
い場合有り。7月24日（月）は休館日

日程 内容
使用アリーナ
メイン サブ

7月 1日（土）全日本シニア選手権
予選会（バドミントン） ○ ○

2日（日）おだわらキッズ
マラソン大会 ○ ○

8日（土）

小田原・足柄下地区
中学校総合体育大会

（バスケットボール）
○

青少年交流事業
チャレンジアンドトライ ○

9日（日）

小田原地区クラス別
個人卓球大会 ○

担い手育成事業
（自治会長研修） ○

12日（水）小田原市
総合体育大会開会式 ○ ○

15日（土）県ミニ地区選抜交歓
大会（ミニバス） ○

16日（日）
17日（祝）

小田原・足柄下地区
中学校総合体育大会

（バスケットボール）
○

21日（金）県西ブロック中学校総合
体育大会（バドミントン） ○

22日（土）Fリーグ ○
22日（土）
23日（日）
30日（日）

小田原市民
総合体育大会 ○ ○

29日（土）おだわらスポーツ
フェスタ ○ ○

8月3日（木）49ERSカップ
（バスケットボール） ○

5日（土）
6日（日）Fリーグ ○ ○

7日（月）
～9日（水）

関東中学校
バドミントン大会 ○ ○

10日（木）小田高富樫杯
（バスケットボール） ○

14日（月）高校小田原カップ
（バスケットボール） ○

食で生き生き！栄養教室
ID P03391  申込 高齢介護課 ☎33-1826

元気な体を作るため、｢たんぱく質｣の効
果的な摂

と

り方を学ぶ講義と、調理実習
を行います。
日 ①8月21日（月）10:00～13:00
　②9月1日（金）10:00～13:00
場時 ①保健センター②けやき
対内  市内在住の65歳以上20人程度･申

込先着順
費定  500円（食材費）
持費 エプロン、三角巾、布巾
申講  ①7月14日（金）～8月7日（月）
　②7月14日（金）～8月18日（金）
共催　小田原創友クラブ

子宮頸がんを知ろう！
子宮頸

けい

がんになる人は以前に比べ若
く、20歳代後半から30歳代の人が多く
なっています。
早期発見や健康管理のためにも検診を
受けることが大切です。
市の検診は、20歳以上の女性を対象に
しています。ぜひこの機会に子宮頸が
ん検診を受けましょう！

がん集団検診（電話申込制）
●胃がん集団検診

7月12日（水）小田原アリーナ1階入り口前

7月15日（土） 保健センター

● 乳がん（マンモグラフィ併用検診）、
子宮頸がん集団検診

7月23日（日） 保健センター

みんなで市民体操
｢おだわら百彩｣
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」のレッスンをします。
いそしぎ
日 7月25日（火）14:00～15:30
定対 各20人･申込先着順
持費 室内履き、飲み物、タオル
※ 体操ができる服装でお越しください。

親と子の料理教室
小田原市食生活改善推進団体 

☎・FAX43-2293

日 8月26日（土）10:00～12:00
場時 保健センター2階調理実習室
内場 講話、調理実習
対内  市内在住の5歳～小学生と保護者　

12組･申込先着順
費定  保護者300円、子ども200円
持費  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、子ども用
室内履き

講額  小田原市ヘルスメイト（食生活改善推
進員）

申講  8月10日（木）までに、親子の氏名、年
齢、連絡先、アレルギーの有無を書い
てファクスで

関主  健康づくり課

ママパパ学級
ID P01994  
 申込 健康づくり課 ☎47-0820

妊婦さんとパートナーが、講義やグルー
プワーク、　　実習を通じて、妊娠・出
産・育児について学びます。
●赤ちゃんとの生活　その2

日 7月14日（金）13:20～15:30
場時 保健センター
内場  沐
もく

浴
よく

・お着替え体験、出産後のここ
ろの変化、泣いたときの対処法

対内  妊娠20週以降の妊婦とパートナー
　（妊婦のみも可） 24組
持費  母子健康手帳、筆記用具、エプロ

ン、手拭きタオル
申講  前日までに、電話で

　　※ 定員に達したときはお断りする
場合もあります。

●妊娠中の過ごし方
日 7月31日（月）13:20～15:30
場時 保健センター
内場  こころとからだの変化、栄養の話、

分べんの流れ
対内  妊娠20週以降の妊婦とパートナー
（妊婦のみも可）

持費 母子健康手帳、筆記用具
申講  7月28日（金）までに、電話で

内科（※） 小児科（※） 耳鼻咽
いんこう

喉科 眼科 歯科

7月2日（日） ○ ○ ○ ○ ○
9日（日） ○ ○ ○ - ○
16日（日） ○ ○ ○ ○ ○
17日（祝） ○ ○ ○ - ○
23日（日） ○ ○ ○ - ○
30日（日） ○ ○ ○ - ○

8月6日（日） ○ ○ ○ ○ ○
11日（祝） ○ ○ ○ ○ ○
13日（日） ○ ○ ○ - ○

●休日診療（日中）
　受付   8:30～11:30（歯科9:00～）
 13:00～15:30

場時 保健センター　持費 健康保険証

●準夜間診療　※内科・小児科のみ
　受付 平日19:00～22:00 
　 土・日曜日、祝日 18:00～22:00 
●連絡先
　休日・夜間急患診療所 ☎47-0823 
　休日急患歯科診療所 ☎47-0825 
　休日・夜間急患薬局 ☎47-0826 
●休日・夜間の急患への病院案内 
　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
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　グループホームの生活は、入居者それぞれに部屋があり、風呂やトイ
レ、食堂などは共同で使うのが一般的です。竹の子ホームでは、一人一人
の時間を大切にしながらも、夕食は全員で食卓を囲み、入居者同士の談
話を楽しみます。グループホームの行事として、
日帰り旅行に行くこともあります。
　入居者の生活はさまざまで、平日は一般企業
で働いている人もいれば、簡単な仕事をする作
業所に通っている人もいます。休日はスポーツで
汗を流したり、自立を目指して料理や掃除に取り
組んだりしています。

・休んでいる脳や身体が動き出し、勉強や仕事の集中力が高まります！
・1日25時間で動いているといわれる体内時計が、24時間のリズムに

戻ります！

　毎日朝食を食べている市民の割合は20歳代が一番低く、6割しかい
ませんでした（平成28年度「食と健康」に関する市民アンケート調査）。
　朝食を食べていない人は、おにぎりやパン、ヨーグルト、バナナなど
｢一口だけでも食べる｣習慣をつけましょう。

●時間がない！そんな朝でも一口は

①にんじんをピーラーでうす切りにし、キャベツは千切りにする。
②フライパンでサラダ油を熱し、にんじん、キャベツの順に入れて炒

め、塩こしょうで味付けする。
③②の真ん中をへこませ、卵を中央に落とし、フライパンのふちから水

を入れて、蓋をして好みの固さになるまで蒸し焼きする。

忙しい朝でもパパッと作れるレシピを紹介

健康的に長生きするため、見て、すぐ実践
できる食事や運動をご紹介！

健康づくり課 ☎47-0820

　5月26日、三鷹市の国立天文台にて「江之浦測
候所」オープンの記者会見が開かれました。構想か
ら十数年を経て、この10月、相模湾を見下ろす江
之浦の丘にいよいよ姿を現す、世界的に活躍され
ている現代美術作家・杉本博司さんの創作活動の
集大成となる拠点施設です。小田原から国の内外
に日本文化の精髄を発信する強力な磁場となり、
小田原のアートシーンにも大きなインパクトを与え

ることでしょう。
　もとより小田原では、古

いにしえ

からのさまざまな営みの
中で、多彩な芸術文化が幾層にも積み重なってきま
した。時は巡り、それは今の時代に、また新たな息吹
をもはらんで、展開し始めているようです。
　昭和23年にスタートした「小田原市美術展覧
会」略して「市展」には毎年、絵画・書道・写真・工
芸・彫塑の各部門で数多くの出品があります。70回
を数えた今年、70回記念大賞や市長賞など各賞に
選定された各分野の作品からは、市民の皆さんによ
るアートの力量の高まりを感じました。
　「無尽蔵プロジェクト」における「市民による芸術
文化創造」チームの活動はその後も継続され、今年
も「小田原城アートNOW2017」と題した、街なか
を多彩なアートで彩る作品展が、6月の約1か月間、
お城や中心市街地を舞台に開催されました。「身近
にアートのある街」へ、活動はさらに広がりそうです。
　障がいのある若者たちのアート活動を進めてい
るNPO法人「アール・ド・ヴィーヴル」の取り組み

も、年々メンバーの個性が次第に色濃く発揮され、
かつその表現方法も多彩に。今年の企画展も充実
しており、メンバーの作品は市内店舗やオフィスな
どで日常的に飾られるようになっています。
　この5～6月だけでも、上記のような「可能性」と
出会いました。むろん、演劇・音楽・舞踊・茶華道な
ど、多彩な分野での活動も小田原では盛んに行わ
れています。
　昨今は、地方における「芸術祭」が盛んで、私も
2013年の「瀬戸内国際芸術祭」、2015年の「大
地の芸術祭 越後妻有 アートトリエンナーレ」に夏
休みを兼ねて足を運び、潜在する地域の力を呼び
起こすアートの役割を強く感じました。もとより地域
資源に恵まれ、アートのポテンシャルが高い小田原。
さまざまな切り口の活動が活性化してきた今、小田
原のアートが持つ可能性を、地域全体としてハッキ
リと意識し、組み立て、発信するしおどきのように思
えます。2019年・2020年に向け、小田原版「芸術
祭」も構想してみたいものです！

アートの可能性

S H I S E I

朝食を食べると…

朝食
<簡単編>

ごはんに乗せても、
パンに挟んでも

おいしい！

障がいなどで生活に困難を抱えた人が、専門スタッフの援助を受けながら生活
をする社会的介護の形態。

グループホーム（共同生活援助）とは

 グループホームの生活
 （社会福祉法人 明星会 竹の子ホーム）

　竹の子ホームでは、防災訓練や夏祭り、清掃活動、敬老会に進んで
参加しています。ホームのようすを伝える広報紙「竹の子だより」を入
居者自ら近隣住民に配布するなど、地域社会とのつながりを大切にし
ています。

地域の中で「顔」が見える交流を

竹の子ホーム
管理者

清
き よ

田
た

聡
さとし

さん 

　入居者には、いずれは自立した生活が送
れるように、多くの地域住民とつながりを
持ってほしいです。これからも、地域に愛さ
れるホームにしていきたいと思います。

一人一人が社会の一員に

〜誰もが認め合う社会の実現のため、私たちにできることとは〜

いまをともに生きる

心のバリアフリー

巣ごもり卵（1人分）

・にんじん	 15ｇ
・キャベツ	 1/2枚
・卵	 1個
・塩こしょう	 適量
・サラダ油	 適量
・水	 大さじ1

Vol.1




