
市内在住、戌年の越野さん。
お腹の中には、この1月に出産予定の赤ちゃんがいます。

今年も、皆さんの笑顔が続いていくよう、
職員一同、住みよい小田原を目指します。

今年
もワン！ダフルな一年を

今年
もワン！ダフルな一年を

今年
もワン！ダフルな一年を

ワン！ ワン！

‐ボクも戌年、ママも戌年‐
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　昨年は、第5次小田原市総合計画「おだわらTRYプラ
ン」後期基本計画の6年間がスタートした年でした。前期で
積み上げてきた課題解決の歩みに加え、「持続可能な地
域社会モデルの実現」を目標に据え、９つの重点テーマに
基づき、まちづくり・人づくりのさらなる推進が始まりました。
　そのような中、生活保護行政上の不適切な行為が大き
な問題となったことを契機と捉え、「いのちを大切にする小
田原」こそ市政の原点であることを確認するとともに、お互
いを認め合い、支え合い、歓

よろこ

びや楽しみだけでなく、苦労
や痛みも分かち合いながら、誰もが安心して暮らすことの
できる社会を創らねばという決意を新たにしました。
　一方、欧米諸国における不安定な政情や、東アジアに
おける軍事的緊張の高まりなど、世界情勢が混迷の様相
を深める中、平和祈念式典や平和首長会議に参加すべ
く訪ねた長崎では、平和への祈りの深さに感銘。また、民
間団体による青少年交流が進められてきた中国・安陽市、
韓国・済

ちぇじゅ

州市への訪問では、地方都市や市民のレベルで
の信頼関係こそ平和の礎になると確信。足元から平和を
創り出していく大切さを胸に刻んだ年でもありました。

　永年の懸案であったいわゆる三大案件については、
「小田原地下街ハルネ小田原」が市民や観光客に親し
まれ好調のうちに3周年、お城通り地区再開発事業も「お
だわら市民交流センターU

う め こ

MECO」がにぎわいの中に2周
年を迎え、広域交流施設の建設がこの春から始まる予定
であり、紆

う

余
よ

曲折を経た市民ホールも優先交渉権者が決

定し、いよいよ事業実現へと進みます。この他、城山陸上
競技場がリニューアルオープン、小田原漁港西側の交流
促進施設も建設が始まるなど、各整備事業は着実に進展
しています。
　持続可能な社会を支えるうえで鍵となる地域での取り
組みも、数年間の歩みを踏まえた「地域コミュニティ組織
基本指針」を策定。目指すべき姿を市民と行政が共有し、
協働によるまちづくりをより一層進めていくこととなります。
　天守閣リニューアル後の来訪客増加を捉えた観光振
興策、再生可能エネルギーや環境保全活動でのさらなる
チャレンジ、活発な市民活動の育成と協働の推進、地域
福祉をはじめさまざまな分野での担い手育成、老朽化す
る公共施設の再編や各種インフラの整備など、幾つもの
分野で官民連携などによる取り組みが進みます。
　一昨年からの「小田原市・南足柄市『中心市のあり方』
に関する任意協議会」の結論から、私は南足柄市との合
併は望ましいとの見解を明確にし、市民アンケートでも多
くの皆さんの賛意を頂きました。南足柄市の「合併を見送
る」との判断は極めて残念ですが、中核市移行や広域連
携についても検討を加え、県西地域の中心市として権能
強化を目指します。
　この5月には、市長就任後10年という節目を迎えます。こ
れまで皆さんとともに多くの種をまき、育んできた取り組み
は、さまざまな分野で開花し、実を結んできました。今年も、
人 と々の出会いやつながりを大切にしながら、一つ一つの
取り組みを丹念に進め、将来都市像「市民の力で未来を
拓く希望のまち」をより一層具現化していきます。
　本年も、明るく健やかで、稔

みの

り多き一年となりますよう、皆
さんのご多幸をお祈りします。

「市民ホール」
 優先交渉権者を決定！

西側イメージ

小田原市長
加藤 憲一

明けましておめでとうございます

2018新春メッセージ

　市では、老朽化した市民会館に代わり、新たな芸術文化創造の拠点と
なる｢市民ホール｣の整備を進めています。
　昨年12月9日、公募型プロポーザルの1次審査を通過した3事業者の
提案内容について、公開プレゼンテーションと最終審査を実施。優先交
渉権者として、「鹿島建設・環境デザイン研究所共同企業体」を選定しま
した。
　平成30年度に設計、31年度から32年度に建設工事を行い、33年秋
のオープンを目指します。

まちの回遊性を高め
にぎわいの創出に
つながる東西通路

豊かな響きを
持つ大ホール

多目的な利用が
可能な小ホール

城址公園の景観を
楽しむことができるホワイエ

持続可能な小田原へ

支え合い、分かち合う

着実な進展、そして結実へ

文化政策課 ☎33-1702 WEBID P23660

まちを活性化する「新しいにぎわい拠点」
清々しい「凛

りん

とした佇
たたず

まい」

さまざまな
イベントが行われる
ホール前広場
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　昨年を振り返ると、緩やかな景気回復基調の中、日経
平均株価の上昇、働き方改革実現に向けた取り組みの
進捗、ＡＩやＩоＴなどの先端技術がより身近なものにな
るなど、各分野において、日本の将来に革新と光明を感
じさせる出来事がありました。一方、製造業における相
次ぐ不正問題など、これまで築き上げてきた「メイド・イン・
ジャパン」の誇りや信頼を揺るがす出来事もありました。
　また、国外では、北朝鮮の核・ミサイル問題、諸外国と
の経済連携・貿易協定の交渉などがあり、我が国を取り
巻く国際状況は、大きく変化しています。
　社会が大きく変わりゆく中、本市においても、時勢を的
確に捉え、変化や決断を恐れず、市政に取り組む必要
があります。

　近年、我が国では、人口減少と少子高齢化への対応
が課題となり、介護や子育てなどの福祉、都市機能の在
り方、税制、働き方改革など、取り組みは多岐にわたり、
本市においても、人口が減少する中での市政運営が求
められています。
　市議会としても、少子高齢化への対応とともに、次世
代を担う若者や子育て世代への支援、定住促進など、
未来を見据えた施策の必要性を強く感じるところです。

　本市は、人口減少時代における安定的な行政サービ
スの提供体制の構築に向けて、中心市強化の方策や
新たな広域連携体制などについて、検討・協議を重ねて

きました。今後は、これらの協議から得られた知見などを
基に、より深い議論を行い、方向性を見出す段階へと進
みます。
　市議会でも特別委員会を設置し、他市の事例などを
含め、さまざまな調査を行ってきました。小田原の、そし
て県西地域のよりよい未来につなげていくため、引き続
き調査・検討を進めていきます。

　昨年9月には、本市において「九都県市合同防災訓
練」が実施され、地域住民をはじめ、県内外の消防、警
察、自衛隊、在日米軍など多くの人に、ご参加、ご協力を
いただきました。
　発災時においては、自助共助の考え方が大切である
ことは広く知られていますが、地域に暮らす住民同士の
人と人との結びつき、そして、関係機関との連携などの
重要性を改めて認識する、大変意義深い訓練となりま
した。
　市議会としても、市民の生命や財産を守るため、災害
に対して、しっかりした備えと対応が図られるよう、取り組
んでいきます。

　激動たる時代の変化の中、皆さんのために取り組む
べき課題は数多くあります。
　小田原市議会は、本年も皆さんの幸せを第一に考
え、市政の発展に努めていきますので、今後ともご理解
とご協力をお願いします。
　平成３０年が皆さんにとって明るくよい年であるよう、
皆さんのご健勝とご多幸を心より祈念します。

オープンロビーイメージ

大ホール内観イメージ

小田原市議会議長
加藤 仁司

2018年のスタート。
混迷の時代の中、市を代表する二人が、「市民の力で未来を拓

ひ ら

く希望のまち」の
実現に向けて突き進む『小田原』への思いを語ります。

多様な活動を生み出す
｢一直線配置｣

　新たな市民ホールは、大ホールのホワイエがお堀端に
向き、城址公園や箱根の山々が楽しめます。また、大ホー
ル舞台の立ち上がり部分が、屋根型の頂点を形成し、施
設の屋台骨となっています。
　小ホールは、用途に応じて大・中スタジオとして使用可
能です。小ホールやスタジオを楽屋の隣に配置すること
で、その先は国道1号となり、国道側の顔になります。
　舞台のバックゾーンは市民の活動ゾーンとして、舞台
創造活動の場にもなります。まさに「使うが勝ち」となる
ようなつくりです。
　そして、大ホール・小ホール・東西の入口への出入りや
動線が一直線で、分かりやすく、東と西のまちにつなが
る構造になっています。

小田原のまちなみに
｢ときめきの導火線｣を

　永年、多くの人が集まる建築環境の形成を研究し、実現してき
た者として、今回、小田原に新しいにぎわいと美しさと安らぎの
文化拠点をつくるお手伝いができることを、大変光栄に思って
います。
　小田原のまちなみに「ときめきの導火線」として、新たな市民
ホールを設計します。お城に面し、凛とした、小田原らしい、清々し
い建築とし、やさしさの中に強さを秘めた環境形成を目指してい
ます。また、お堀端通りと国道1号を結ぶ東西通路を中心として、
多様な回遊を持つ、多くの人々が集まる空間構造を形成します。
　文化、芸術を楽しめるだけでなく、大会やイベントが多く行わ
れる本施設がつくられることによって、小田原が、さらに活気と
にぎわいあふれるまちに変わる大きな契機になればよいと思い
ます。

環境建築家・環境デザイン研究所会長
仙田満さん

環境デザイン研究所所長
斎藤義

ただし

さん

市民の幸せが第一

変化と決断、未来のために

市民の暮らしを守る

設計者の紹介
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実施時期
平成29年

10月16日～31日
（当日消印有効）

今では高さ3～4
ｍのオリーブの
木も、最初は1ｍ
程度でした。

市内でオリーブを栽培する
農家さんは約50軒！合計で
1,500本ものオリーブを栽
培しています。

　昨年4月1日時点
で小田原市に住民登
録があり、かつ9月1
日時点で18歳以上
の人から無作為に1
万人を抽出。郵送で
アンケート用紙を配
布・回収しました。

調査方法

あなたは、「南足
柄市との合併を

推進することが望まし
い」という市の考え方に
賛同できますか。

アンケート結果

回答状況
有効回答数
3,960人

（回収率：39.6％）

農政課 ☎33-1494 WEBID P18789

市では、平成26年度から、地元農業者を中心とした「小田原オリーブ研究会｣と、オリーブの栽培に取り組んでいます。
鳥獣被害を受けにくく、耕作放棄地対策、農業者の所得向上なども期待できるオリーブ栽培。

小田原でのブランド化を目指し、専門家による栽培指導や講習会の開催など、さまざまな取り組みを進めています。
そして昨年10月、初めて収穫し、製品化することができました。

　特産物であるみかんの価格低迷や鳥獣被害、農業者の高齢化など、
農業を取り巻く環境は年々厳しくなっています。
　そこで、｢みかんに比べ、栽培や収穫にかかる労力が少ない｣｢実が
渋く、堅いため、鳥獣被害に遭いにくい｣｢加工することで大きな付加
価値がつく｣といった点から、オリーブが持つ可能性に注目しました。

　平成26年5月、早川地域の石垣山一夜
城付近に「小田原オリーブモデル園」を整
備。小田原でのオリーブのブランド化に
向けた取り組みがスタートしました。

①新しい農産物を探せ

②始まりは３年前

新 い 産 ！し 特 へ

　苦労して育てたオリーブの木が、虫害に
遭ったり、台風で倒れたりしたこともありま
した。これらの困難を専門家による指導や、
農業者の日々の努力により、乗り越えてき
ました。

③一筋縄ではいかない

問

どちらかといえば
賛同できる
1,186人

わからない
445人

賛同できる
1,510人

賛同できない
481人

どちらかといえば
賛同できない

306人

小田原産オリーブ、始まる。

オリーブ栽培農家さん
矢
や

郷
ごう

史郎さん 農政課  白井直
ただ

士
し

※未回答や2つ以上の選択肢を選んでいるもの

記載不備※ 32人

合併に関する市民アンケートの結果
小田原市・南足柄市「中心市のあり方」に関する任意協議会の協議結果に基づき、
南足柄市との合併について、市民の意向を把握するために実施したアンケートの
結果をお知らせします。ご協力ありがとうございました。

企画政策課 ☎33-1239 WEBID P24082

38.13%
7.73%

12.14%

11.24%

0.81%

29.95%
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（レシピ監修：一夜城ヨロイヅカファーム　吉田勝彦シェフ）

市内全体で
約100㎏の
実を収穫
できました！

市民に愛される団体に

小田原創
そうゆう

友クラブ（小田原市老人クラブ連合会）

　地域ごとに結成されている１３３の老人クラブをまとめ、今
年度、創立５２年めを迎えた「小田原創友クラブ（小田原市老
人クラブ連合会）」。
　「一．健康 二．友愛 三．社会奉仕」を基本方針に掲げ、高齢
者の見守り活動、環境美化活動、健康づくり講座やスポーツ
大会の開催など、さまざまな活動に取り組んでいます。
　積年の地道な活動が認められ、昨年１０月に「優良郡市区
町村老人クラブ連合会」として、厚生労働大臣表彰を受賞し
ました。
　会長の杉崎勲さんは、「老人クラブの育成と先進的な取り
組みが認められ、素直にうれしい」と今回の受賞を喜びます。
　「市民に愛される団体でないとだめ。今後も社会貢献に力
を入れ、地域の催しの先導役になるくらいでなきゃ」

　８４歳でもまだまだ
「 現 役 」の 杉 崎 会 長
を筆頭に、小田原創
友クラブが地域を元
気にします。

杉崎勲会長

会員
募集

　昨年10月、小田原オリーブモデル園の実を初めて
収穫。収穫したオリーブの実は、新漬けとオイルに加工
しました。

　現在の会員数は７，６００人弱、加入率は市内の
65歳以上の人に対し１３．６％。

　一緒に元気に活動する仲間を募集中です。入会希望
の人は、地域の老人クラブ会長、または、連合会事務局
にご連絡ください。
問　小田原市老人クラブ連合会事務局 ☎３２-５８００
　　（月～木曜日の１０：００～１６：００）

　今後も生産拡大に取り組み、新
漬けやオイルの安定供給を目指し
ます。また、実やオイルを活用した
新たな製品の開発にも取り組んで
いきます。

オリーブ研究会会長コメント

　手探りで始めたオリーブ栽培。さまざま
な苦労がありましたが、オリーブ研究会員
が一丸となって乗り越え、収穫、製品化にた
どり着きました。しかし、まだ一歩を踏み出
したばかり。今年はもっと収穫量を増やし、
商品として販売していきたいです。
　オリーブオイルは健康によく、美容にも効果があるといわれて
います。また、どんな料理にも合う、万能な調味料です。皆さんも
ぜひ、食卓にオリーブオイルを並べましょう！

⑤そして、未来へ

オリーブオイルはオレイン酸などの成分を多
く含み、老化防止、動脈硬化・糖尿病予防な
どの効果があるといわれています。

オリーブ知識

④記念すべき初めての収穫

◀ドレッシングを使った生ハムのサラダ小田原
オリーブ研究会
会長 青木太

やすなり

成さん 　オリーブオイルがバルサミコ酢の酸味と蜂蜜の甘さをまろやか
にし、それぞれの風味を引き立たせてくれます。とてもバランスが
よく、いろいろな料理に合うので、サラダのドレッシング、魚のカル
パッチョ、ソテーした魚やとり肉などに使ってみてください。

ハート型の葉っぱ
を見つけたら、幸
せが訪れる！？

・オリーブオイル	 50cc
・バルサミコ酢	 15cc
・蜂蜜	 8g

・水	 10cc
・塩、こしょう	適量

オリーブオイルと
バルサミコ酢のドレッシング

作り方は、混ぜ
るだけ！！

やっと踏み出した一歩

オリーブ知識

オリーブ栽培農家さん
青木夏美さん

厚生労働大臣表彰 受賞



お だ わ ら 情 報

　市民功労賞は、学術･文化･教育･福祉など、さまざまな分野で功績のあった人や団体に贈呈しています。
　今年度の受賞者は、次の4個人1団体に決まりました。
　贈呈式は、1月8日（祝）に市民会館で行います。　
　※ この賞は、市民の皆さんからの寄附金を基に設置した「小田原市褒賞基金」で運営しています。

小野澤藤
とう

一
いち

 さん

　「橘商工会」会長。地域
住民参加型のイベントや
地元商店による出張商店
街事業などを実施。また、
橘地域の散策ガイド作成
や特産品開発などにも取
り組み、観光振興や経済
発展に貢献しています。

白井英
えい

治
じ

 さん

　バイオリン奏者。演奏者
としてだけでなく、さまざ
まな音楽文化団体の代表
や指導者としても活躍。地
域に根ざした音楽活動を
通じ、本市の音楽文化向
上や若手育成に貢献して
います。

杉本博
ひろ

司
し

 さん

　現代美術作家。「（公財）
小田原文化財団」を設立
し、昨年10月、文化芸術
の発信地となる「江之浦測
候所」を開設。本市の文化
振興に貢献し、「小田原ふ
るさと大使」としても、情報
発信に協力しています。

夢
ゆめ

枕
まくら

獏
ばく

 さん

　本市出身の作家。第一
線で活躍し、数々の文学賞
を受賞。映画･漫画化され
た作品も多く、多岐にわた
る分野で本市の文化振興
に貢献し、「小田原ふるさ
と大使」としても、情報発
信に協力しています。

美しい久野里地里山協議会
　久野地域の登山道整備
や耕作放棄地の再生、野
遊び探検の実施など、里
山資源の保全･活用に尽
力。刈り草の堆肥化やそば
づくり体験の企画など、他
団体と連携し、久野地域の
発展にも貢献しています。

魅力あふれるまちづくりに貢献
平成29年度 市民功労賞受賞者が決定
WEBID P23667  問関 地域政策課 ☎33-1457

Q 将来もらえる年金を増やせるの？

定額保険料に付加保険料として月額４００円をプ
ラスすると、将来もらえる年金額を増やすことが
できます。
申し込みは、市保険課または小田原年金事務所
で受け付けています。

A

Q 保険料が納められないときは
どうすればいいの?

学生は「学生納付特例制度」、50歳未満で所得が
低く、納付が困難な人は「納付猶予制度」が利用
できます。また、納められなかった保険料は、後か
ら納付することができます。市保険課または小田
原年金事務所（☎22-1391）にご相談ください。

A

Q 老後の生活は年金によって
どう支えられるの？

年金を受給している高齢者世帯の約６割が、厚生
年金などを含む公的年金だけで生活しています。
また、公的年金は高齢者世帯の平均所得の約7
割を占めています。誰にでも訪れる老後は、年金
によって大きく支えられているんです。

A

Q 年金は老後のためだけのもの?

そんなことはありません。病気やけがで重度の障
がいが残った場合には「障害基礎年金」、加入者
が亡くなった場合には、その配偶者または子どもに
「遺族基礎年金」が支給されます。

A

Q 将来、年金は本当にもらえるの?

国民年金は、国が責任を持って運営しています。
必ず受け取ることができます。

A

Q 年金制度ってどんな制度?

年金制度は、世代間で支え合う保険制度です。納
めた保険料で高齢者の生活を支え、自分たちが
高齢になると、次の世代に支えてもらいます。

A

保険課
内田悠紀彦

加入者 加入手続き先 保険料

第1号被保険者 学生・自営業・無職の人など
で、20歳以上60歳未満の人

市の国民年金
担当窓口

月額16,490円（平成29年度時点）
を自分で納めます。

第2号被保険者 厚生年金に加入している会
社員や公務員など 勤務先 厚生年金保険料を納めます。

第3号被保険者
第2号被保険者に扶養され
ている配偶者で、20歳以上
60歳未満の人

第2号被保険者
の勤務先 自分で納める必要はありません。

　日本国内に住民票がある20歳以上60歳未満の全ての人は、国民年金に加入する義務があります。
新成人の皆さんには、誕生月に日本年金機構から案内が送られます。

20歳になったら国民年金
新成人のための年金Q&A
WEBID P01825  問関 保険課 ☎33-1867　

年金への加入のしかた

年金に関する質問に

若手職員が答えます!

今年から
年金を納めるあなた！

20歳になると、社会の一員

として高齢者を支える責任

が生まれます。
私もその一人です。
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　消費生活センターには、契約のトラブルなど、多くの消費者トラブルの相談が寄せられています。その中でも、高齢者や高齢者の家族からの相談が増えています。
　悪質業者は言葉巧みに高齢者の不安をあおり、親切にして信用させ、大切な財産を狙います。また、高齢者は日中、自宅にいることが多いため、電話勧誘販売
や訪問販売による被害に遭いやすい傾向があります。
　高齢者を悪質商法から守るためには、身近にいる家族や地域の皆さんの「気づき」「見守り」が大切です。

あなたの近くにもいませんか
高齢者を悪質商法から守ろう！ ～「おやっ?」「何かおかしい」と思ったら消費生活センターに相談を！～
WEBID P23942  問関 地域安全課 ☎33-1775

　市民は、駐車場入庫時に運転免許証など公的身分
証明証の提示をお願いします。

　4月1日（日）から、「わんぱくらんど」「辻村植物公園」
の駐車料金が変わります。なお、この収益は、わんぱく
らんどなどの施設のリニューアルに還元します。

身分証明証を忘れずに!
「わんぱくらんど」と「辻村植物
公園」の駐車料金を改定
WEBID P23266  問関 わんぱくらんど管理事務所 ☎24-3189

市民 市民以外
普通自動車、準中型自動車

※現在は510円 500円 1,000円

中型自動車（マイクロバスなど）
※現在は510円

1,000円 2,000円
大型自動車（大型バスなど）
※現在は1,020円

（1台1日につき）

小田原市消費生活センター
相談日　　月～金曜日（年末年始、祝・休日を除く）
相談時間　9：30～16：00（12：00～13：00は休み）
場所　　　市役所2階14番窓口　地域安全課内（正面玄関入りすぐ左側）
相談方法　電話（☎33－1777）または来所で

　国道1号の上り線は、橘インターチェンジから西湘バイパスに入る車が集中するため、平日の朝、国府津駅付近から橘インターチェンジ入口交差点まで、約
1.7kmの区間で混雑しています。
　西湘バイパスを管理している「NEXCO中日本」では、割引制度を設け、国府津インターチェンジなどからの利用を促しています。

18分が3分で! 割引も利用できる!
西湘バイパスを利用して、ゆとりある朝を
WEBID P23670  問関 建設政策課 ☎33-1527

NEXCO中日本お客様センター　
☎ 0120-922-229（年中無休・24時間対応･通話料無料）
ホームページ　http://dc2.c-nexco.co.jp/etc/

　現状のように、約1.7ｋｍの渋滞が発生している場合、親木橋交差点から橘イ
ンターチェンジ入口交差点までの所要時間は約18分。西湘バイパスを利用す
ると、国府津インターチェンジから約3分で通行できます!

国道1号

西湘バイパス

国府津IC
橘IC

親木橋交差点

至早川 至平塚

国府津駅前交差点
橘インターチェンジ
入口交差点

料金所

渋滞区間

約1.7km

18分

3分
料金260円

割引制度を利用するには
① ETCマイレージサービスに、インターネットや郵送で登録する。
　 申込用紙は、ETCマイレージサービス事務局に電話（☎0570-010-125）
で郵送を依頼するか、各料金所やパーキングエリアにあります。
② 平日の6:00～9:00、17:00～20:00に料金所
を通過する。
③ 月5回以上の利用で30％、月10回以上の利用
で50％が、翌月以降に還元されます。
　制度やその他割引制度について詳しくは、「NEXCO中日本」に問い合わせ
るか、ホームページをご確認ください。

通行料金に応じて
ポイントも貯まるので、

さらにお得!

悪質商法撃退！消費者啓発用カレンダーの配布
　消費生活センターでは、高齢者の被害を未然に防ぐため、悪質商法の事例
や対処法などを載せた「消費者啓発用カレンダー（悪質商法撃退カレンダー）」
を作成。このカレンダーは、自治会加入世帯に配布し、消費生活センター（市
役所内）、タウンセン
ター、支所・連絡所、
窓口コーナーにも配
架しています。このカ
レンダーを見て、悪
質商法の手口を学び
ましょう。

「何かおかしい」と思ったら
　身近な高齢者の変化に気づき、高齢者を悪質商法から守りましょう。

このような変化が見られた場合は、市消費生活センターにご相談ください。

変化を見逃さないポイント
●見知らぬ人が頻繁に訪問する　●宅配便や郵便物が増えた
●不自然な工事や手入れを繰り返している
●怪しい店舗、貸しホールに出入りし、カタログや景品をもらってきている
●いつもより表情が暗い、または、羽振りがよくなった　など

　弾道ミサイルが日本に落下、または上空を通過する場合、Jアラートが発動し、「国民保護サ
イレン音」が防災行政無線から放送されます。
　弾道ミサイルが発射されたことを想定し、県内一斉でサイレンを使った訓練放送を行います。
【防災行政無線放送（市内一斉）】

国民保護サイレンを放送します【1月31日（水）】
WEBID P24202  問関 防災対策課 ☎33-1855

上りチャイム音
▼

「こちらは防災おだわらです」
▼

「これは訓練です。これは訓練です。
これから、国民保護サイレン音を放送します」

2回繰り返し
▼

サイレン音吹鳴（１４秒）
▼

「ただいまの国民保護サイレン音は、訓練です」2回繰り返し
▼

「これで訓練を終了します」
▼

下りチャイム音

放送内容　日時　1月31日（水）11：00

※ 防災メール（事前登録制）、市
ホームページ、FMおだわら、
J:COM、テレビ神奈川（デー
タ放送）などでも、配信します。

※ サイレン音が鳴ります。
実際の災害と間違えない
よう注意してください。
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市立図書館臨時休館日
ID P23913  市立図書館 ☎24-1055

図書の整理のため、全館休館します。
日  1月9日・15日・22日・29日、2月5日・
13日・19日・26日の月・火曜日、3月の
毎週月曜日

県西地域の中心市のあり方
に関する調査特別委員会
ID P17985  議会総務課 ☎33-1761

委員会では、中核市移行について、大
学教授による講演を行います。
日  1月28日（日）13:15～17:00（受付12:45～）
※講演は13:15から2時間程度

場時  市役所3階全員協議会室
定対  20人程度・当日先着順
※ 傍聴定員に限りがありますので、
ご了承ください。

平成29年度12月補正予算の概要
ID P22105   財政課 ☎33-1312

一般会計補正予算
（23億7,951万1千円追加）
●ふるさと応援寄附金PR事業費の増額
●旧片浦中学校施設活用事業費の増額
●市民ホール整備事業費の増額
● 債務負担行為の設定（道路・河川維
持修繕事業費）
国民健康保険事業特別会計補正予算
（1億6,581万9千円追加）
介護保険事業特別会計補正予算
（9,883万3千円追加）
後期高齢者医療事業特別会計補正予算
（190万円追加）
この結果、全会計の予算額は、1,613億
8,151万5千円となりました。
【寄附者一覧】（敬称略）
●市民ホール整備基金寄附金
（合計11万460円）
●鈴乃会
●小田原パリ祭実行委員会
●匿名

●社会福祉基金寄附金
（合計124万3,543円）
●明治大学校友会小田原地域支部
●タスカル 女子マルシェ
●報徳 九

きゅう

転
てん

十
じゅっき

起人生塾
●匿名

●ふるさとみどり基金寄附金
（6万5,386円）
●  （公社）神奈川県宅地建物取引業協
会小田原支部

●文化財保護費寄附金（200万円）
●匿名

お知らせ 優良産業勤労者・技能者の表彰
ID P24102  産業政策課 ☎33-1555

【優良産業勤労者】
11月22日に、市の産業の発展と振興に
寄与された人が、優良産業勤労者とし
て表彰されました。（50音順・敬称略）
●商工業関係
石川満/一

いちのへ

戸弘幸/岩崎志
し

伸
のぶ

梅
うめ

原
ばら

芳郎/江藤晶
あき

/鍵和田晶
まさ

子
こ

梶山幸一/片山雄一/加藤一枝
加藤博志/金子美代子/後藤裕

ひろ

未
み

小林純一/櫻井俊
とし

成
なり

/佐々木三
み

和
わ

吉
きち

澤地幸
ゆき

雄
お

/清水信之/鈴木春代
須藤靖/田島賢治/伊達りか
戸
と

谷
たに

光
みつ

成
しげ

/永田昌代/中山かおる
西山榮

えい

一
いち

/野口幸
ゆき

雄
お

/古瀬政信
古谷敏幸/堀尾元之/松澤茂
松本峰雄/峯尾佳代子/村越忠敏
門
もん

眞
ま

伸子/吉田肇
●農業関係
　天野武/石塚照夫/磯﨑壽

ひさ

士
し

岩本恭一/大木勇二/片野克
かつ

己
み

小林薫/杉崎公
たかし

/村山登
山田茂

しげ

治
はる

●水産業関係
　江森真奈/古谷玄

もと

明
あき

【技能功労者・優秀技能者・青年優秀技能者】
11月22日に、市内在勤の技能者で優
れた技術を持ち、職種の向上・発展に功
績のあった21人が表彰されました。
（50音順・敬称略）
●技能功労者
　天野博（理容師）
石井保彦（とび職）
小野衛二（造園師）
　小

お

野
の

塚
づか

豊（塗装工）
髙橋利行（写真師）
　奈良賢次（ あん摩・マッサージ指圧師、

はり師、きゅう師）
　三

みつ

元
もと

茂生（理容師）
●優秀技能者
　伊藤康貴（菓子製造師）
　勝俣礼

のり

史
ふみ

（表具師）
　小

こ

長
なが

谷
や

孝（造園師）
　清水寛（箱根細工士）
　神

じん

兼
かね

智
とも

（水産練製品・蒲鉾製造工）
　津田由佳（菓子製造師）
　中川知

ちか

幸
ゆき

（菓子製造師）
　夏目和彰（美容師）
　細谷純一（とび職）
●青年優秀技能者
　阿

あ

賀
か

嶺
みね

美妃（菓子製造師）
　小野晃

のぼる

（造園師）
　葛

かっ

西
さい

一（水産練製品・蒲鉾製造工）
　高杉淳

あつし

（とび職）
　渡邉智

とも

世
よ

（菓子製造師）

都市計画変更案の縦覧
ID P12240  都市計画課 ☎33-1571

都市計画変更案(建築基準法施行令改
正に伴う条項移動)の縦覧を行います。
縦覧期間中は意見書を提出できます。

日 期  1月10日(水)～24日(水) 
※土・日曜日を除く。

時期  8:30～17:15
場時  市役所6階都市計画課
内場  ●三の丸地区地区計画

●中里地区地区計画

住宅・土地統計調査
ID P23866  総務課 ☎33-1295

平成30年9～10月にかけて、全国一斉に
「住宅・土地統計調査」が実施されます。
この調査は、総務省が選定した地域内に
ある住宅などに関する実態を調べます。
調査の準備のため、神奈川県知事から
任命された統計調査指導員が、1月中旬
から2月上旬にかけて、対象となる調査
区内の住宅などを把握するために、地域
を巡回します。

固定資産税の変更
ID P18577
資産税課土地評価係 ☎33-1365

家屋評価係 ☎33-1371

土地や家屋の用途・形状に変更が生じ
た場合は、来年度の税額が変わる可能
性がありますので、ご連絡ください。
●土地・建物の使い方を変更した場合
例）「畑」から「駐車場」に変更した、
「店舗」から「住宅」に変更した、など

●  建物（車庫や物置を含む）を取り壊した
場合、または増築した場合

1月の納税
ID P01397 

納付関係 市税総務課 ☎33-1345
課税内容 市民税課 ☎33-1351

1月31日（水）は、個人市民税・県民税
（第4期）の納期限です。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。

など

▶

畑 駐車場

下府中および桜井財産区議会議員選挙
立候補予定者　事前説明会
ID P13927  選挙管理委員会事務局 ☎33-1742

当日は出納責任者（予定者）への説明と
事前審査も併せて行います。
※投・開票日は、2月4日（日）です。
日  1月25日（木）10:00～12:00
場時  市役所6階602会議室
持費  印鑑（朱肉を使用する認め印）
※出席者は予定者1人につき3人まで。
※資料、用紙などは当日配布します。

小田原市社会を明るくする運動
中学生作文コンテスト
ID P24129  人権・男女共同参画課 ☎33-1725

217点の応募作品の中から、各賞が決まり
ました。入賞作品は、更生保護制度の普及
や啓発などに活用します。（50音順・敬称略）
●最優秀賞
一
ち ょ っ

寸木
き

悠
ゆう

人
と

（白山中3年）
●優秀賞
加藤葵

あおい

（白山中3年）
　我真梨絵（城山中2年）
廣田匠

しょう

（泉中3年）
栁川天

あま

音
ね

（千代中1年）

ごみ収集車の火災事故を防ぐために
ID P21956  環境事業センター ☎34-7325

中身の残ったスプレー缶、カセットボン
ベ、ライター、充電式小型電池（モバイ
ルバッテリー）は、ごみ収集車やごみ処
理施設での火災事故、爆発事故の原因
となります。必ずルールを守りましょう。
●スプレー缶、カセットボンベ、ライター
必ず使い切り、種類ごとに別の袋に入れ
「スプレー缶など」の日に出してください。 
※穴を開ける必要はありません。
※「燃せないごみ」の日には出さない
でください。

●充電式小型電池（モバイルバッテリー）
リサイクル可能なため、市内の回収
協力店へお持ちください。

西湘地区就職面接会
ID P23900  産業政策課 ☎33-1514
小田原公共職業安定所 ☎23-8609
小田原箱根商工会議所 ☎23-1811

市内および近隣地域の企業の人事担
当者による合同就職面接を行います。
日  1月25日（木）13:00～16:00
（受付12:30～）　※申込不要

場時  市民会館3階小ホール
対内  一般求職者（平成30年3月に大学院・
大学・短大・高専・専修学校卒業予定
者を含む・高校生は不可） 

持費  履歴書　
参加企業数　6社（予定）　
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所得税と市・県民税の申告は期限内にお早めに
所得税…小田原税務署 ☎35-4511（自動音声によるご案内）
市・県民税…市民税課 ☎33-1351～3

申告が必要な人は、期間内に早めの申告をお願いします。なお、小田原税務署では平日以外でも、2月18日・25日の日曜日に
限り、確定申告書の作成アドバイス、用紙の配布や受け付けなどを行います（確定申告の相談および申告書の受け付け以外
の業務は行っていません）。

日 期  2月16日（金）～3月15日（木）　※土・日曜日を除く。
場時  小田原税務署（申告書を記入した人は郵送でも可）
※申告書作成会場は、2月16日（金）から開設
●確定申告が必要な人
①事業所得や不動産所得などがあり、平成29年中の所
得金額の合計額が、扶養控除などの各種所得控除の
合計額を超える人

　②給与所得者で、以下のいずれかに該当する人
●平成29年中の給与収入が2,000万円を超える
●給与所得の他に20万円を超える所得がある
●2か所以上から給与を受けている

　③不動産やゴルフ会員権などの資産を譲渡した人　など
●確定申告の受け付け
所得税の確定申告は、税務署で受け付けます。
ただし、還付申告など「確定申告書A」に該当する申告の
うち、以下に該当しないものは、2月16日（金）～3月14日
（水）に市役所（2階談話ロビー）でも受け付けます（3月6日
（火）～8日（木）は、市役所での受け付けはしていません）。
【税務署でのみ受け付ける確定申告】
青色申告、譲渡所得・事業所得・不動産所得または退職所
得がある申告、亡くなった人の確定申告、雑損控除・住宅
借入金等特別控除・給与所得者の特定支出控除を受ける
申告、平成28年分以前の確定申告など
●確定申告のご注意

● 申告書や収支内訳書の記入できるところは、事前に記入
してください。
●  昨年の申告書の控えをお持ちください。
●  国民年金保険料などの社会保険料控除の控除証明書
をお持ちください。

●所得税・事業税・市・県民税の申告相談
日  2月7日（水）9:30～12:00（受付11:00まで）

 13:00～16:00（受付15:00まで）
場時  マロニエ3階マロニエホール

●小田原税務署主催の税理士による無料申告相談
日  2月8日（木 ）9:30～12:00（受付11:00まで） 

  13:00～16:00（受付15:00まで）
場時  マロニエ3階マロニエホール

●納税
所得税の納付は、便利な振替納税や電子納税をご利用く
ださい。納付書で納める場合は、3月15日（木）までにお近
くの金融機関で納めてください。
※ 振替納税や電子納税を利用するには、事前の手続きが
必要です。

●復興特別所得税（平成25年分から適用）
「復興特別所得税」とは、東日本大震災からの復興施策に
必要な財源を確保するために、「復興特別法人税」ととも
に創設された税金で、個人で所得税を納める義務のある
人に納めていただきます。
※ 給与所得者は、平成25年1月1日以降に支払いを受け
る給与などから復興特別所得税が源泉徴収されていま
す。詳しくは、小田原税務署にお問い合わせください。

●扶養控除は正しく
年末調整で扶養控除を受けている家族に、パート収入や
保険の満期による一時金などがある場合は、収入金額な
どについて再度確認してください。誤りがある場合は、確
定申告が必要です。

平成29年分の確定申告から、医療費控除が以下のとおり
改正されました。

※ 領収書は5年間保存してください(税務署からの求めが
あった場合、提示が必要です)。
※ 平成29年～31年分までの確定申告は、従来どおり領収
書の添付によることもできます。

日 期  2月16日（金）～3月14日（水）8:30～16:00　
※土・日曜日を除く。

場時  市役所2階談話ロビー
※ 3月6日（火）～8日（木）と上記の期間以外は、市民税課
（市役所2階9番窓口）で受け付けます。

●申告が必要な人
①平成30年1月1日現在、小田原市に住所があり、平成
29年中に所得があった人（税務署に確定申告をした人
は、市・県民税申告は不要です）
②収入がなく、家族などの税金上の扶養になっていない人
③市外に住んでいるが、市内に事務所や家屋敷がある人
④その他、申告書の送付を受けた人
持費  申告書、印鑑（朱肉を使うもの）、所得の明細書（源泉徴
収票または雇用主の給与支払明細書、収支の明細書な
ど）、所得から差し引かれる各種控除の領収書（医療費
の領収書、生命保険料の控除証明書、地震保険料の控
除証明書）　など

●市・県民税の出張申告相談
 

　※マロニエでは、混雑解消のため対象地区を設けています。

所得税と復興特別所得税の確定申告相談と申告 医療費控除の改正について

改正点① ｢医療費控除の明細書｣を作成し、確定申告書に添付
しなければなりません（領収書の添付は不要）。

改正点② 医療費通知(医療保険者が発行)に窓口で支払った医
療費などが記載されている場合、明細書に代えて添
付できます。
※国民健康保険、後期高齢者医療保険は除く。
※ 窓口で負担した医療費が医療費通知と異なる場合
は、ご自身で訂正してください。

市・県民税の申告

日　時 会　場

2月20日（火） 9:00～11:00 片浦支所（会議室）

2月21日（水）
9:00～11:00 曽我みのり館（会議室）

13:00～16:00 梅の里センタ－1階A・B会議室

2月22日（木） 9:00～11:00
13:00～16:00 大窪支所（会議室）

2月27日（火）
9:00～11:00 上府中支所（分館講堂）

13:00～16:00 豊川支所（分館会議室）

3月 1日（木） 9:00～11:00
13:00～16:00 尊徳記念館3階研修室301

3月 2日（金） 9:00～11:00
13:00～16:00 いずみ2階いずみホール

3月 6日（火）
 ～8日（木）

9:00～11:00
13:00～16:00 マロニエ3階集会室301

3月13日（火） 9:00～11:00
13:00～16:00

こゆるぎ2階こゆるぎホール
A・B・C

日にち 対　象 会　場

3月 6日（火）下府中地区の人

マロニエ3階集会室3013月 7日（水）国府津地区の人

3月 8日（木）酒匂・小八幡地区の人

相続登記を忘れずに
ID P24130   横浜地方法務局西湘二宮支局 

☎0463-70-1102

土地や建物の所有者が亡くなったとき
は、「相続による所有権移転」の登記が
必要です。登記をしないと、さらなる相
続が発生した場合に相続人が多数に
なり、実情の把握が難しくなるなどの問
題が発生します。
相続が発生したときは、忘れずに相続
登記をしましょう。　関主  資産税課

償却資産（固定資産税）の申告
ID P01875   資産税課 ☎33-1362

償却資産をお持ちの法人や個人は、1月
31日（水）までに申告が必要です。申告
期限間近は混雑が予想されますので、
お早めに申告してください。
対内  土地・家屋以外の資産で、1月1日現
在、事業用に所有している構築物・建
物附属設備・機械・装置・船舶・運搬具
（自動車税・軽自動車税の対象資産
は除く）・工具・器具・備品など
※ インターネットを利用した電子申告
サービス（e

エルタックス

LTAX）が利用できます。
ホE  http://www.eltax.jp/

確定申告指導会
青色申告会 ☎24-2614

所得税の確定申告についてのアドバイ
スや、税理士への相談を受け付けます。

日 期  2月1日（木）～3月15日（木）　
※土曜日を除く。

時期  9:00～15:00（最終日は14:00まで）
場時  青色会館3階大ホール（本町2-3-24）
対内  確定申告をする人　関主  市民税課

市・県民税の申告など
①市民税課（普通徴収） ☎33-1351
②市民税課（特別徴収） ☎33-1354

ID P09627  ①公的年金所得者の皆さんへ
公的年金等の収入額が400万円以下
で、それ以外の所得が20万円以下の
場合は、確定申告の必要はありません。
医療費、生命保険など源泉徴収票に含
まれない控除を追加する場合は、市・県
民税申告が必要ですので、市民税課で
申告してください（確定申告をする人は
市・県民税申告の必要はありません）。
持費   ●印鑑（朱肉を使用するもの）

 ●公的年金等の源泉徴収票
※ その他必要に応じて、医療費控除関係
書類（領収書など）、生命保険料の控除
証明書、地震保険料の控除証明書など

※ 申告をしないと、昨年と比べ、市・県民
税が増額になる場合があります。

ID P01857  ②事業主の皆さんへ
平成29年分の給与支払報告書の提出
期限は、1月31日（水）です。
給与支払報告書は、金額にかかわら
ず、受給者の平成30年1月1日現在の
住所地である市町村へ、早めに提出し
てください（パート・アルバイト、退職者を
含む）。

お知らせ
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青少年善行賞・優良青少年団体等の表彰
ID P21585   青少年課 ☎33-1724

12月2日に、青少年による善行や、永年
にわたる青少年健全育成の推進に貢
献した次の個人・団体が、小田原市青少
年問題協議会長（市長）から表彰されま
した。（50音順・敬称略）
●青少年善行賞
浅野海

かい

音
と

/小川大
だい

輝
き

●優良青少年団体
大
おお

道
みち

子ども会
小田原市立泉中学校部活動
スイートポテト/根府川子ども会
●青少年育成推進者
相原久

ひさ

花
か

/猪股常夫/内野千恵子
浦井勇

はや

人
と

/及川章
あき

子
こ

/小川敏昭
小野雄二/片野孝

たか

司
し

/亀井宏明
椎野正幸/竹内雅

まさ

己
み

/立山和也
那須千代美/原篤行/原恵子
福冨典子/益田麻衣子/松本真

まさ

人
と

●青少年育成功労者
青柿節子/飯田文義/石井園子
磯崎イサ子/岩崎洋一/江島紘

ひろし

大木隆雄/岡野心平/小野衛二
加藤仁司/鈴木重

しげ

司
じ

/中山善
よし

一
かず

松岡輝宏

各保険料「納付済額のお知らせ」の送付
ID P03448, P11445 保険課 ☎33-1832

平成29年中に納付された国民健康保
険料・介護保険料・後期高齢者医療保険
料額のお知らせを、1月22日（月）に送り
ます。所得税や市県民税を申告する際、
社会保険料控除の対象となります（添
付の必要無し）。
※ 特別徴収（年金からの天引き）の場
合、年金支払者から届く「公的年金等
の源泉徴収票」をご利用ください。本
人の申告のみ控除対象となります。

国民年金保険料の口座振替前納
小田原年金事務所 ☎22-1391

国民年金保険料を4月に前納（2年・1
年・6か月分）する場合、口座振替にする
と、納付書での前納より割引額が大き
くなります。口座振替で前納するには、
2月28日（水）までに手続きが必要です。
場時  金融機関または小田原年金事務所
持費  口座振替する預金通帳とその届け印、
年金手帳　

関主  保険課

後期高齢者医療制度の財政状況
ID P16325  保険課 ☎33-1843

後期高齢者医療制度の費用は、被保険
者からの保険料の他、国・県・市町村か
らの負担金、現役世代からの支援金な
どで賄われています。
前年度決算額は、12月発行の「広報か
ながわ広域連合（保険課、支所・連絡所、
地域センター住民窓口、地域包括支援
センターに配架）」で、詳しい予算・決算
額は、県後期高齢者医療広域連合ホー
ムページで公開しています。

お知らせ 小田原文化サポーター
レセプショニスト講座
ID P21854  申込 文化政策課 ☎33-1706

コンサートなどの手伝いをするボランティ
アの募集に当たり、講座を開催します。
日  2月17日（土）13:00～16:30
場時  UMECO会議室3
対内  60歳未満の人
費定  500円（資料代など）
講額  小田原文化サポーターレセプショニスト
申講  1月10日（水）～2月9日（金）に、電話で

薬膳料理教室
申込 ふるさとの生活技術指導士会・

高田 ☎47-7057

地元産の旬の野菜を使い、薬膳料理を
作ります。
日  2月2日（金）9:00～11:30
場時  梅の里センター1階体験加工室
定対  20人・申込先着順
費定  1,200円（材料費など）
持費  三角巾、エプロン、筆記用具、布巾1枚
申講  1月20日（土）までに、電話で
関主  農政課

手作り味噌体験教室
ID P21850  申込 農政課 ☎33-1494

小田原産の大豆を使って、味
み

噌
そ

を作りま
す。味噌約4kgを持ち帰れます。
日  ①2月24日（土）10:00～12:00
　②2月25日（日）10:00～12:00
※ 2月17日（土）10:00～11:00に、市
役所正面玄関前で、事前に大豆を
配布、費用を集金します。

場時  けやき4階調理実習室
定対  30人・申込先着順
費定  3,000円　
持費  エプロン、三角巾
講額  夢みるみどりの探検隊

旬の地魚を使った料理教室
ID P23671  申込 水産海浜課 ☎22-9227

旬の魚を使った、男性対象の料理教室
です。初心者も大歓迎です。
日  2月3日（土）10:00～13:00
場時  マロニエ2階食の創作室
定対  28人・申込先着順
費定  500円（材料費など）
持費  筆記用具、エプロン、三角巾、布巾2
枚、台布巾1枚

講額  小田原さかな普及の会
申講  1月10日（水）8:30から、電話で　
※参加決定者には別途通知

平和映画上映会・講演会
ID P23915  申込 総務課 ☎33-1291 

FAX33-1286

講演後、映画を上映します。
日  1月28日（日）13:00～16:30
　（開場12:45）
場時  UMECO会議室1～3
内場  講演「へいわのための平和学」
映画「母と暮

くら

せば」（130分）
定対  100人・申込先着順
講額  暉
てる

峻
おか

僚三さん（川崎市平和館専門調査員）
申講  1月19日（金）までに、電話、ファクスま
たは市ホームページで

バリアフリー映画上映会
ID P24194  申込 かもめ図書館 

☎49-7800 FAX49-7803

視覚や聴覚に障がいのある人も鑑賞
できるよう、工夫された映画を上映しま
す。どなたでも鑑賞できます。
日  1月25日（木）14:00～（開場13:30）
場時  かもめ図書館2階視聴覚ホール
内場  「ウィニング・パス」（108分）
出演　松山ケンイチ・堀北真希 他

定対  50人・申込先着順
申講  かもめ図書館に直接、電話、または
ファクスで

世界一やさしい読書習慣定着メソッド
「キキミミ図書館」流読書のススメ!

ID P24198  申込 かもめ図書館 ☎49-7800

FMおだわら「キキミミ図書館」の2人に
よる、楽しいトーク形式の講演会です。
日  2月3日(土)14：00～15：30
場時  かもめ図書館　
定対  60人・申込先着順
講額  印
いん

南
なみ

敦史さん(作家･書評家･DJ）
宮本ゆみ子さん(フリーアナウンサー)

申講  1月13日(土)から､電話または直接

県立職業技術校2018年4月生
県産業人材課 ☎045-210-5715

募集コース　
精密加工エンジニア、機械CAD、電気、
溶接・板金、造園、室内施工、介護調理など
対内  職業に必要な知識、技術・技能を習得
して就職する意思がある人

選任 2月18日（日）
申講  ハローワークで事前手続き後、2月5日
（月）までに、入校申込書を各校へ郵
送または持参
※詳しくは、お問い合わせください。
関主  産業政策課

募集
学習支援に経験を活

い

かしたい
シニアと学習したい児童・生徒
ID P22386  企画政策課 ☎33-1379

「シニアによる学習指導」のスタッフとし
て活動できるシニアは、ご連絡くださ
い。受講を希望する児童・生徒は、直接
申し込んでください。
●毎週水曜日　

時期  17:30～、19:00～（80分）　
内場  英語（予習・復習を中心に、基本を
分かりやすく指導します）

対内  中学生
申講  after-school U

う

M
め

EC
こ

Oに電話
（工藤・☎090-8565-2930）ま
たはメール（ E申 tk100410tk77@
icloud.com）で

●毎週金曜日　
時期  18:10～、20:00～（90分）　
内場  算数・国語・数学・英語（補習・定期テ
スト対策・高校入試対策）

対内   ●しっかり学習したい小学5・6年生
 ●もっと伸びたい中学生　　　
 ●確かな力をつけたい高校1・2年生
 ※学習状況に関する面談有り。

申講   しゅんぺい学習会に電話（☎46-9530）
またはメール（ E申 studyshunpei@
gmail.com）で

　※ シニア向けの指導者講習会を開催
予定（2、3月）

場時  UMECO

オトコの介護応援セミナー
～そのとき、あわてないために～
ID P23674  
申込 人権・男女共同参画課 ☎33-1725

「仕事を辞めることなく介護を続けたい」
「これからの介護に向けて準備したい」
など、介護に不安を抱えている男性を
対象にしたセミナーです。
日  2月3日（土）10:00～12:00
場時  UMECO会議室4
対内  男性20人・申込先着順
※ 託児有り（2歳以上～就学前まで。 
おやつ代など100円。申し込みは1月
18日（木）までに）。
共催　 かなテラス（かながわ男女共同

参画センター）

パブリックコメント 
（市民意見）の募集

ID P04405  総務課 ☎33-1293

規則の案と意見記入用紙は、担当
課、タウンセンター、図書館などに
配架する他、市ホームページに掲載
します。
申講  担当課まで直接、郵送、ファクスま
たは市ホームページから
意見提出期間
1月15日（月）～2月13日（火）

規則の案の題名 担当課・係

小田原市営住宅条例
施行規則の一部改正

建築課市営住宅係
☎33-1553

小田原市職員募集
ID P24209  職員課 ☎33-1241

平成30年4月に採用する職員を募集します。
申講  詳しくは､｢職員採用試験案内（市ホームページから入手可）｣をご覧ください。

職種 受験資格 採用予定人員

一般事務
（障がい者対象）

昭和34年4月2日以降に生まれ、次の条件を満たす人
①身体障害者手帳などの交付を受けていること
②自力による通勤と事務作業が可能なこと

若干名

保健師 昭和52年4月2日以降に生まれ、保健師の資格を有する（見込む）人 若干名

保育士・幼稚園
教諭（育児休業
代替任期付）

昭和34年4月2日以降に生まれ、保育士または幼稚園教諭の資格を
有し、いずれかの職務経験が3年以上ある人 若干名
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市立病院職員 
ID P00380  経営管理課 ☎34-3175

言語聴覚士（育休代替任期付職員）
日  採用試験1月12日（金）9:00～
申講  1月9日（火）までに申込書と免許証
（有資格者）、卒業証明書または卒
業見込証明書、成績証明書を直接
または郵送で

ナースメイト（臨時職員）
内場  患者給食の配膳、入浴介助など看
護師の補助業務
勤務条件:日勤、早番、夜番、夜勤

額選 時給1,200円～　※夜勤手当有り。
※詳しくは、ホームページをご覧ください。

応急手当普及員講習
ID P23658  救急課 ☎49-4441

事業所・団体などで、心肺蘇
そ

生
せい

法や
AEDの使用方法を中心とした普通救
命講習を指導することができる「応急手
当普及員」を養成する講習です。
日  2月17日（土）・24日（土）・25日（日）
9:00～18:00（全3回）

場時  小田原消防署
対内  小田原市消防本部管内に在住・在勤・
在学で、全3回受講できる人20人・申
込先着順

申講  1月17日（水）から電話（平日9:00～
17:00）で予約後、2月7日（水）まで
に、申請書を消防本部救急課へ直接

父子家庭援護事業について
社会福祉協議会 ☎35-4000

共同募金事業の一つとして、5歳以上
18歳以下の子を養育している父子家
庭に、図書カードを贈呈しています。

日 期  実施中～1月19日（金）
8:30～17:15（土・日曜日、祝日、1月1
日（祝）～3日（水）を除く）

対内  市内在住で、平成11年4月2日～24
年4月1日生まれの子を養育している
父子家庭

申講  電話で連絡後、申請書を社会福祉協議
会（〒250-0055 久野115-2）に郵送で

関主 福祉政策課

外出支援（移動サービス）担い手養成研修
申込 認定NPO法人かながわ福祉移動サービス

ネットワーク ☎045-534-6718

外出を支援する「たすけあい活動」で、ま
ちづくりに参加しましょう。
住民参加で外出支援を行うことの意義
や、安全・安心な送迎活動のノウハウを
学ぶ研修です。
日  1月22日（月）・29日（月）
10:00～16:00（全2回）

場時  おだわら総合医療福祉会館4階会議室2
定対  50人・申込先着順
申講  電話またはメールで
E申  kanagawa-idounet@b04.itscom.net
関主  高齢介護課

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
果的な取り方を学ぶ講話と、調理実習
を行います。
日  ①2月16日（金）②2月28日（水）
10:00～13:00

場時  ①マロニエ2階食の創作室
　②梅の里センター1階体験加工室 
対内  市内在住の65歳以上の人各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  ①1月15日（月）～2月2日（金）
　②1月15日（月）～2月13日（火）
共催　小田原創友クラブ

認知症サポーター養成講座
ID P18188  申込 高齢介護課 ☎33-1864

認知症の症状や対応方法などについ
て学びましょう。
日  ①2月8日（木）14:00～16:00
②3月7日（水）10:00～12:00

場時  ①こゆるぎ2階ホール
②松永記念館本館2階和室

対内  市内在住・在勤・在学の人各30人
講額  小田原市キャラバンメイト
申講  各前日までに、電話で

募集
小田原ガイド協会企画ガイド
申込 小田原ガイド協会 ☎22-8800

① 菜の花の吾
あ

妻
づま

山から絶景富士を望む（約6km）
日  1月19日（金）9:00～12:30
集合　国府津駅

②石垣山縦走ウォーキング（約7km）
日  1月27日（土）9:30～15:00
集合　生命の星・地球博物館

定対  ①50人②60人・申込先着順
費定  ①2,000円（昼食代含む）②500円
持費  雨具、保険証（写し可）、弁当（②のみ）
関主  観光課

消費生活相談員
ID P24201  地域安全課 ☎33-1775

消費契約トラブルなどの相談を受ける
｢消費生活相談員｣を募集します。
勤務日時　 週2日(祝日・年末年始を除く

月～金曜日)9:30～16:45
勤務場所　市役所2階消費生活センター
対内  消費生活相談員などの資格を持つ
人･若干名

任交  4月1日から1年間(再任可)
選任  書類審査､面接(2月中旬予定)
額選  日額10,000円(住所地により交通費支給)
申講  1月26日(金)までに、履歴書、資格証の
写し、作文(｢私が消費生活相談員とし
てできること｣をテーマに800字以内
で)を地域安全課に直接または郵送で

環境審議会の市民委員
ID P24107  環境政策課 ☎33-1473

環境の保全や地球温暖化対策、再生可
能エネルギーなどに関する基本的な事
項を調査審議します。
対内  市内在住・在勤・在学の20歳以上の
人で、平日昼間の会議（年3回程度）に
出席できる人3人程度

任交  4月1日から2年間　選任 書類選考
額選 会議1回につき10,000円
申講  2月2日（金）までに、環境政策課、行政
情報センター、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、環境政策課に直接

都市計画審議会の市民委員
ID P24099  都市政策課 ☎33-1251

市や県で決定する都市計画などについ
て審議します。
対内  市内在住の20歳以上の人で、平日
昼間の会議（年4回程度）に出席でき
る人2人程度

任交  4月1日から2年間　選任 書類選考　
※ 小論文などを基に選考し、応募者
全員に結果を通知します（小論文
テーマ「今後の小田原の都市づく
りについて」）。

額選 会議1回につき10,000円
申講  2月9日（金）までに、都市政策課、行政
情報センター、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と
小論文を書いて、都市政策課に直接

小田原城外郭ツアー
ID P24104  申込 青少年相談センター 

☎23-1481

総
そう

構
がまえ

の一部や小田原城を見学し、先人
が私たちに残してくれた小田原に対す
る思いを一緒に考えましょう。
日  2月17日（土）9:00～12:00
集合　小田原駅西口

対内  小学4～6年生30人程度
申講  1月31日（水）までに、電話で

おだわら自然楽校基礎編
「子どものやる気を引き出そう」

ID P24101  申込 青少年課 ☎33-1724

子どもが体験を通じて自ら学び、成長する
にはどうすればよいかを考え、学びます。
日  2月3日（土）9:30～16:00
場時  市役所7階大会議室
対内  青少年育成や体験活動に関心のあ
る高校生以上30人・申込先着順

講額  北見靖
やす

直
なお

さん（独立行政法人国立青
少年教育振興機構）

申講  1月19日（金）までに、電話で

要約筆記入門講座
申込 社会福祉協議会 ☎35-4000

聴覚障がい者を支えるコミュニケーショ
ンの一つ「要約筆記」について学ぶボラ
ンティア育成講座です。
日  2月13日～27日の毎週火曜日
13:30～15:30（全3回）

場時  おだわら総合医療福祉会館1階会議室
対内  市内在住・在勤・在学の高校生以上
20人・申込先着順

講額  要約筆記サークルこゆるぎ
関主  福祉政策課

はじめての福祉ボランティア講座
申込 社会福祉協議会 ☎35-4000

福祉ボランティアを始めるための基本
的な学習と体験をする講座です。
日  2月2日～3月2日の毎週金曜日
　10:00～12:00（全5回）
場時  おだわら総合医療福祉会館　他
内場  ボランティアマナー、認知症につい
て、施設訪問、体験談講話　他

定対  20人・申込先着順　関主  福祉政策課

平成27年9月関東・東北豪雨
の経験から
ID P24199  申込 防災対策課 ☎33-1856

鬼怒川の洪水の経験を基に、災害ボラ
ンティアセンターの活動とボランティア
活動に必要な準備やマナー、注意点な
どを、ボランティアセンタースタッフの
目線から学びます。
日  2月1日（木）13:30～16:00
場時  マロニエ2階202　定対  100人・申込先着順
講額  深
ふか

谷
や

和美さん（茨城県常総市社会福
祉協議会）

申講  1月31日（水）までに、直接または電話で

小田原ふれあい体験市場
 申込 小田原箱根商工会議所 ☎23-1811

小田原駅周辺の各店舗で、プロの技術や魅力に触れられる「就業体験教室」を開
催します。対象者、定員、参加費など詳しくは、お問い合わせください。
申講  1月12日（金）9:00～（各教室申込先着順）　関主  産業政策課

体験内容 日時 場所

若返りは頭皮から! 1月20日（土）、2月12日（休）、3月16日（金）
14:00～15:30 化粧品専門店松屋

革で作る口金長財布作り 1月22日（月）・29日（月）、2月7日（水）・15日（木）・
23日（金）13:00～14:30 白牡

ぼ

丹
たん

簡単にできるDIY塗装体験
～塗装の仕方

1月25日（木）、2月6日（火）・22日（木）、
3月6日（火）・22日（木）14:00～15:30 ヤブタ塗料

和菓子!季節のねりきりを作ろう 1月25日（木）、2月8日（木）・15日（木）、
3月1日（木）・8日（木）・15日（木）14:00～15:00 河内屋製菓舗

梅コロッケ教室 1月27日（土）、3月10日（土）14:00～15:00 田中屋本店
マグネットシート作りorおなまえ
シール作り体験 2月3日（土）10:00～12:00 鳳

ほう

文
ぶん

堂
どう

お菓子作り（ブラウニー）＆素敵
なティータイム体験 2月6日（火）、3月13日（火）13:30～15:30 ボンジュール

2時間で完成する可
か わ い

愛い手さげ
バッグ作り体験

2月8日（木）、3月8日（木）14:00～16:00 中戸川ボタン店

簡単にできる英国菓子とロイヤル
ミルクティーのいれ方体験 2月18日（日）13:00～15:00　 小田原HOJYO庵

春のフラワーアレンジメント教室 3月7日（水）・8日（木）10:00～12:00 古屋花店
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イベント
開催中～2/12(休)
こより絵にみる東海道五十三次
ID P24080  郷土文化館 ☎23-1377

歌川広重による「東海道五十三次之内」
を題材に、津田久

きゅう

紫
し

さんが制作したこよ
り絵を紹介します。
時期  9:00～17:00　場時  松永記念館別館

1/14(日)
「日本のお正月」を体験しよう!

ID P24103   申込 小田原海外市民交流会
事務局（文化政策課内） ☎33-1703

小田原海外市民交流会が企画する、日
本の正月ならではの遊びを体験するイ
ベントです。
時期  10:00～11:30
場時  U

う

M
め

EC
こ

O会議室4
定対  30人・多数抽選
※小学生以下は保護者同伴

費定  中学生以上400円、3歳～小学生
200円

申講  1月4日（木）～12日（金）17:00に、電話で
主ホ  小田原海外市民交流会（O

オイファ

IFA）

1/20(土)
プレイパーク・学習会
ID P15474  子育て政策課 ☎33-1874

時期  13:30～16:30
場時  マロニエ2階集会室202
内場  「地域を耕す！遊び場と居場所」
※申込不要、直接会場へ。

講額  高橋利道さん（フリーランス・プレイ
リーダー）

問関  pp@seisho戸田（☎31-1787）

1/21(日)
市民公開講座「うちの子の
歩き方は大丈夫なの？」

ミユキ動物病院 ☎21-3351

高齢犬・高齢猫との付き合い方や、気を
つける点など、詳しい話を聞きます。
時期  14:30～16:00（開場14:00）
場時  UMECO会議室1～3
定対  100人・当日先着順　※予約不要
講額  枝村一弥さん（獣医学博士・小動物外
科専門医） 

主ホ  小田原獣医師会　
関主  環境保護課

1/26(金)～2/25(日)
セピア色の写真展2018
ID P24119  市立図書館 ☎24-1055

市立図書館が所蔵する大正から昭和
期の写真により、あの日あの時の小田
原を振り返ります。
場時  かもめ図書館1階ロビー

わんぱくらんど
わんぱくらんど管理事務所 ☎24-3189

①モルモットふれあいコーナー
モルモットのサークルに入って、
抱っこしてみましょう。

日 期  1月16日（火）
　～3月23日（金）
時期  13:30～14:30
（休園日除く平日）

場時  ふれあい広場
　※雨天、降雪時は中止
②わん・辻クイズラリー
わんぱくらんど・辻村植物公園を
散策し、クイズに挑戦しましょう。

日 期  2月1日（木）～28日（水）
時期  9:00～16:30（休園日除く）

くらしの豆知識
ID P23898  地域安全課 ☎33-1775

｢携帯を持ってＡＴＭへ行け｣は詐欺！
｢還付金がある｣という電話があり、指示
されるままＡＴＭに行くと、逆に自分がお
金を振り込まされた、という事例が増え
ています。不審な電話は､消費生活セン
ター(☎33-1777)へご相談ください。

小田原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

●精神保健福祉相談
日  1月16日（火）・25日（木）、2月6日
（火）・8日（木）13:30～16:30

●エイズ相談・検査
日  1月17日（水）9:00～11:00

●療育歯科相談
日  1月18日（木）9:00～15:30

●認知症相談
日  2月2日（金）13:30～16:30

●骨髄ドナー登録
日  2月6日（火）受付11:00

場時  小田原合同庁舎　申講  各前日までに

相談 がん患者のための就労相談
ID P23161   申込 市立病院がん相談

支援センター ☎34-3175

社会保険労務士と、がん専門相談員
が、治療と仕事の両立のしかた、利用で
きる給付金などについてお答えします。
日  1月26日（金）13:00～17:00
場時  市立病院1階お薬確認場所
対内  がん患者とその家族4件・申込先着順
申講  1月25日（木）までに、電話で

国・県・市による合同行政相談所の開設
ID P24090  地域安全課 ☎33-1775

国や行政についての苦情や意見、要望
を気軽にご相談ください。当日は行政
相談委員、人権擁護委員、民生・児童委
員、司法書士、土地家屋調査士などが
各種相談を受け付けます。
日  1月29日（月）13:00～16:00（受付は
15:30まで）　※予約不要・当日先着順

場時  市役所7階大会議室
内場  道路、交通安全、環境衛生、国税、登
記、年金、相続、マンション管理、人権
問題、心配事など

主ホ  総務省神奈川行政評価事務所

●市民相談〈2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

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

8日（木） 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 13日（火）13:30～15:30

行政苦情 国・県・市への要望や苦情 15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）

20日（火）13:30～15:30

宅地建物取引 不動産の売買など取引、
賃借などに関する相談 22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

17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、土・日曜日、祝日は、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

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歳代まで）
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

フラワーガーデン
フラワーガーデン ☎34-2814
※ 月曜休園（祝日の場合は開園 
し、翌火曜日休園）

① パンジー・ビオラのカントリー 
ガーデン展
個人育種家が育てた、珍しく希
少な品種が勢ぞろい。奥が深い
パンジー・ビオラの魅力をお伝え
します。珍しいパンジー苗の販
売、ハンギングバスケット作り(13
日)、落合けいこさん特別講演会
(14日)、食べられるビオラを使っ
たパンの販売もあります。

日 期  1月6日(土)～14日(日)
時期  9:00～17:00

②バラ大苗植付講座
ブラスバンド、カクテル、京成バラ
園芸の新品種など10種類から好
きなバラを選び、土作り、鉢への
植え付け、剪

せん

定、その後の管理方
法について実地で学びます。
日  1月27日(土)10:30～12:00
定対  20人･申込先着順
費定  4,000円（苗･材料費 他）　
講額  柏木孝太さん、永江晴子さん
(NHK・Eテレ｢趣味の園芸｣講師)

申講  1月13日(土)9:00から電話で
③フラワーガーデン梅まつり
早咲きから遅咲きまで、関東最多
級の約200品種480本の梅が咲
き誇る梅園で、さまざまなイベン
トを開催します。今年のテーマは
「清楚な白梅～萼

がく

のことなり～」
です。

日 期  1月27日(土)～3月11日（日）

④集まれ！植物ハンドブック展
ウメハンドブック(大坪孝之さん
著)をクローズアップした展示会。
合わせて植物関連ハンドブック
約30種類の展示･販売も実施。
2月18日(日)には、大坪さんの梅
園ガイドツアーも開催します。

日 期  2月3日(土)～27日(火)
場時  管理棟1階展示室
協力　(株)文一総合出版
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イベント
1/27(土)
おだわらハートフェスタ
～精神保健福祉地域交流事業～
ID P21860  障がい福祉課 ☎33-1467

心の病について、展示や体験を通じ、
知ってもらうためのイベントです。気軽
にお越しください。
時期  10:00～15:00
場時  小田原地下街ハルネ小田原
内場  市内事業所の物販、パネル展示、ア
ルコール体質判定など

1/27(土)
相州小田原語り道 玉川太福浪曲会
ID P23862  文化政策課 ☎33-1709

人気上昇中の若手浪
曲師の浪曲会を、市
民による「アートマネ
ジメントワークショッ
プ」として開催します。
時期  13:00～15:00
場時  市民会館3階小ホール
費定  前売り1,500円、当日1,800円
　（全席自由）
販売　 プレイガイド:小田原地下街ハル

ネ小田原、平井書店、市民会館
事務室、ローソンチケット

出持  玉川太
だい

福
ふく

さん（浪曲師）、玉川みね子
さん（曲師）、田辺いちかさん（講談） 

主ホ  おだわら文化事業実行委員会

2/10(土)
摺って!学んで!浮世絵講座
ID P24196  申込 郷土文化館 ☎23-1377

藤沢市藤澤浮世絵館の出張講座です。
時期  ①摺

す

り体験　 10:00～12:00
13:30～16:00（随時）

　② 講座「浮世絵の楽しみ方―藤澤浮
世絵館の収蔵品から―」　
13:30～14:30

場時  郷土文化館
定対  ②のみ30人・申込先着順
講額  大江昭子さん・伊藤藍子さん
（藤沢市藤澤浮世絵館学芸員）

①2/10(土)②3/10(土)
植物観察会

申込 小田原の植物研究会・小宮
☎090-3596-7872

時期  ①9:00～15:30
②9:00～16:00

場時  ①曽我梅林 集合 下曽我駅
②熱海（初島） 集合 熱海駅

定対  各20人・申込先着順
費定  100円（保険料）　※②は別途乗船料
申講  開催日の約1か月前から
関主  環境保護課

2/11(祝)
図書館総合歴史講座
北原武夫展記念講演会
ID P24105  申込 市立図書館 ☎24-1055

生誕110年を迎える小田原出身の文学
者、北原武夫についての講演です。
時期  13:30～15:30
場時  けやき2階ホール
定対  200人・申込先着順
講額  坂上弘さん（作家）
申講  2月9日（金）までに、氏名・郵便番号・
住所・電話番号をメール、または電話で

E申  to-hoshi@city.odawara.kanagawa.jp

昼のミニコンサート
ID P03885   文化政策課 ☎ 33-1706

ニューイヤーピアノソロミニコンサート
日  1月24日（水）
12:20～12:40

場時  市役所2階
談話ロビー

出持  恩田優美子さん
（ピアノ）
曲目　春の海、小犬のワルツ、ポロ

ネーズ第1番　他
※ 平成31年度出演者の申し込みを受
け付けています。

UMECO
UMECO ☎24-6611

● ティーサロン
「お正月だ!伝統の技を味わおう」
美しいあめ細工、たくみの技を見
ながら、日本の正月文化に親しみま
しょう。
日  1月13日（土）13:00～16:00
場時  U

う

M
め

EC
こ

O活動エリアＡ1～3
費定  300円（お茶菓子代）

●子育てほっとサロン
「親子で楽しむリトミック!」
親子で楽しくリズム遊びをします。
日  2月21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
申講  1月17日（水）から、直接または電
話で

ホE  http://umeco.info/

上府中公園
上府中公園管理事務所 ☎42-5511
●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し
ます。詳しくは、ホームページをご覧
ください。
日  1月27日（土）10:00～16:00
※荒天中止

ホE  https://www.facebook.com/
kamiichi2012

わんぱくらんど
わんぱくらんど管理事務所 ☎24-3189
●竹細工教室
昔懐かしい遊び、竹とんぼやぶんぶ
んゴマを作って、芝生広場で遊びま
しょう。
日  毎週土・日曜日
※実施しない日もあります。

時期  9:30～12:00、13:00～15:00
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
二宮尊徳生家の保全のため、いろりに
火を入れて、けむり燻

くん

蒸
じょう

を行います。
生家の由来や周辺の史跡などについ
ても説明します。　※見学自由
日  1月27日（土）、2月10日（土）
9:00～11:30

場時  二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）

かもめ名画座
ID P14250  かもめ図書館 ☎49-7800

思い出の映画をお楽しみください。
日  1月19日（金）13:30～（開場13:10）
内場  「夜の大捜査線」（1967年・105分）
監督　ノーマン・ジュイソン
出演　シドニー・ポワチエ

ロッド・スタイガー 他
定対  120人・当日先着順
協力　かもめ図書館フレンズ

フラワーガーデン
フラワーガーデン ☎34-2814

●朝市（売切次第終了）
日  毎週日曜日10:00～15:00

●なるほど園芸講座
大坪孝之さんによる園芸講座を開
催します。1月のテーマは「バラの冬
期剪

せん

定」です。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。
日  毎月第3日曜10:30～11:30

小田原競輪開催日
事業課 ☎23-1101

●和歌山記念（GⅢ）場外
　日 期  1月11日（木）・12日（金）
●J:COM小田原カップ（FⅡ）
　日 期  1月13日（土）～15日（月）
　※ 1月13日・14日和歌山記念（GⅢ）
全R併売

●神静民報社杯争奪戦（FⅠ）
　日 期  1月22日（月）～24日（水）
●松阪記念（GⅢ）場外
　日 期  1月25日（木）～28日（日）
●奈良（FⅠ）場外
　日 期  1月29日（月）・30日（火）
●神奈川新聞社杯（FⅠ）
　日 期  1月31日（水）～2月2日（金）
　※1月31日奈良（FⅠ）全R併売
　※ 2月1日・2日高松記念（GⅢ）
　　全R併売
●高松記念（GⅢ）場外
　日 期  2月3日（土）・4日（日）

月例イベント

いこいの森
申込 いこいの森 ☎24-3785

① ボードウォークとバウムクーヘン作り
森林について学びながら、いこい
の森を整備（橋・階段作り）します。
おやつは竹を使ったバウムクー
ヘン作りにチャレンジ。
日  2月10日（土）9:00～15:00
場時  いこいの森（バス停のある駐車場）
定対  30人・申込先着順（各グループ
に保護者1人以上必要）

費定  500円
持費  弁当、軍手、履き慣れた靴

②本格､ベンチをつくる!
小田原産材のヒノキを使い、ベ
ンチを作ります。詳しくは、ホーム
ページをご覧ください。
日  2月18日（日）・24日（土）
9:00～、13:30～

定対  各2組・申込先着順
費定  4,500円～（材料費込み）

申講  いこいの森に電話または直接
ホE  http://odawara-ikoi.com/

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月4日（木）から開館

①安藤ニキ展
小田原在住のアーティストで、西相
展協会賞･シェル美術賞入選の経歴
を持つ安藤ニキさんの個展です。

日 期  1月24日(水)～2月5日(月)

②季節のブローチづくり
華やかで落ち着いた風合いの正

しょう

絹
けん

古
こ

布
ふ

を使い、季節のブローチを
作りましょう。
2月は「梅」を作ります。
日  2月8日(木)10：00～12：00
定対  15人・申込制
費定  1,300円（材料代含む）
講額  和工房あみぃ



2018（平成30）年　1月号　No.118514

図書館こども映画会
ID P00981  市立図書館 ☎24-1055

かもめ図書館 ☎49-7800

●市立図書館
日  1月20日（土）14:00～（開場13:40）
内場  「こぎつねのおくりもの」（30分）

●かもめ図書館
日  1月13日（土）14:00～（開場13:40）
内場  「馬の田楽」「山の小僧」（27分） 
日  1月27日（土）14:00～（開場13:40）
内場  「鶴の恩返し」他（23分）

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

親子で遊んだり、おしゃべりをしましょ
う。いろいろな遊びを用意しています。
日  1月17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

こども
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、金次郎について
のやさしいお話があります。
日  1月28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
「ぼくのだ!わたしのよ!」
「さかなはさかな」
「十二支のはなし」
●  金次郎のおはなし
とクイズ

定対  60人・当日先着順

ぴよぴよくらぶ
ID P03637   ぴよぴよくらぶ・椎野

☎ 090-6303-0861

親子で楽しむ体操や手遊び、季節の工
作などを行います。初めての人も大歓
迎。直接会場にお越しください。
日  ①1月11日（木）
②2月1日（木）
10:00～11:30
（受付9:45～）

場時  マロニエ
内場  ①お正月あそびで楽しもう
　②みんなで豆まき鬼たいじ
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）
関主  子育て政策課

子育て支援フェスティバル参加者募集
ID P19529  子育て支援フェスティバル実行
委員会事務局（子育て政策課内） ☎33-1874

「子育て支援フェスティバル」は、子育て
中の親と子や、子育てを支援する団体
が集まり、遊びや情報提供などを通じ
てふれあい、子育ての地域の環

わ

を広げ
る目的で実施しています。参加・協賛す
る団体や個人を募集します。
日  平成30年5月27日（日）
場時  マロニエ 
対内  ① 子育てに役立つ情報や、当日子ど
もが楽しめる遊びを提供する団体
② 子ども用品（就学前児童対象）のフ
リーマーケットを出店する団体また
は個人　※別途出店協賛金が必要
③ フェスティバルの趣旨に賛同する
協賛団体または個人
④ 月1回程度の会議（平日夜間開催）
に参加し、実行委員として、フェス
ティバルに参加できる団体
※ 詳しくは、お問い合わせください。

申講  2月9日（金）までに、市ホームページま
たは子育て政策課窓口（5階）にある
参加要領・参加申込書を確認し、申込
書に必要事項を書いて、子育て支援
フェスティバル実行委員会事務局（子
育て政策課内）に直接

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
児について学ぶ講座です。
①妊娠中の過ごし方

日  2月26日（月）13:20～15:30
内場  こころとからだの変化、栄養の話、
分べんの流れ

②赤ちゃんとの生活　その2
日  3月13日（火）13:20～15:30
内場  沐
もく

浴・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

定対  24組・申込先着順
①②共通
場時  保健センター
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（②はエプロ
ン、手拭きタオルも）

申講  ①2月23日（金）②3月12日（月）まで
に、電話で

スポーツ
スポーツ医科学講習会

申込 体育協会 ☎38-3310

日  1月29日（月）19:00～21:00
場時  小田原アリーナ1階研修室
内場  コーディネーショントレーニング、
小林宜

のり

義
よし

さんによる講習会
対内  高校生以上の人50人・申込先着順
申講  1月23日（火）までに、ホームページま
たは電話で

ホE  http://www.odawara-taikyo.or.jp

シニア向けニュースポーツ教室
体育協会 ☎38-3310

日  ①スポーツ吹き矢
　1月17日～2月7日の毎週水曜日
　（全4回）14:00～15:30
　②ストレッチ体操
　2月15日～3月8日の毎週木曜日
　（全4回）14:00～15:30

場時  ①小田原アリーナ（サブ）
②小田原アリーナ（メイン）

対内  県西地域に在住・在勤の50歳以上
　各20人・申込先着順
費定  1種目申込2,000円（傷害保険料含
む）、2種目申込3,000円

申講  ①1月12日（金）までに、②2月9日（金）
までに、ホームページで

ホE  http://www.odawara-taikyo.or.jp

トレーニングルーム
利用者講習会〈2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  毎週火曜日 14:00～15:00

　　毎週水曜日 11:00～12:00
　　毎週金曜日 19:00～20:00
　　毎週日曜日 11:00～12:00
※ 2月11日（祝）・14日（水）・27日
（火）を除く。

対内  高校生以上各日15人・申込先着順
申講  1月15日（月）9:00から
ホE  http://odawaraarena.main.jp/

②スポーツ会館
日  2月8日（木）・17日（土）
　14:00～15:00
2月21日（水）18:30～19:30

　対内  高校生以上各日8人・申込先着順

小田原アリーナの主な行事予定
〈1月15日～2月14日〉

小田原アリーナ ☎38-1144

※1月22日（月）は休館日です。
※ イベント開催時は、一般利用ができな
いこともあります。

日程 内容
使用アリーナ
メイン サブ

1月20日（土）平成29年度神奈川県中学校バドミントン大会 〇

21日（日）第11回おだわら駅伝競走大会 〇
レッスルワン（プロレス） 〇

27日（土）母と子のスポーツ研修会 〇
2月 3日（土）

4日（日）
第19回Wリーグ
（女子バスケットボール） 〇 〇

10日（土）県シニア選手権大会（バドミントン） 〇

11日（祝）第11回西湘地区インディアカ大会 〇

●妊婦さんの集いの場
出産や子育てについて気軽にお話
しします。助産師が参加します。
日  1月19日（金）14:30～16:00
場時  いずみ

●親子の絆
きずな

づくりプログラム
赤ちゃんがきた!（愛称BP）
同じ時期にお母さんになった人と、
子育てに必要なことを学びます。
日  2月21日～3月14日の水曜日
13:30～15:30（全4回）　 

場時 いずみ
対内  生後2～5か月（平成29年9月21
日～12月21日生）の赤ちゃんと
初めて子育てするお母さん20組・
申込先着順

申講  いずみに電話で
●赤ちゃんひろば
5か月までの乳児とお母さん、妊婦
さんを対象とした、子育て講座です。
日  1月19日（金）14:30～15:30
場時  マロニエ　定対  20組・先着順
申講  マロニエに電話または直接

●赤ちゃんデー
6か月までの乳児限定ひろばです。
日  ①1月11日（木）10:00～11:45
②1月19日（金）13:00～15:00
③1月20日（土）10:00～12:00
④2月8日（木）10:00～11:45

場時  ①④おだぴよ②いずみ③マロニエ
●赤ちゃんデー（すくすくデー）
0歳児とママの会です。上の子も妊
婦さんも参加できます。
日  1月12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か月の乳児限定のひろばです。
日  ①1月16日（火）10:00～12:00
②1月24日（水）10:00～11:00
③1月26日（金）13:30～15:30

場時  ①マロニエ②いずみ③おだぴよ
●こゆるぎホッとたいむ
仕事復帰予定のママのおしゃべり
会。ファミリー・サポート・センターの
登録もできます。
日  1月26日（金）14:00～15:00
場時  こゆるぎ　
定対  10組
申講  こゆるぎに電話で

●パパズキッチン
パパが作った旬の地魚料理を、家族
で食べましょう。
日  1月20日（土）10:00～13:00
場時  おだぴよ、崎村調理師専門学校
定対  20家族・申込先着順
費定  1家族500円（3人分）　
※ 詳しくは、お問い合わせください。

申講  おだぴよに電話で
●専門職相談日
①小児科医師

日  1月24日（水）13:30～15:30 
②栄養士

日  1月26日（金）10:00～12:00　 
③臨床心理士

日  2月7日（水）10:00～12:00 
場時  ①いずみ②③マロニエ

※ 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
佐藤彩さん

のやさしいお話があります。

「ぼくのだ!わたしのよ!」
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2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

「すこやか健康コーナーおだわら」
1月健康相談会とイベント
ID P23410  健康づくり課 ☎47-0820

●健康相談会
日  ①1月11日(木)9:00～12:00
②1月24日(水)13:00～17:00

場時  市役所2階「すこやか健康コーナー
おだわら」内

●イベント（健康フェスタ）
日  1月20日(土)10：00～16：00
場時  フレスポ小田原シティーモール北館
内場  血管年齢測定、脳年齢測定、骨健
康度測定、未病センターカーブス
による「からだ年齢測定」

はつらつ健康相談（予約不要）
血圧測定、血管年齢測定、身長・体重測
定、健康・栄養相談などを行います。
●早川公民館

日  1月12日（金）9:30～11:30 
●保健センター

日  2月7日（水）13:30～15:30

すこやか健康相談（電話申込制）
脂質異常症、高血圧、糖尿病などの相
談に保健師・栄養士がお答えします。
日  1月18日（木）13:30～15:30

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

事業名 対象・実施日など

4か月児健診 平成29年10月生
9・15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7月生
2・13・20日

2歳児歯科健診 平成28年1月生
8・16日

3歳児健診 平成26年7月生
6・14・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）

スポーツ
柔道・剣道体験教室

申込 スポーツ会館 ☎23-2465

柔道や剣道の未経験者を対象に、武道
の基本を学びます。伝統的な日本の武
道を体験してみましょう。
①柔道体験教室

日  2月4日～18日の各日曜日
　　9:30～11:30（全3回）
②剣道体験教室

日  2月10日～24日の各土曜日
　　9:30～11:30（全3回）
①②共通
対内  6歳～小学校3年生の柔道・剣道未経
験者各15人・申込先着順

費定  1,000円（保険料含む）
申講  1月28日（日）までに直接、電話または
ホームページの申込フォームで

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

箱根ジオパーク 健康ノルディック
ウォーキングツアー

企画政策課 ☎33-1379

健康的にウォーキングを楽しみながら、
一夜城など箱根ジオパークを体感する
ツアーです（約6km）。
日  2月10日（土）9:00～12:30
集合 入生田駅　解散 早川駅

対内  小学生以上30人・多数抽選
費定  2,000円（ポールレンタル、保険料含む）
申講  1月31日（水）までに、ホールアース自
然学校へ電話（☎0544-66-0790）、
ファクス（FAX0544-67-0567）、ま
たはホームページから

ホE  http://wens.gr.jp

ノルディックウォーキング
～曽我梅林を楽しもう～

申込 体育協会 ☎38-3310

専用ポール（ストック）を使った歩行運動
のため、初心者でも気軽に参加できま
す。　※専用ポールは貸し出し可
日  2月17日（土）9:30～13:00
　集合・解散　小田原アリーナ
場時  コース　 霊峰富士・曽我梅林を眺め

ながらの散策約9.3km
対内  20歳以上の人30人・申込先着順
費定  2,000円（傷害保険料含む）
申講  1月15日（月）～2月9日（金）に、ホーム
ページで

ホE  http://www.odawara-taikyo.or.jp

みんなで市民体操「おだわら百彩」
ID P22379  申込 健康づくり課 ☎47-0820

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

ひゃく

彩
さい

」のレッスンをします。
日  ①1月10日（水）10:00～11:30
　②1月25日（木）14:00～15:30
場時  ①小田原アリーナ
　②いそしぎ
定対  各20人・申込先着順
持費  室内履き、飲み物、タオル
申講  各前日までに、電話で
※体操ができる服装でお越しください。

病院・診療所の相談など
小田原医師会地域医療連携室☎47-0833

各医療機関の診療時間・休診日や、健
診・検査を行う医療機関などをご案内し
ます。インフルエンザなどの予防接種を
行う医療機関についても、お問い合わ
せください。
日  毎週月～土曜日（祝日、年末年始を除く）
時期  9:00～12:00、13:00～17:00
ホE  http://www.odawara.kanagawa.med.or.jp/
医師による電話医療相談（無料）
時期  13:30～14:30
※ 都合により時間が前後することがあ
ります。

写真が語る、いのちのバトンリレー
～地域で考える あたたかな看取り
申込 小田原保健福祉事務所保健福祉課

☎32-8000 FAX32-8138

在宅医療、東日本大震災、地域包括ケ
アなどの写真を通じて、「いのちを皆で
つないでいくこと」や「あたたかで幸せ
な看

み

取り」を考える講演です。
日  2月14日（水）14:00～16:30
（受付13:30～）

場時  小田原合同庁舎3階EF会議室
定対  100人・申込先着順
講額  國森康弘さん（写真家、フォトジャーナ
リスト）

申講  2月9日（金）までに電話、または氏名・ 
職業（勤務先）・連絡先（電話または
ファクス番号）・『講演会 写真が語る
いのちのバトンリレー申込』を書いて
ファクスで

肝炎ウイルス検診

肝炎はウイルス感染によるものなど
で、進行すると肝硬変や肝がんなど
重篤な病気をもたらします。
本市では、40歳以上で受診歴のな
い人を対象に、B型・C型肝炎ウイル
スの検査を行っています。内容は問
診と血液検査のみで、他の健診と
一緒に受けられます。「がん検診等
受診券」に肝炎ウイルス検診の印字
がある人が、受診できます。
取扱医療機関など詳しくは、健康カ
レンダーをご覧になるか、保健セン
ターまでお問い合わせください。

献血
ID P17481  健康づくり課 ☎47-0820

●ダイナシティイースト
日  1月2日（火）・3日（水）・7日（日）・8日
（祝）・14日（日）・21日（日）
10:00～12:00、13:30～16:00

●小田原市役所
日  1月12日（金）
10:00～12:00、13:00～16:00

●フレスポ小田原シティーモール
日  1月28日（日）
10:00～12:00、13:30～16:00

がん集団検診（電話申込制）
●胃がん集団検診

● 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

脳血管疾患予防講演会
ID P24206  申込 健康づくり課 ☎47-0820

脳血管疾患死亡率が高い本市の現状を
踏まえ、「減塩サミットin呉

くれ

」の立役者であ
る日

く さ か

下美穂さんを講師に、健康の大原
則、減塩を続けるポイントを聞きます。
おいしい適塩メニューの紹介や、試飲・
試食コーナーもあります。
日  2月18日（日）13:30～15:30
　 （受付13:00～）
場時  お堀端コンベンションホール
対内  市内在住の人300人・申込先着順
申講  2月16日（金）までに、電話で

食品衛生責任者講習会
小田原保健福祉事務所食品衛生課

☎32-8000（内線3284）

食品衛生責任者は、次のいずれかを受
講してください（4月1日以降に講習会
を受けていない人が対象）。
※車での来場はご遠慮ください。
日  ①1月23日（火）②2月28日（水）
14:00～15:00（受付13:30～）

場時  ①小田原合同庁舎3階EF会議室
②けやき2階ホール

内場  食中毒予防について
持費  食品衛生責任者手帳、筆記用具

1月22日（月）
保健センター2月 7日（水）

17日（土）

1月14日（日）
保健センター

22日（月）

内科（※） 小児科（※） 耳鼻咽
いんこう

喉科 眼科 歯科
1月  1日（祝） ○ ○ ○ - ○

2日（火） ○ ○ ○ ○ ○
3日（水） ○ ○ ○ - ○
7日（日） ○ ○ ○ ○ ○
8日（祝） ○ ○ ○ - ○

14日（日） ○ ○ ○ - ○
21日（日） ○ ○ ○ ○ ○
28日（日） ○ ○ ○ - ○

2月  4日（日） ○ ○ ○ ○ ○
11日（祝） ○ ○ ○ - ○
12日（休） ○ ○ ○ ○ ○

●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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　一人一人の「心の国際化」を
テーマに、ハルネギャラリーで
前期・後期に分けて、市が関わ
る国際交流事業について紹介
します。
　この機会に、世界に心を向け
て、海外姉妹都市や友好都市
との交流や身近で行われている国際交流の事業について知
り、互いの生活や多彩な文化を感じてみましょう。

●新春雅楽演奏会
問  街かど案内所 ☎２３-１１５０
日時  １月6日（土）
　　  ①１3：００から②１4：3０から
●昔遊びを体験してみよう！
問  街かど案内所 ☎23-1150
日時  １月7日（日）11:00～15:30
●新春コンサート
問  街かど案内所 ☎23-1150
日時  １月8日（祝）
　　  ①13:30から ②14:30から
●からくりパズルマーケット
主催・問  「小田原・箱根からくりパズル」を
　　　　 広める会
　　　　 ☎32-3631（（有）からくり企画内）
日時  １月１３日（土）１１：００～１８：００

●十字町界
かいわい

隈の歴史展
主催・問  十字町ヒストリア ☎43-7774
日時  １月19日（金）・20日（土）
　　  10:00～18:00

主催・問  文化政策課 ☎33-1703
期間  前期 1月5日（金）～11日（木）　　
        後期 1月12日（金）～2月26日（月）

イベント情報

　「おだわら国際交流事業展」と題し、市が
関わる国際交流事業を紹介します。
　前期は、県主催の「カナガワビエンナー
レ国際児童画展」の巡回展。後期は、市の
海外姉妹都市・友好都市
との交流事業や、県西
地域最大級の国際交流
イベント「地球市民フェ
スタ」を紹介します。

　近くにいる聴覚障がい者に、皆さんは気づくことができますか。車椅
子や白杖を使っている人は、身体が不自由であることが一目で分かり
ますが、聴覚障がい者は、見た目だけでは分かりません。そのため、「目
に見えない障がい」ともいわれています。

　「耳が不自由です」という自己表示のために考案さ
れたマークです。このマークを提示された場合は、相
手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーション
の方法に配慮しましょう。また、公共交通機関やお店
など配慮する側が提示している場合もあります。

「耳マーク」を知っていますか？

聴覚障がい者の暮らしVol.4

・乾燥わかめ	 1.2ｇ
・キャベツ	 120ｇ
・油揚げ	 1枚
・たまねぎ	 80ｇ
・しいたけ	 80ｇ
・サラダ油	 適量
・だし汁	 560ml
・みそ	 大さじ2

地球市民フェスタ ときめき国際学校

　聴覚障がい者のコミュニケー
ション手段はさまざまです。「聞こ
え」の程度（具合）によって、手話や
筆談、口話（口の動き）、補聴器な
どを使って会話をしています。
　聴覚障がい者と関わることが
あったら、「伝えること」を諦めない
でください。たとえ手話ができな
くても、身振り手振りや筆談で伝
えられることもあります。互いに伝え合おうとする気持ちが大切です。
　障がい者は、私たちと同じように暮らしているのにもかかわらず、不自
由な経験をしています。そのことを心の片隅に留め、「もしかしたら」と考
えて行動し、ともに住みやすい社会にしていきませんか。

「伝えること」を諦めないで

　聴覚障がい者の多くは、相手がマスクをしていると、口の動きが読め
ず、何を話しているのか分からないことがあります。
　また、道を歩いているとき、自動車や自転車の走行音や警告音に気
がつかず、危険な目に遭うことがあります。後ろから話しかけられたと
きも、無視をしたと誤解され、トラブルになることがあります。

聞こえない苦労

野菜たっぷり減塩みそ汁（４人分）

食塩
相当量
1.1g

　主食、主菜、副菜に汁物を合わせると、さらにバランスのよい食事になり
ます。また、主食、主菜、副菜を食べる割合は、３：１：２が理想的です。

①	乾燥わかめは、水で戻す。
②キャベツと油揚げは、1㎝幅の短冊
切り。たまねぎとしいたけは、薄切
りにする。

③	鍋にサラダ油を引き、②を炒める。

④③にだし汁を加え、野菜が柔
らかくなるまで煮る。
※沸騰させすぎないように。

⑤	①のわかめを入れて、最後に
みそを溶き入れる。

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

作ってみよう

野菜を食べよう

　主食が少なく、おかずが多いと、塩分摂取量が多くなってしまいます。野
菜には、塩分を排出する効果のあるカリウムが含まれています。野菜をたく
さん食べて、減塩とバランスのよい食事を目指しましょう。野菜不足の解消
には、野菜をたくさん使った「具だくさんみそ汁」がおすすめです。

（出典：平成25年度栄養調査報告書）

野菜をたくさん取る工夫
・野菜をたくさん入れた主菜にする
・野菜を使った副菜にする
・みそ汁を具だくさんにする

小田原市民の
食事の特徴

・主食が少ない　
・主菜が多い　
・野菜が少ない
・塩分摂取量が多い

食事に一工夫を

▲立てた手を上に引き上げると、「ありが
とう」の手話になります

 文化政策課 職員

世界を感じよう
おだわら国際交流事業展

 のハルネ情報（ハルネギャラリー）1月

情報情報

〜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




