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おそろいの
Ｔシャツで

一体感

日本
代表も
応援！

一体感一体感一体感一体感一体感

▲「芝生のコンディションが素晴らし
い」とワラビーズ

二つの でスポーツの秋

ワラビーズを応援しよう！

企画政策課 ☎33-1408 WEBID P25490

秋といえば食欲の秋？ 読書の秋？ 今年はやっぱりスポーツの秋！
小田原でキャンプを実施するオーストラリア・ラグビー代表チーム「ワラビーズ」をWatch！
毎年恒例の「城下町おだわらツーデーマーチ」で、歴史や自然のある小田原をWalk！
今年の秋は観る？歩く？それとも両方？  二つのWでW

わ く

akuW
わ く

akuしよう！

　昨年小田原で行われたキャンプで、小田原と絆
きずな

を深めたオーストラリア・ラグビー代表チーム「ワ
ラビーズ」。9月20日に開幕する「ラグビーワールドカップ2019」を前に、再び小田原にやってきま
す。前大会では惜しくも準優勝。今大会の優勝を目指して、小田原で準備します。

　ワールドカップ開幕直前、日本ｖｓ南アフリカのパブ
リックビューイングを開催。トークショーのゲストに、
ドロンズ石本さんとJ SPORTSラグビーで実況をし
ている木下貴道さんを迎えます。抽選会やハルネの
各ショップによる関連商品の販売もあります。
問　J:COM小田原 ☎0120-914-000（9:00～18:00）
日時　9月6日（金）18：15から
場所　小田原地下街「ハルネ小田原」
内容　18：15～ オープニング
　　　18：20～ ラグビートークショー
　　　18：50～ プレゼント抽選会
　　　19：15～ 試合開始

　ラグビーファンから人気が高い
世界の強豪「ワラビーズ」が小田原
にやってくるということは、本当に
すごいこと。日本でラグビーワール
ドカップが開催されることは、一生に一度あるかないか。その中で、本
番間近の真剣モードのワラビーズを近くで見ることができる。興奮が
収まらないですね。ラグビーファンはもちろん、そうではない人もぜ
ひ体感してもらいたいです。スクール生も憧れの選手を見ることを楽
しみにしています。きっと、一生の宝物になると思います。
　このことをきっかけに、県西部でのラグビー熱が一気に高まること
を期待しています！　　 小田原ラグビースクール校長　山本洋一さん

問　うましゃルネ祭実行委員会
　　☎24-4383「彩

さ い し ゅ て い

酒亭 洞
ほ ら

」内
日時　9月29日（日）12:00から

　東通り商店街、おしゃれ横丁商店会、小田原地下街
「ハルネ小田原」が力を合わせて開催している「うま
しゃルネ祭」。
　4回めとなる今回は、「ラグビーワールドカップ
2019」がテーマです。小田原でキャンプを行うワラビーズと関連して、オーストラリ
ア商工会議所と連携したオージービーフの試食ができます。
　毎年人気の大試食会やメリーカップを使ったお菓子のつかみ取り、ワンコインで各
店のお得なサービスが受けられる「500円バザール」も実施します。

世界レベルのプレーを生で見るチャンス。
間近で見る選手のプレーは大迫力！

大会期間中、ワラビーズの試合をみんなで応援して、盛り
上がろう！ キックオフ前には、トークショーもあります。

期間　9月9日（月）～13日（金）
練習場所　城山陸上競技場
　　　　　（城山２-２９-１）
公開練習　12日（木）
※時間など最新情報

は、特設サイトでご
確認ください。

9月6日（金）ラグビー日本戦
パブリックビューイングラグビーワールドカップ2019

事前チームキャンプ パブリックビューイングで応援！

熱き思いにトライ

オージー旋風を
小田原から

オーストラリアＶＳフィジー
13:45 キックオフ
場所　小田原城址公園本丸広場
※雨天時は、小田原地下街「ハルネ小田原」

第1回 9/21（土）

16:15 キックオフ
場所　小田原地下街「ハルネ小田原」

第3回 10/19（土）or 20（日） 準決勝

オーストラリアＶＳウェールズ
16:45 キックオフ
場所　小田原地下街「ハルネ小田原」

第2回 9/29（日） 18:00 キックオフ
場所　小田原地下街「ハルネ小田原」
※第3回および第4回は、オーストラリ

ア代表が勝ち進んだ場合のみ実施し
ます。

第4回 11/2（土） 決勝

うましゃルネ祭 も

パブリックビューイングの楽しみ方

オリジナルＴシャツ※ ストレス発散にも！！

大きな声で
応援！

マイケル・フーパー選手は
世界最高峰の選手！

▲小田原ラグビースクールの皆さん

お気に入りの
選手を

見つける

Watch
間近で

Watch
みんなで

Watch

※購入できる店舗は特設サイトで

▲特設サイト

▲ドロンズ
　石本さん
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城下町おだわらツーデーマーチ実行委員会事務局（スポーツ課内） ☎38-1198 WEBID P08252

　城下町小田原の歴史や、箱根・真鶴・湯河原に広がる豊かな自然の景色に親しみながら歩く、ウオーキングイベント「城下町おだわらツーデーマーチ」。各日
５コースから選んで歩きます。参加者特典として、大会バッジなどをプレゼント。また、フィニッシュ後の抽選で協賛各社から提供された景品も当たります。
　参加申し込み方法は、小田原市役所本庁舎や、小田原アリーナ、タウンセンターなどで配布している大会パンフレットや、市ホームページをご覧ください。

日時　11月16日（土）・17日（日）のいずれか
　　　午前の部　  7:00～11:30
　　　午後の部　11:30～16:00

場所　城址公園銅
あかがね

門広場
対象　市内中学生200人
申込　市ホームページから電子申請で

　城下町おだわらツーデーマーチでは、中学生の
ボランティアスタッフを募集します。

11月16日（土）17日（日）開催！
第21回 城下町おだわらツーデーマーチ

9月2日（月）から 事前申込開始！！

坂道が多いけど、坂道を登った後に
は、絶景が！

中学生ボランティア募集

偉人の足跡・
まちなかコース10㎞ 

1日め

戦国時代を偲ぶ
小田原城総

そうがまえ

構コース10㎞ 

2日め

学んで歩こう文学・
遺跡めぐりコース6㎞ 

2日め

6㎞ 

▲コース途中にさまざまなミッショ
ンが！

WEBID P24868

小田原は巡り尽くした

Walk

歴史に
興味がある

まず気軽に

ちょっと
頑張って

スタート
ふだんから

よく歩く方だ

友人や職場の人
または
一人

誰と一緒に
参加する

小さな子ども・
おじいちゃん・
おばあちゃんと

一緒に

北条五代を偲
し の

ぶ
箱根湯本温泉街と
石垣山コース

15㎞ 

1日め

潮風薫る真鶴岬と
みかん香る
湯河原幕山コース

20㎞ 

2日め

西さがみ満喫コース！

二宮尊徳を訪ねる
雄大な西部丘陵コース30㎞ 

2日め

太閤一夜城と潮
し お さ い

騒の
早川・片浦コース20㎞ 

2日め

相模湾を見下ろす
国府津・曽我山コース30㎞ 

1日め
坂道！ 長距離！！

川の風感じる
富士見散策コース20㎞ 

1日め

長い距離を歩いてみたいけど、
坂道が苦手なあなたには！

あなたにお勧めのコースを診断！どのコースを
歩く？ 

前 大 会 のカップリング 率は
46％！ ６kmコースをグループ
で散策した後、市内飲食店で
婚活パーティが行
われます。

毎年人気の婚活イベント
「歩

あ る こ ん

婚」1日め、2日め

※申し込み・詳細は「歩
婚」ホームページで

真鶴の海や湯河原の幕山公園、箱根
の石畳など魅力がいっぱい！！

▲日本遺産に登録された箱根八里も
コースの一部に

明治

戦国

大正～昭和

ファミリー向けコース！！

車椅子の人も参加しています。

ゆっくり歩こう
憩いのファミリーコース

1日め

未就学児の子どもを含む家
族で参加できます。
※別途申し込みが必要です。

歩
ほ

育
い く

「キッズお城探検ウォーク」

小田原の
自然を

満喫したい

2日め

小田原
以外の道も
歩きたい

どんな道でも
ドンとこい

あまり歩いて
いないかな

申込先着順で記載がない場合、申込開始日は9月10日（火）から



2019（令和元）年　9月号　No.12054

教育指導課 ☎33-1682 WEBID P23859

「生きる力」の基礎を育む幼児教育！

「遊び」を通じて育む「学びの芽」！

ともに育つ、ともに育てる

教育委員会って何をするところ？
見たり、聞いたりする機会が少ない、「市教育委員会」の取り組みを連載で紹介します。
今月は、拡大特別編。小学校に上がる前の幼児教育にスポットを当てていきます。

未来を担う子どもは、小田原にとって宝ともいえます。
子どもが健やかに育つ環境を、小田原全体でつくっていく必要があります。

　今後ますます多様化し、予測しにくい社会を生きていく子ども。「さまざまなことに興味を持
つ」「難しいことにも挑戦する」「粘り強く、やり遂げようとする」「人と協力しながら頑張る」など

「目に見えない力」を幼児期に育てていくことが重要であるといわれています。
　この「目に見えない力」は、小学校以降の「学びに向かう力」につながり、さらには大人になっ
てからの生活にも大きな影響があるという調査結果も出ています。
　今、幼児期の学びや育ちの大切さが注目されています。

　幼児期の子どもは、「遊び」を通じて、人との上手な関わり方や豊かな言葉を身につけ
ます。また、「遊び」は自然の美しさや不思議さなどへの気づきや、好きなものや夢中に
なれるものの発見にもつながります。
　「遊び」は小学校以降の学習とつながりがないように感じるかもしれませんが、生涯に
わたる「学び」の基盤となるのです。

　公立幼稚園では、遊びや生活を通じて、豊かに学び育つ環境
の充実に努めています。地域、保護者、小・中学校の児童・生徒
や教職員といった、多くの人々と関わり合いながら、子どもを
育んでいます。

子どものために、できる
ことは何か？職員全員で
意見交換する時間を、こ
れまで以上に設けるなど
していきたいです！

保育の質の向上を、できるこ
とから前向きに進めていき
たいです。また、子どものた
めに各園の取り組みを共有
できたらよいと思います。

小学１年生とドッジボール保護者が読み聞かせ

地域の人と野菜を栽培

酒匂幼稚園
古
ふる

木
き

美貴教諭
報徳保育園
榮
はなぶさ

誠司園長

小・中学校保護者

「目に見えない力」を育むためには、主体
性を大切にした遊びや生活が重要です！

下中幼稚園 藤原園
そ の か

加教諭

　幼児期の子どもの育ちを担う公立・私立
の幼稚園・保育所の先生たちが意見交換
会を行っています。子どもを主体とした幼
児教育・保育の実践方法などについて、幼
稚園と保育所、また公立と私立の枠組み
を越え、考えていきます。

幼稚園と保育所が一丸で

主体的な
遊び

好奇心・探求心

自立心・
人と

かかわる力

言葉で
表現する力

健康な心と体豊かな感性

いくら
ですか…？

何を
手伝え
ばいい？

うわ！
動いてる！

誰から
走る？

うまく
転がる
かな？

子どもは小田原の宝

第3回

おにいちゃん・
おねえちゃんは
かっこいいな！

今日はどんな
話かな？
ワクワク！

土の中で野菜が
育つのか！

地域
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　昭和５９年に、市内で初めて幼年消防クラブとして発足した
「富水保育園幼年消防クラブ」。
　消防出初式での演技披露や、火災予防運動期間中に小田
原駅で防火ちらしの配布など、火災予防広報を行っていま
す。また、園児たちが花火教室で花火を使いながら火の怖さ
を学んだり、消防車お絵かき会を行ったり、防火教育にも取
り組んでいます。
　積極的に行ってきたこれらの活動が認められ、交通安全
や火災予防など、国民の安全の確保について、顕著な功績
をあげた人々に贈られる「安全功労者内閣総理大臣表彰」を
受賞しました。池田園長は、「園児たちは、花火教室や消防車
お絵かき会などをすると『火って怖い。すぐ燃え広がっちゃ
う』と、家に帰って話しています。そのことで家族の皆さんも
防火の意識を持ってくれます。また、駅で園児たちがはっぴ

姿で一生懸命活動することで、多くの皆さんが立ち止まって
火災予防に興味を持ってくれます。園では月1回避難訓練を
行い、火災などの災害が起きたとき、自分で考えて行動でき
るように訓練しています。こうして活動してきたことが、市
の火災予防にも貢献し、大きな賞を受賞できてうれしいです
ね」と話します。
　「防火の誓いと火の用心」。子どもから広がる防火の意識
が、火災から市民の命を守るきっかけとなっています。

安全功労者内閣総理大臣表彰受賞
富水保育園幼年消防クラブ

来年度の幼稚園・保育園入園の申し込み

施設名（定員） 所在地 電話番号
酒匂幼稚園 （105人）※ 酒匂6-8-26 ☎47-3661
東富水幼稚園（70人） 中曽根355-5 ☎36-3606
前羽幼稚園 （35人） 前川510 ☎43-0831
下中幼稚園 （70人）※ 小船174-1 ☎43-0612
矢作幼稚園 （70人） 矢作231 ☎48-4515
報徳幼稚園 （35人） 柳新田129-3 ☎37-0585

※延長保育を実施（17:00まで）

施設名（定員） 所在地 電話番号
新玉幼稚園 ※1 栄町4-6-5 ☎22-4060

御
お

濠
ほり

端
ばた

幼稚園 ※2 城内2-16 ☎23-2958
鴨宮幼稚園 上新田130 ☎47-4251
こゆるぎ幼稚園 ※1 永塚387-5 ☎42-5667
城山幼稚園 城山2-1-3 ☎34-2800
富水幼稚園 飯田岡92 ☎36-2641
花園幼稚園 ※2 南町2-2-45 ☎22-8702
みみずく幼稚園 城山4-19-8 ☎22-2098
友愛幼稚園 北ノ窪176 ☎35-1512
れんげ幼稚園 東町3-12-23 ☎34-4538

※1 令和2年4月から子ども・子育て支援新制度の対象となる園
※2 子ども・子育て支援新制度の対象園

●公立・民間保育所、認定こども園、小規模保育事業（保育課 ☎33-1451）
対象　　　保護者全員が、次の①～⑦のいずれかに該当し、家庭内で誰も子どもの保育ができず、保育の

必要性が認められる人
①仕事をしている（居宅内含む）②妊娠中や出産後、間もない③病気やけが、心身に障がいが
ある④親族などを常に介護する必要がある⑤災害の復旧に当たっている⑥求職活動をして
いる⑦就学（職業訓練校含む）をしている

申込用紙　9月20日（金）から、保育課（市役所5階緑色通路）で配布
受付　　　10月1日（火）～11月8日（金）8:30～17:00（土・日曜日、祝日は除く）に必要事項を書いた申

込用紙を持参し、保育課に直接。市内在住で、市外の保育所を希望する場合も同様。
※認定こども園は保育部のみの受付。幼稚部は、施設に直接。
※昨年度と受付期間が異なりますのでご注意ください。
　（ただし申込に係る追加書類のみ11月15日（金）17:00まで受付）

〈公立保育所〉

●幼稚園新入園
（1）公立幼稚園 （教育指導課 ☎３３-１６８２） ID P25533
市内全域から入園が可能（通園手段は徒歩、自転車
など）です。
対象　次の①②両方に該当する人

① 平成27年4月2日～28年4月１日に生まれ
た４歳児

② 令和2年4月1日現在で公立・民間保育所・
私立幼稚園などに在園していない

願書　１０月15日（火）～21日（月）９:００～１６:３０に、
入園希望の幼稚園で配布

受付　１１月１日（金）・2日（土）１４:３０～１６:３０に、入園
希望の幼稚園で受付（多数抽選）

（2）私立幼稚園
対象　平成27年４月２日～29年４月１日に生まれた
　　　３・４歳児
願書　１０月15日（火）から入園希望の幼稚園で配布
受付　１１月１日（金）以降に問い合わせた後、入園希

望の幼稚園で（満３歳児は随時）

施設名 所在地 保育年齢 電話番号
上府中保育園 千代694-1 産休明け～ ☎42-1642
小田原愛児園 浜町1-3-8 2歳～ ☎22-3523
小田原乳児園 浜町1-2-15 産休明け～1歳 ☎22-3523
クレヨンの森保育園 板橋544 3か月～ ☎24-1352
足柄保育園 扇町2-17-2 産休明け～ ☎34-2528
みゆき愛児園 本町4-6-18 産休明け～ ☎22-3722
中島保育園 中町2-13-48 3か月～ ☎22-4359
山王保育園 東町1-30-30 産休明け～ ☎34-0380
久野保育園 久野1550 3か月～ ☎35-2253
五百羅漢保育園 扇町5-7-35 3か月～ ☎34-3247
螢田愛児園 蓮正寺783 6か月～ ☎36-1914
荻窪保育園 荻窪542-5 産休明け～ ☎34-4596
国府津保育園 国府津3-11-25 産休明け～ ☎47-3355
石塚保育園 国府津2769 産休明け～ ☎47-3367
さくら保育園 酒匂6-6-30 産休明け～ ☎47-6611
城前寺保育園 曽我谷津592 産休明け～ ☎42-0140
城前寺保育園
かものみや分園 鴨宮670-1 産休明け～2歳 ☎20-9914

城前寺保育園
そが分園 曽我岸132 産休明け～3歳 ☎41-1116

富水保育園 栢山1946 3か月～ ☎36-0531
西大友保育園 西大友485-2 1歳～ ☎36-4378
西大友保育園分園
みらい 西大友470-1 産休明け～1歳 ☎46-6222

下府中保育園 中里184-6 産休明け～ ☎47-8294
春光保育園 鴨宮444 7か月～ ☎48-5162

〈民間保育所〉

施設名 所在地 保育年齢 電話番号 施設名 所在地 保育年齢 電話番号
下曽我保育園 曽我原347 4か月～ ☎42-0951 豊川保育園 成田654-5 1歳～ ☎36-4754
曽我保育園 下大井104 4か月～ ☎42-2852 早川保育園 早川2-3-13 4か月～ ☎22-2710

桜井保育園 曽比2153-2 4か月～ ☎36-0710

施設名 所在地 保育年齢 電話番号
報徳保育園 栢山880 3か月～ ☎36-0272
たんぽぽ保育園 府川139-2 産休明け～ ☎35-6505
桃重保育園 小八幡4-1-13 産休明け～ ☎48-6770
南鴨宮あいじ園 南鴨宮3-48-12 5か月～ ☎49-3550
お花畑保育園 南鴨宮3-23-24 6か月～ ☎46-0872
保育園大地 堀之内458 10か月～ ☎37-4619

（仮）保育園大空※ 栢山3602 10か月～ （仮）☎37-4619
認定こども園

小田原みどり学園 中町1-15-11 10か月～ ☎23-2866
こひつじ学園 飯田岡336 ３歳～ ☎36-1789

小規模保育事業
矢作愛児園 矢作17-9 産休明け～2歳 ☎48-4144
育みの家カンガルー
栄町第1 栄町2-5-28 産休明け～2歳 ☎23-1024

アミッチ保育園 中里183-8 産休明け～2歳 ☎43-9226
たんぽぽの家 飯田岡454 産休明け～2歳 ☎39-2010
保育所モナミ桑原園 成田794-2 産休明け～2歳 ☎43-7799
ぎんがむら保育園 城山2-3-1 4か月～2歳 ☎44-4215
サンライズキッズ
保育園小田原園 曽比1755-1 4か月～2歳 ☎050-

5807-2229
保育所モナミ
蓮正寺園 蓮正寺103-5 産休明け～2歳 ☎44-4600

おだわら・
もあな保育園 国府津2-4-4 10か月～2歳 ☎42-9990

育みの家カンガルー
久野第2 久野860 産休明け～2歳 ☎46-9215

（仮）豊川すずらん
　　保育園※ 成田646-3 4か月～2歳 （仮）☎045-

294-9686
※ 令和2年4月1日開所予定

申込先着順で記載がない場合、申込開始日は9月10日（火）から



専門課程
学びを深め、実践につなげる

2年め

二宮尊徳の教えを継承する
尊徳翁の教えを中
心に、実習を交えて学
習し、教えを現代に生
かす力を育んでいま
す。
4回めの講座では、

「小田原報徳実践会」が実施している「報徳楽
がっ

校
こう

」
の活動に参加。報徳実践会の横田八郎会長たちか
ら、取り組みの詳細を聞いた後、「伝えたいことを
体で伝えよう」というテーマで、親子で考えた創作
劇の発表を見学しました。

自然を守り育てる
小田原の自然を学

びながら、実習を通じ
て多くの実践団体と
交流を深めています。
２回めの講座は、「海
から見る小田原の自
然」がテーマ。東京大学生産技術研究所平塚総合海
洋実験場 石戸谷博範博士から相模湾の豊かな海を
支えるキーワードや、定置網の歴史について話を聞
きました。また、石橋ダイビングセンター代表 滝田叔

よし

歳
とし

さんからは小田原の海で生活する魚や生物たちの
生態や、小田原の海に沈む遺跡について聞きました。

地域の文化力を高める
ワークショップや実
習を重ね、文化活動の
運営体験などを文化レ
ポートとしてまとめな
がら、文化活動に必要
な力を育んでいます。
初回の講座では、小田原市文化振興ビジョンや「市民

による市民のための文化情報発信」をコンセプトとした
「小田原文化レポーター」についての説明を受けました。
その後の講座で、小田原市美術展覧会のワーク

ショップに参加するなど、直接小田原の芸術文化に
触れています。

問関 生涯学習課 ☎33-1882 WEBID P27184

問関 下水道総務課 ☎33-1616
 WEBID P02497

家庭や工場などから排出される汚水
を集めて処理し、自然に戻す役割を担
う下水道。
下水道が整備された地域では、浄化
槽を使用している場合は遅滞なく、ま
た、くみ取り式トイレを使用している場
合は3年以内に水洗トイレにし、下水道
に接続することが下水道法で定められ
ています。
しかし、本市では、下水道に接続でき
る世帯のうち約6.4%が未接続です。
まだ下水道に接続されていない世帯
には、職員が戸別訪問し、接続の案内を
しています。

小田原の未来を、市民の力で切り拓
ひら

くため、まちの魅力、現状、課題を実習なども
交えながら学ぶ「おだわら市民学校」。昨年度から始まり、2年めに突入しています。
今年から始まった「専門課程」では、8つの分野に分かれ、学びを深めています。
そこでは、どんな学び、出会いが待っているのでしょうか。
来年3月まで、おだわら市民学校の取り組みを追っていきます。

　「おだわら市民学校」は、みんなが集い、ともに学び、実践につなげる「人のチカラ」を育む学びの場。
　基礎課程では「郷土愛」を、専門課程では「実践につなげる課題解決を担いうるチカラ」を育みます。

今月号から、専門課程の授業のようすを連載でお伝えします。

1 サポートの必要な人を支える
2 子どもを見守り育てる
3 自然を守り育てる
4 地域の文化力を高める
5 地域を元気にする
6 郷土の魅力を知り伝える
7 地域の生産力を高める
8 二宮尊徳の教えを継承する

　下水道が普及するに従い、市内の河川の水質が改善し
ているのが分かります。

下水道普及の推移

※BOD値:  河川の水質を示す一つの指標。値が低いほど、汚れが
少ないといえます。

水洗化工事を補助する制度下水道に接続を快適な環境で
暮らすため

河川･地点名 S53 H10 H30
小八幡川･万石橋 2.0 1.6 1.1
森戸川･親木橋 6.3 4.5 1.5
酒匂川･飯泉取水堰 1.0 1.1 0.8
狩川･狩川橋 1.4 1.7 1.0
山王川･山王橋 2.9 1.8 0.9
早川･早川橋 1.6 1.3 1.0

市内河川のBOD値※の推移（mg/l） 　下水道接続にかかった工事費の一部を補助します。
対象　① 下水道の供用開始から3年以内の戸建て住

宅で、下水道に接続する工事を行った人
 ② アパートなどの集合住宅で、下水道に接続

する工事を行った人

A.水洗化工事費補助金

B.水洗便所改造等資金融資あっせん

　下水道接続の工事に必要な資金について、市が取
扱金融機関からの融資をあっせんする制度です。利
子は市が負担し、利用者は無利子で費用を借りられ
ます。
対象　① くみ取り式トイレを改造し下水道に接続する人
 ② 浄化槽による水洗トイレを下水道に接続す

る人
条件　①確実な返済計画が立てられる人
 ②連帯保証人を立てることができる など

小田原を元気にする　8つの分野

おだわら市民学校

2年制の「おだわら市民学校」
どんな専門課程があるの?

座学や体験を織り交ぜ、小田原のあふれる魅力を盛り込んだ
カリキュラムから、改めて小田原を知り、見つめ直します。

8つの分野の中から、自分が担い手として進む分野
を選択し、実習も交えながら一層の理解を深めます。

他に、各分野ですでに活動している団体向けに、課題の共有や事例研究などをする「人づくり課題解決ゼミ」もあります。
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30,000

20,000

10,000

0
S53 S58 S63 H5 H10 H15

注：住宅数総数は住宅土地統計の結果により、
 平成30年は未公表

H20 H25 H30

住宅数総数
処理区域戸数
下水道接続戸数

下水道下水道

授 業 見 学

授 業 見 学

基礎課程：おだわら学講座
小田原の魅力を学び、郷土愛を育む

1年め

下水道に接続することで……
 私たちの飲み水の水源にもなる河川などがきれいになり、自然環境を守れる。
 ハエ･蚊などの害虫や悪臭の発生を防ぎ、生活環境がよくなる。

A・B　共通の条件

●新築や増改築は除く
●  市税、下水道受益者負担金、下水道使用料を滞納し
ていない人など
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申込先着順で記載がない場合、申込開始日は9月10日（火）から

●図書施設の休館　9月24日（火）～10月3日（木）
　蔵書管理のシステムを更新するため、市内全図書施設を休館します。期間
中は、データ移行作業を行うため、インターネットでの図書の検索･予約もで
きません。
対象施設　 かもめ図書館、市立図書館、生涯学習センターけやき図書室、生

涯学習センター国府津学習館図書室、尊徳記念館図書室、川東
タウンセンターマロニエ図書室、城北タウンセンターいずみ図書
コーナー、橘タウンセンターこゆるぎ図書コーナー

休館中の図書の返却　 ブックポストへ。大型絵本・紙芝居は、10月4日以降、
カウンターへ直接。

※国府津学習館図書室は、上記に加え9月5日（木）･6日（金）も休館

　システム更新に伴い、図書を予約する際に使うパスワードの再設定が必要です。
10月4日以降に設定してください。詳細は、市ホームページなどでお知らせします。

市では、「情報公開条例」に基づき、市が持つさまざまな情報を公開しています。一方で、「個人情報保護条例」に基づき、市が持つ個人情報を保護しています。

※写真はイメージです（実際の設置とは異なります）。

「情報公開制度」と「個人情報保護制度」の運用状況
WEBID P08554  問関 総務課 ☎33-1288

お だ わ ら 情 報

●情報公開制度とは
市民の皆さんからの請求などにより、市政に関する情報を公開する制度。

●個人情報保護制度とは
個人情報の適正な取り扱い方法を定め、個人の権利利益の侵害を防止し

ようとする制度。市が持つ公文書の個人情報は、本人の開示請求により確
認できます。

※1　個人情報などの非公開情報が含まれる場合
※2　請求された文書が存在しない場合
※3　公文書の存在を答えることで、非公開情報を公開することになる場合

【表1】 公文書の公開請求に対する処理状況･主な請求内容（平成30年度）
処理状況 件数 主な請求内容

公開 166

●公共施設管理日報
●各種工事の設計書
●建設リサイクル法の解体届出受付簿
●境界確認報告書　など

一部公開 ※1 96
非公開 0
不存在 ※2 5
却下 0
存否応答拒否 ※3 1
取り下げ 3
合計 271

※4　本人以外の個人情報など非開示情報が含まれている場合
※5　「不存在（請求された文書が存在しない場合）」も含む。

【表2】 個人情報の開示請求に対する処理状況･主な請求内容（平成30年度）
処理状況 件数 主な請求内容

開示 49
●家屋見取図調査書
●税の収納状況
●介護認定調査票
●市立病院のカルテ　など

一部開示 ※4 27
不開示 ※5 12
却下 0
存否応答拒否 0
取り下げ 2
合計 90

公文書公開や個人情報開示の請求
方法　 市役所4階の行政情報センターにある所定の様式に必要事項を書いて提出

（公文書公開請求の様式は、市ホームページからもダウンロードできます）
　　　※詳しくは、電話または市ホームページで。
持ち物　運転免許証などの本人確認ができる書類（個人情報開示の請求のみ）
※ 制度の運用状況報告書は、市ホームページ、行政情報センター、図書館で見る
ことができます。

かもめ図書館に、自動貸し出し機と自動返却機を導入し、図書の貸し出し･
返却を自分で手続きすることができるようになります。簡単な操作でまとめて
処理することができ、職員が一冊ずつバーコードを読み込む必要がなくなるた
め、手続き時間が短くなります。また、自分が借りる本を職員に見られなくなる
ため、プライバシーの保護にも効果があります。

自動貸し出し機 自動返却機 セキュリティゲート

10月4日から
かもめ図書館で 本を借りやすく

WEBID P27378  問関 かもめ図書館 ☎49-7800

利用者が図書を置くと、ICタ
グを読み取り、貸し出し処理
されます。同時に最大10冊ま
で、読み取り可能です。

利用者が機械に本を入れま
す。閉館時は、従来どおり、
「ブックポスト」（図書館外に
設置）に返却してください。

セキュリティゲートは、無断持
ち出し防止など蔵書管理に期
待できます。かもめ図書館で
は、毎年、約400冊の本の行
方が分からなくなっています。

毎年9月1日から10日は、「屋外広告物適正化旬間」です。市では違反広
告物のパトロールや、商店街へのちらしの配布により、屋外広告物のルール
や安全対策に関する啓発を実施します。
条例の基準に合わない屋外広告物は、変更の申請をして、改修してくださ

い。

屋外広告物の適正化にご協力ください

市では、美しいまちの景観や自然の風致を維持し、安全性を確保するた
め、屋外広告物法に基づく「小田原市屋外広告物条例」を制定。広告物など
を表示できる場所や物件、基準（形状・大きさ・色調・表示の方法や設置の位
置）を定めています。
屋外広告物を表示する際には、事前に市長の許可が必要となる他、許可
期間満了後も引き続き表示するには、更新の手続きが必要です。

知っていますか?
屋外広告物にはルールがあります

WEBID P01756  問関 まちづくり交通課 ☎33-1593

許可が必要な屋外広告物の例

屋上広告塔

独立広告板

壁面利用広告物（箱文字）

工作物利用広告物

壁面突出広告物

壁面利用広告物

屋上広告板

立看板

アーチ

広告旗

懸垂幕
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屋外燃焼行為の禁止
ID P19065   環境保護課 ☎33-1483

屋外燃焼行為による煙や悪臭は、周囲
に迷惑をかけます。屋外でのゴムやプ
ラスチック類、木材、紙くずなどの焼却
やたき火は禁止されています。ごみは、
定められた方法でごみ集積所に出しま
しょう。事業者は、廃棄物処理業者など
に、処理を委託してください。

ごみ出しに便利なサービス
ID P02430   環境政策課 ☎33-1471

市では、ごみ出しに便利なサービス情
報を、パソコンやスマートフォンで提供
（無料・別途通信料）しています。
●ごみ分別辞典「ごみサク」
ごみの分別と出し方を、50音順や
キーワードで簡単に検索できます。

●53cal（ゴミカレ）
地区を選択して収集日を確認できま
す。また、メールアドレスと地区を登録
すると、収集日の前日または当日に、
お知らせメールが届きます。

サービスの利用は、検索サイトで「小田
原市　ごみサク」「小田原市　ゴミカレ」
で検索。または、二次元バーコードで。

小田原（国府津）海岸に監視
カメラを設置・映像を配信
県西土木事務所小田原土木センター

 ☎34-4141

災害時における海岸近くの住民の、安
全で円滑な避難を確保するため、津波
や高潮などによる高波を監視するカメ
ラを設置しました。県のホームページ
で、映像を配信しています。
設置場所
国府津4丁目地先
ホE  http://www.pref.kanagawa.jp/
docs/jy2/tsunami/p613103.html

関主 建設政策課

お知らせ 小田原文学館休館
ID P27532   かもめ図書館 ☎49-7800

改修工事などのため、休館日を変更し
ます。詳しくは、市ホームページを確認
するか、お問い合わせください。9月は
通常どおり開館します。
全館休館

日 期  10月1日（火）～7日（月）
本館休館（別館・白秋童謡館は開館）　

日 期  10月8日（火）～令和2年3月（予定）

ハルネ小田原限定
お買物券販売

街かど案内所 ☎23-1150

ハルネ小田原（一部店舗除く）で使用で
きるお買物券11,000円分を、10,000
円で限定販売します。
日  9月28日（土）・29日（日）、10月15日（火）
場時  小田原地下街ハルネ小田原
関主  商業振興課

バリアフリー･省エネ･耐震改修住宅
固定資産税の軽減

資産税課 ☎33-1371

ID P12651  ①バリアフリー改修住宅
一定のバリアフリー改修工事を行っ
た賃貸を除く住宅（建築日から10年
以上経過し、改修後の床面積が50㎡
以上280㎡以下の住宅に限る）は、翌
年度分の固定資産税（100㎡分まで）
の3分の1が減額されます。65歳以
上の人、介護保険の要介護･要支援
の認定を受けている人、障がいのあ
る人が住んでいる住宅が対象です。

ID P12650  ②省エネ改修住宅
一定の省エネ改修工事を行った賃貸
を除く住宅（平成20年1月1日以前に
建築され、改修後の床面積が50㎡以
上280㎡以下の住宅に限る）は、翌年
度分の固定資産税（120㎡分まで）の
3分の1（認定長期優良住宅は3分の
2）が減額されます。
※①との併用も可能

ID P12644  ③耐震改修住宅
現行基準に適合する耐震改修工事
を行った住宅（昭和57年1月1日以前
の建築に限る）は、原則翌年度分の
固定資産税（120㎡分まで）の2分の1
（認定長期優良住宅は3分の2）が減
額されます。

①～③共通
対内  費用が50万円を超える改修工事
※ 工事完了期間は、①②令和2年3月
31日（火）③令和2年12月31日（木）
で、完了後3か月以内に、該当工事の
領収書などの提出が必要

津波災害警戒区域指定に
係る住民説明会
ID P27660   防災対策課 ☎33-1855

日  ①10月10日（木）19:00～20:30
②10月13日（日）14:30～16:00
③10月17日（木）19:00～20:30

場時  ①市民会館小ホール
②マロニエ3階マロニエホール
③片浦小学校屋内運動場

※ 予約不要。荒天時の開催の有無は、
市ホームページで確認してください。

敬老行事「高齢者に感謝をこめて」
ID P21202   高齢介護課 ☎33-1841

多年にわたり社会に尽くされた高齢者
を敬愛し、長寿を祝います。自治会など
で、さまざまな行事も行われます。
●市からのお祝い
　●  88歳、100歳の人…祝金
　●  100歳の人…額縁
　●  最高齢者の男女…記念品
　●  長寿夫妻（結婚60年･70年を迎え
た夫妻）…祝状と額縁

●国からのお祝い
　●  100歳の人…祝状と銀杯

年金生活者支援給付金
ID P27385   小田原年金事務所 ☎22-1391

年金を含めても所得が低い人の生活を
支援するため、年金に上乗せして支給
する制度です。
支給月額の基準は5,000円で、受給し
ている年金の種類や保険料の納付･免
除期間により増減します（年度ごとの物
価変動により改定される場合有り）。受
け取るには、支給要件を満たし、請求手
続きを行う必要があります。
平成31年4月1日時点で老齢基礎年
金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受
給し、所得条件などの支給要件を満た
している人には、9月頃に日本年金機構
から請求手続きに必要な書類が送付さ
れる予定です。
制度は10月1日（火）から施行され、初回
の支払い（10月分･11月分）は令和元年
12月中旬です。　関主 保険課

市立小・中学校における
時間外の電話対応
ID P27696   教育総務課 ☎33-1671

市立の小・中学校の電話は、平日の勤
務終了後から翌日の勤務開始前までの
時間と、土・日曜日、祝日、年末年始など
の終日において、音声メッセージによる
自動対応となります。伝言メッセージの
録音はできません。ご協力をお願いしま
す。

日 期 １０月１日（火）から
※ 設定時間は学校ごとの対応となりま
す。

就学時健康診断
ID P27509   学校安全課 ☎33-1692

令和2年4月に小学校へ入学する子ど
も（平成25年4月2日～平成26年4月1
日生）は、必ず就学時健康診断を受けて
ください。詳しくは、9月中旬に子どもの
住民登録をしている住所宛に送付する、
「就学時健康診断通知書」で確認して
ください。

市立小学校に入学を
希望する外国籍の人へ
ID P10899   教育指導課 ☎33-1682

日本では、満6歳を過ぎた最初の4月か
ら、小学校へ入学ができます。市立小学
校へ子どもの入学を希望する場合は、
教育指導課へご連絡ください。
In Japan, children can enter elementary 
school in the April following their 6th 
birthday. If you wish for your child 
to attend an Odawara-Municipal 
Elementary School, please contact us.

木造住宅の耐震化に係る
費用を補助
ID P12506   建築指導課 ☎33-1433

木造住宅の耐震化（診断、設計･工事監
理、改修）に係る費用の一部を補助しま
す。工事費の補助限度額は100万円で
す。次の全ての条件に該当する場合は、
事前に申請してください。
①市内にあり、個人が所有するもの
②昭和56年5月31日以前着工のもの
（昭和56年6月1日以降に増築した場
合はご相談ください）
③ 木造（在来工法）で平屋･2階建てのもの
④所有者が市税を滞納していないこと
※ 長屋･共同住宅は、耐震診断の補助
のみとなります。

耐震セミナー･耐震相談会
日  10月2日（水）10:00～11:00
場時  いそしぎ第4講習室

保険料の納付
　　　　　①③保険課 ☎33-1834

②高齢介護課 ☎33-1840

次の保険料の納期限は9月30日（月）
です。期限までに納めてください。
①国民健康保険料第4期
②介護保険料第4期
③後期高齢者医療保険料第3期

ID P25264
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久野霊園行き直通路線バスの運行
伊豆箱根バス（株）小田原営業所 ☎34-0333
ID P27430   みどり公園課 ☎33-1583

お彼岸の時期に合わせて、久野霊園へ
の直通路線バスを運行します。

日 期  9月20日（金）～23日（祝）
発車場所　【行き】小田原駅西口発
 【帰り】久野霊園発
※ 運行時刻や運賃など詳しくは、バス
会社にお問い合わせください。

9月20日はバスの日
ID P27661   まちづくり交通課 ☎33-1267

明治36年9月20日に、京都市で日本初
となるバスの運行が始まったことを記
念して、昭和62年に「バスの日」が制定
されました。バスなどの公共交通を存
続していくには、多くの人が乗ることが
大切です。誰もが
移動しやすいまち
を維持するため
に、積極的に公共
交通を利用しま
しょう。

埋蔵文化財試掘調査による
市立病院駐車場の減少
ID P27480   経営管理課 ☎34-3175

新病院建設に向けた基本計画策定作
業の一環として、敷地内の埋蔵文化財
試掘調査を行うため、駐車場を利用で
きる台数が減少します。混雑が予想さ
れますので、来院の際は、なるべく公共
交通をご利用ください。

日 期  10月4日（金）～27日（日）のうち6日間
※ 雨天などにより日程が変更になる場
合があります。

環境性能割の導入
ID P27636   市税総務課 ☎33-1343

税制改正により、10月1日（火）から、自
動車取得税に代わり、「環境性能割」が
導入されます。環境性能割は、自動車の
燃費性能などに応じて自動車の購入時
（購入価格50万円を超えるもの）に、新
車･中古車を問わず課税される税金で
す。9月30日（月）まで自動車取得税は、
軽自動車分を含み道府県税ですが、10
月1日（火）から軽自動車分の環境性能
割は新たに市町村税となります。なお、
当分は道府県が賦課徴収を行います。
導入に伴い、従来の軽自動車税は、「軽
自動車税（種別割）」に名称が変更になり
ますが、税率に変更はありません。

お知らせ 募集
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
適正化などを審議する、審議会委員を
募集します。
対内  市内在住･在勤･在学の20～60歳代
の人二人

任交  11月1日（金）から2年間
選任  書類選考（応募の動機･抱負などをも
とに選考）

額選  10,000円（会議1回につき）
申講  10月8日（火）までに、市役所4階行政
情報センター、タウンセンターまたは
市ホームページにある応募用紙に必
要事項を書いて、行政情報センター
に直接、郵送（消印有効）またはメール
で
E申  somu@city.odawara.kanagawa.jp
※結果は、応募者全員に通知します。

ひとり親のための就業支援講座
申込 神奈川県母子家庭等就業・

自立支援センター ☎0466-90-3601

パソコン初心者向けの無料パソコン基
礎講座を開催します。求職中で、児童扶
養手当を受給している人が優先です。

日 期  10月1日（火）～3日（木）10：00～15：30
場時  マロニエ2階集会室2０１
対内  県内（横浜市、川崎市、相模原市、横
須賀市を除く）在住のひとり親で、全
日程（3日間）受講できる人

申講  9月17日（火）までの月～土曜日に、電
話で（9：00～17：00）

関主  子育て政策課

気軽に生涯現役3DAYSセミナー
ID P27489   申込 市生涯現役推進協議会

（企画政策課内） ☎33-1318

元気に楽しくセカンドライフを送るきっ
かけづくりを目的とした、3日間のセミ
ナーです。1日だけの参加も可能です。
① 働いているから元気なんだ!
～社会を支える側であり続けるために～
日  9月27日（金）14:00～16:00
場時  U

う

M
め

EC
こ

O会議室1･2
講額  藤村博之さん（法政大学大学院イ
ノベーション･マネジメント研究科
教授）

② 人生100年時代を自分らしく生きる
ために今やるべきこと
日  10月3日（木）14:00～16:00
場時  UMECO会議室5･6
講額  須藤毅

き

一
いち

さん（すとうFP事務所）
③「笑いヨガ」とシニア向け仕事紹介
日  10月15日（火）14:00～16:00
場時  UMECO会議室1～3
講額  鈴木淑

よし

江
え

さん（笑いヨガリーダー）、
企業や団体の担当者

①～③共通
対内  市内在住または市内での仕事･ボラ
ンティアに興味がある、おおむね55
歳以上の人50人･申込先着順

申講  市ホームページまたは電話で

みかんの木オーナー
  申込 JAかながわ西湘早川支店 ☎22-3966

木の管理は農家が行います。みかん狩
りを楽しみ、みかんを味わってください。
費定 収穫量約40kgで10,000円程度
関主 農政課

おだわら森の先生養成講座
ID P27658   農政課 ☎33-1491

森林･林業に関する知識を学び、小学校
や各種イベントなどで、普及啓発活動が
できる指導者を養成します。
内場 講義全5回

●森林･林業に関する知識の習得
●森林づくり、野外活動実習
●  森林学習･普及啓発活動の企画と
実践 など

対内 市内在住･在勤の20歳以上の人
※ 詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。

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、応急手当全般を学びます。
日  10月5日（土）9:30～18:30
場時  中井町農村環境改善センター
対内  中学生以上（市消防管内に在住･在
勤･在学の人を優先）20人･申込先着
順

申講  電話（平日9:00～17:00）で予約後、
9月26日（木）までに、申請書を最寄り
の消防署所に直接

花かざりのスポンサー
ID P26496   みどり公園課 ☎33-1584

小田原駅東口広場ペデストリアンデッ
キに設置している、花かざりのスポン
サーを募集します。スポンサーになると、
花かざりに名前入りのプレートが取り付
けられます（全10基のうち8基募集）。
費定  協賛金3万円（1基あたりの年額）
※10月以降の協賛は半額1万5千円

申講  市ホームページにある協賛申出書に
必要事項を書いて、みどり公園課に
直接

福祉観光ガイドボランティア講座
申込 箱根町社会福祉協議会

☎0460-85-9000

本市や箱根などを訪れた障がい者や高
齢者に、安心して観光を楽しんでもらう
ために、福祉的な配慮を学び、観光ガイ
ドに生かす講座です。
日  9月17日（火）･24日（火）･30日（月）
13:30～16:30（全3回）

場時  UMECO活動エリア
※ 日程により時間や場所が異なりま
す。詳しくは、お問い合わせくださ
い。

内場  車いす体験、視覚障がい者誘導 他
定対  20人･申込先着順
主ホ  UMECO、小田原市社会福祉協議
会、箱根町社会福祉協議会 他

関主  福祉政策課

援農者育成「Re農地」講座
申込 農地活!片浦事務局･帰

き

山
やま

 ☎080-4612-8420

「農」に関する知恵や技術を、実践で学
びます。
日  ①9月20日（金）18:30～20:30
②9月28日（土）10:00～16:00
③10月5日（土）10:30～15:00

場時  ①UMECO会議室7②③根府川地内
（参加者に別途通知）
定対  各15人･申込先着順
費定 ①②各1,000円③3,000円
申講  各開催日の2日前までに、メールまた
は電話で
E申  kataura55sep@gmail.com
ホE  https://kataurapro.wordpress.com
※ 本講座は連続講座ですが、1回のみ
の参加もできます。　

関主 農政課

市民法律講座「くらしと法律」
ID P16063   申込 地域安全課 ☎33-1775

日  ①10月8日（火）②10月11日（金）
③10月15日（火）④10月18日（金）
14:00～16:00

場時  けやき
内場  ①不動産に関する法律問題
②相続・遺言（1）
③相続・遺言（2）
④近隣トラブル

定対  各70人･申込先着順
講額  ①久保友宏さん
②③奥田裕介さん
④岡安知

とも

巳
み

さん
（県弁護士会弁護士）
申講  直接または電話で
※4回全ての受講で、修了書を付与

「こんにちは赤ちゃん」の訪問員
ID P27663   健康づくり課 ☎47-4722

生後4か月までの乳児のいる全ての家
庭を訪問し、子育てに関する不安や悩み
などの相談に対応する人を募集します。
対内  市内在住の20～40歳代の子育て経
験のある女性3人程度（資格不問）

額選  4,000円（訪問1件につき）
申講  9月30日（月）までに、履歴書を持って
直接
※採用後に3日間程度の研修有り。

女性のエンパワーメント講座
ID P27403   おだわら子ども防災･堀 

☎090-6259-5000

「あなたに伝えたい。小学生だった私が
体験した東日本大震災～今の私にでき
ること～」をテーマに、被災した女子学
生の話を聞きます。女性の力を地域の
防災に生かしましょう。
日  9月28日（土）13:30～15:30
場時  マロニエ3階集会室301
対内  80人･申込先着順
※子ども同伴可。託児はありません。

講額  東松山市学生震災ガイドTTT
申講  メールで　
E申  okb@goo.jp
関主  人権･男女共同参画課

秋の交通安全運動
9月21日（土）～30日（月）
　　　　　地域安全課 ☎33-1396

安全は 心と時間の ゆとりから
日没が早まる季節です。夕暮れどき
や夜に自動車を運転するときは、歩
行者などに十分に注意し、交通事
故防止に努めましょう。

ID P27631
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森ヨガ
申込 いこいの森 ☎24-3785

自然の中で、心身ともにリフレッシュしま
しょう。
日  10月4日（金）10:30～13:30
場時  いこいの森多目的ホール
定対  30人･申込先着順
費定  1,500円（昼食代、保険料含む）
持費  動きやすい服、ブランケット
※ 駐車場料金が別途かかります。

提案型協働事業
公開プレゼンテーション
ID P27396   申込 地域政策課 ☎33-1458

令和2年度提案型協働事業の審査に
伴う、プレゼンテーションを公開します。　
※途中入退室も可
日  10月10日（木）10:20～11:50（予定）
場時  市役所3階全員協議会室　
定対  20人･申込先着順
申講  前日までに、直接または電話で

介護に関する入門的研修
申込 社会福祉協議会 ☎35-8143

介護の基本的な知識や技術を学ぶ研
修で、介護職に就くための支援を受け
られます。修了者は、ヘルパー資格を取
得する際に必要な研修科目が、一部免
除となる場合があります。
日  10月17日（木）･25日（金）･29日（火）、
11月13日（水）・22日（金）（全5回）　 

場時  おだわら総合医療福祉会館 他
対内  9月9日（月）から、介護関係の資格を
持っていない人や介護の就業経験が
ない人20人･申込先着順

関主  福祉政策課

尊徳祭
申込 尊徳記念館 ☎36-2381

日  10月19日（土）
●おだわら市民学校専門課程
「二宮尊徳の教えを継承する」共通講
座です。
時期  14:30～16:00
場時  尊徳記念館講堂
内場  映画『二宮金次郎』～監督が描き
たかった金次郎像～

定対  60人･申込先着順
講額  五十嵐匠

しょう

さん（映画監督）
申講  けやき（☎33-1882）に電話、また
は市ホームページで

日  10月20日（日）
①「報徳記」を読もう
明治時代に出版された二宮尊徳の
伝記『報徳記』をテキストに使います。
時期  10:00～11:30
定対  40人･申込先着順

②二宮金次郎柴
しば

刈ウォーク（約10km）
金次郎が柴刈りのために歩いた道を
歩きます。
集合　大雄山線塚原駅8:00
到着　尊徳記念館12:00頃
定対  50人･申込先着順

①②共通
申講  9月13日（金）から、直接または電話で

家庭教育研修大会
ID P25340   教育指導課 ☎33-1687

「子どもと歩けばおもしろい」をテーマに
した講演会（予約不要）です。
日  9月10日（火）10:00～11:30
場時  けやき2階ホール
講額  加藤繁美さん（東京家政大学子ども
学部教授）

主ホ  小田原私立幼稚園協会

中高年のパソコン講座
（Windows）
シルバー人材センター ☎49-2333

①文書作成、表計算コース
日  11月1日～12月20日の毎週金曜
日9:45～11:45（全8回）

②各自の習得したい課題コース
日  11月8日･22日、12月6日･20日の
金曜日9:45～11:45（全4回）

対内  ワード、エクセルを習得済みの人
※パワーポイントの受講も可

③年賀状･はがきコース
日  11月13日（水）10:00～15:00
対内  「筆ぐるめ」（限定）インストール済みの人

④インターネットコース
日  11月27日（水）10:00～15:00

⑤画像処理コース
日  12月4日（水）10:00～15:00

①～⑤共通
場時 いそしぎ　
対内 市内在住の人（初心者歓迎）
定対  ①②50人程度･多数抽選③～⑤各
15人程度･多数抽選（①または②と
③～⑤重複可）

費定  ①11,200円②5,600円③～⑤各
2,800円　※別途教材費が必要

申講  9月13日（金）までに、シルバー人材セ
ンターに直接　
※ 10月11日（金）10:00から、いそしぎ
で事前説明会を開きます。

関主  高齢介護課

好きなことを仕事にしよう！
起業体験★ワークショップ
ID P27404   人権･男女共同参画課

 ☎33-1725

仮想のテーマを設定した体験型ワーク
ショップで、起業の準備からスタートま
でを学びます。
①起業にチャレンジ
～暮らすまちで仕事を作るには～
日  9月24日（火）13:00～15:30 

②マーケティングって?
～自分でできる集客･販売の方法～
日  9月30日（月）13:00～15:30  

③これだけは知りたいお金の話
～起業に必要なお金とプライシングの知識～
日  10月4日（金）13:00～15:30

①～③共通
場時  UMECO会議室1
対内  3回とも参加可能な女性25人･申込
先着順　申講  電話またはメールで
E申  jinken@city.odawara.kanagawa.jp
※ 託児有り（原則2歳以上就学前まで。
定員6人。9月17日（火）までに事前申
込。おやつ代など100円）

小田原城菊花展への出品
 申込 観光協会 ☎22-5002

FAX22-5027

小田原の秋を彩る「小田原城菊花展」
に、自分が育てた菊花を出品しましょ
う。開催期間中、城址公園の会場に個
人作品として展示します。

日 期  11月2日（土）～17日（日）
場時  城址公園本丸広場
申講  10月4日（金）までに、住所･氏名･電
話番号･出品数を電話またはファクス
で（作品花の受け渡しは、申し込み後
に相談）　関主  観光課

おだわら自然楽校
「ネイチャープログラム」

ID P27698   申込 青少年課 ☎33-1723

子どもと遊んで学べる、環境教育を取
り入れたゲームを習得します。
日  9月28日（土）9:00～16:30
場時  県立足柄ふれあいの村
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

費定  1,500円
講額  佐久間純恵さん（Bring Out the 
Best代表）

申講  9月20日（金）までに、電話で

消費税の軽減税率制度説明会
申込 小田原税務署 ☎35-4511

10月の消費税率引き上げに伴う軽減
税率制度について、飲食料品を取り扱
う事業者を対象とした説明会を開催し
ます。

日 期  9月9日（月）～13日（金） 
①10:00～11:30②14:00～15:30

場時  小田原税務署3階会議室
対内  飲食料品を取り扱う事業者各回40
人･申込先着順　関主  市税総務課

西湘地区障害者就職面接会
ID P27625   申込 小田原公共職業
安定所専門援助部門 ☎23-8609 

FAX22-7529

仕事を探す障がい者と、企業との面接
会です。
日  10月4日（金）13:00～16:00
　（開場12:30）　場時  小田原アリーナ
持費  障害者手帳とその写し、履歴書（複数
枚）

申講  9月27日（金）までに、ハローワーク小
田原に、電話またはファクスで

関主  障がい福祉課

障害支援区分認定調査員
ID P27629   障がい福祉課 ☎33-1467

障がい者の自宅などを訪問し、障がい
の状況などを聞き取り調査します。
勤務条件　週2～3日程度（9:00～16:00）
対内  保健、医療、福祉の就業経験（看護
師、社会福祉士、相談支援専門員、介
護支援専門員など）があることが望ま
しく、普通自動車運転免許証（AT限
定可）を持っている人若干名

額選  日額10,000円（交通費込み）
申講  電話連絡後、履歴書を直接

募集
市民文化祭作品
ID P25169   文化政策課 ☎33-1706

●写真展　作品
受付･搬入日　
　10月5日（土）13:00～16:00
場時  けやき3階視聴覚室
対内  県西地域在住･在勤･在学の人
審査　山口高志さん（写真家）

※ 詳しくは市ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。

問関  県西写真連盟･石塚（☎090-3437-
5477）

地球市民フェスタ2020参加者
ID P26783   文化政策課 ☎33-1703

県西地域最大級の国際交流イベントで
す。今回のテーマは「小田原で世界旅行
～フェスタで広がる世界の輪～」です。
日  令和2年2月23日（祝）
場時  マロニエ
内場  ●  自国の紹介（外国籍の人）

●  国際交流活動の展示･文化体験
●  世界の歌と踊りの発表
●  世界の味の提供

申講  10月31日（木）までに、参加申込書を
直接または郵送で

アートマネジメント･ワークショップ
ID P27513   文化政策課 ☎33-1709

FAX33-1526

文化事業の企画制作を学び、建設中の
市民ホールを想定した文化事業を企画
検討します。
日  10月21日～令和2年2月17日の月・
水曜日18:30～21:00（全8回予定）

場時  U
う

M
め

EC
こ

O会議室
申講  所定の応募用紙に必要事項を書いて、
郵送、ファクス、直接またはメールで
E申  cultural-create@city.odawara.
kanagawa.jp

主ホ  おだわら文化事業実行委員会

みんなのビジネススクール
第3新創業塾受講生
小田原箱根商工会議所 ☎23-1811

FAX22-0877

市内で起業を目指す人、創業間もない
人を応援する講座です。
日  10月12日（土）･19日（土）･27日（日）、
11月2日（土）･23日（祝）･30日（土）
　14:00～16:00（予定）
場時  小田原箱根商工会議所 他
内場  創業体験談、メンタルヘルス、市場
創造、ママ向け起業講座、営業、組織
論、ローカル起業

費定  1回2,000円
申講  第3新創業市ホームページまたは
ファクスで

ホE  http://dai3sogyo.net/2019school
関主  産業政策課
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おだわら･はこね家族会
ID P18187   高齢介護課 ☎33-1864

認知症の介護者同士で、介護の悩みや
困り事などについて話します。
日  ①9月20日（金）②10月18日（金）
　10:00～12:00
場時  けやき4階第3会議室
対内  認知症の家族を介護している人
※直接会場にお越しください。

保健師･看護師･栄養士
（臨時職員）

ID P27537   保険課 ☎33-1845

国民健康保険加入者に、特定健康診査
の受診を案内する業務です。
勤務条件　
時期  9:00～17:00（応相談）
場時  市役所2階保険課または保健センター
任交  令和2年3月31日（火）まで
額選  時給　保健師　1,430円
　　　　看護師　1,220円
　　　　栄養士　1,110円
申講  電話で予約後、面接

市立病院臨時職員
ID P00380   経営管理課 ☎34-3175

①薬剤師（要資格）
②看護師（要資格）夜勤専従
③ナースメイト（資格不要）
④メディカルアシスタント（資格不要）
内場 ③ 患者給食の配膳、入浴介助などの
看護補助

④医師の事務補助
額選  ①時給2,000円～②時給1,720円～
（夜勤手当として＋6,800円③時給
1,200円～④時給1,050円（試用期
間3か月間は990円）

勤務条件
①平日8:30～17:15②16:00～翌9:00
③日勤、早番、遅番、夜勤④平日8:15～
17:00

募集
家族介護教室
ID P18184   申込 高齢介護課 ☎33-1864

日  9月27日（金）10:00～12:00
場時  けやき4階第3会議室
内場  介護技術～食事～
対内  高齢者を介護している家族、介護に
関心のある人25人･申込先着順

申講  前日までに、電話で

お口のスキルアップ教室
ID P25284   申込 高齢介護課 ☎33-1826

食事中のむせ、口の中が渇くなどの症状
について、知識や改善方法を学びます。 
日  10月2日（水）14:00～15:30
場時  いずみ2階ホール
対内  市内在住の65歳以上の人80人･申
込先着順

持費  筆記用具、老眼鏡、手鏡
講額  河野孝

たか

栄
え

さん（歯科医師） 他
申講  9月27日（金）までに、電話で

パブリックコメント（市民意見）
ID P04405  広報広聴課 ☎33-1263

条例など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  期間内に、担当課まで直接、郵送、
ファクスまたは市ホームページの
投稿フォームで

意見提出期間
9月13日（金）～10月15日（火）
条例などの案の題名 担当課・係
小田原市個人番号
の利用に関する
条例等の一部改正

企画政策課
行政基盤強化係
☎33-1239

小田原市地区計画
形態意匠条例施行
規則の一部改正

まちづくり
交通課景観係
☎33-1573

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  9月17日（火）･26日（木）、10月10日
（木）･15日（火）13:30～16:30

●エイズ相談･検査
日  9月18日（水）9:00～11:00

●療育歯科相談
日  9月19日（木）9:00～15:30

●骨髄ドナー登録
日  10月1日（火）受付11:00

●認知症相談
日  10月2日（水）13:30～16:30

場時 小田原合同庁舎4階
申講  各前日までに、電話で

相談 公証人による遺言･相続の相談
ID P16044  申込 地域安全課 ☎33-1775

10月1日（火）～7日（月）の公証週間の一
環で、無料相談を行います。
日  10月3日（木）13:00～16:00
場時 市役所2階市民相談室
内場  遺言･相続、金銭消費貸借、任意後
見、その他の契約　※予約制

街頭労働相談会
かながわ労働センター湘南支所

 ☎0463-22-2711(代)

働く人のいろいろな悩みについて、県
職員や労働基準監督官（時間は要問
い合わせ）、社会保険労務士（15:00～
18:00）がお答えします。
日  10月3日（木）11:00～18:00
場時  小田原地下街ハルネ小田原うめまる
広場

関主  産業政策課

 　場時 市役所2階地域安全課（土･日曜日、祝休日を除く）

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、多重債務など
の法律問題に関する相談
（予約は2週間前から）

毎週水曜日 13:30～16:00

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
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（祝休日を除く）9:30～12:00、13:00～16:00
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　
ID P01765

☎33-1307

中高層建築物の建築計画などによる日照や通風、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）。

児童相談
ID P02033
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～金曜日9:00～12:00、13:00～17:00

女性相談
ID P11082
人権･
男女共同参画課
☎33-1737

夫や親しい男性とのトラブルなど、女性が抱える悩みを
相談員がお受けします。
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
ID P10571
青少年課
☎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（祝休日を除く）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 ●市民相談〈10月〉　地域安全課 ☎33-1383

小田原市職員 ID P27701  職員課 ☎33-1241

令和2年4月に採用する職員を募集します。受験資格や申込方法など詳しくは、
９月１日（日）に市ホームページで公開する「職員採用試験案内」をご覧ください。
※１　「職員採用試験案内」は、市ホームページからダウンロードできる他、市役所

3階職員課などで配布しています。
※2　 育児休業代替任期付職員については、令和元年11月以降に採用する場合

があります。
※3　 消防職を対象とする採用説明会を開催します。詳しくは、９月１日（日）に市

ホームページで公開する情報をご覧ください。

(※4)職員採用試験案内をご覧ください。

職種 受験資格 採用予定人員
消防職 平成5年4月2日以降に生まれ、別に定める条件(※⁴)を満たす人 若干名
一般事務

（障がい者対象）
昭和44年4月2日以降に生まれ、身体障害者手帳など
(※⁴)の交付を受けている人 若干名

栄養士 昭和54年4月2日以降に生まれ、管理栄養士の資格を
有する（見込む）人 若干名

技能労務職
（清掃・道水路作業など）

昭和54年4月2日以降に生まれ、準中型免許以上、車両
系建設機械運転者、二級自動車整備士以上のいずれか
を有する（見込む）人

若干名

医療ソーシャルワーカー
昭和50年4月2日以降に生まれ、社会福祉士の資格を
有し、病院の医療ソーシャルワーカーとして勤務した
経験が3年以上ある人(※⁴)

若干名

保育士・幼稚園教諭
(育児休業代替任期付)

昭和35年4月2日以降に生まれ、保育士・幼稚園教諭どち
らかの資格を有し、常勤の保育士または幼稚園教諭とし
て勤務した経験が3年以上ある人(※⁴)

若干名

栄養士
(育児休業代替任期付)

昭和35年4月2日以降に生まれ、栄養士の資格を有す
る人 若干名

申込先着順で記載がない場合、申込開始日は9月10日（火）から 2019（令和元）年　9月号　No.1205 11



9/15（日）
内野邸特別見学会
ID P27639   申込 郷土文化館 ☎23-1377

明治36（1903）年に建築された内野邸
（元醤油醸造業経営）の見どころを案
内します。
時期  ①10:30～11:30②13:30～14:30
場時  内野邸（板橋602）
定対  各回10人･申込先着順
主ホ  板橋まちなみファクトリー内野邸プロ
ジェクト実行委員会

9/20（金）
小田原まちあるき
申込 小田原ガイド協会 ☎22-8800

小田原の伝統技術「ひもの」の
製造工程見学と体験
小田原漁港の定置網の豆知識も学べ
ます。
時期  9:30～12:00
　集合 早川駅改札前 9:30
費定 2,000円　申講  前日までに、電話で

9/20（金）～23（祝）
プロジェクションマッピング
世界大会 in 小田原城
ID P04184   北条早雲公顕彰五百年事業

実行委員会 ☎33-1521

世界中からトップレベルの作品が集う、
アジア最大級の国際的なプロジェク
ションマッピングの祭典です。20日(金)
は「中村獅童×プロジェクションマッピン
グ初日プレミアムパフォーマンス」、22
日(日)は公開審査会と「WRECKING 
CREW ORCHESTRAパフォーマンス」
が行われます。
場時  小田原城址公園本丸広場
時間や申込方法など詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

9/22（日）
フリーマーケット
上府中公園管理事務所 ☎42-5511

時期  9:30～15:00　※荒天中止
場時  上府中公園多目的広場
ホE  http://odawara-jigyo-kyokai.jp/kouen/

9/23（祝）
チュラビスタ･小田原DAY!!
海外姉妹都市青年交流事業報告会
ID P27502   小田原海外市民交流会

（文化政策課） ☎33-1703

今年度の派遣青年として、アメリカ合衆
国チュラビスタ市を訪問した4人の青
年が、チュラビスタ市の紹介や交流で
学んだことなどを報告します。
時期  13:00～14:00
場時  小田原地下街ハルネ小田原うめまる広場
※事前申込不要

9/23（祝）～10/27（日） 小田原市民文化祭（前半）
ID P27420  文化政策課 ☎33-1706

【オープニングイベント】
●文化祭ポスター展
ポスター原画展に応募された、高校
生の作品を展示します。

日 期9月17日（火）～10月6日（日）
場時  U

う

M
め

EC
こ

O多目的コーナー
●カラープリズムキューブを作ろう
大小2つのカラーキューブを色づけ
して、虹色のキューブオブジェを作
りましょう。
日  9月23日（祝）13:30～15:30
　（受付13:15～）
場時  UMECO会議室3
定対  30人・申込先着順
費定  1,000円
講額  宮﨑桂一さん（キューブデザイ
ナー）

申講  宮﨑までメール（ E申 mgg02366@
nifty.com）または杉﨑までファク
ス（FAX38-0660）で

●フォーラム「親しみやすい文化芸術」
小田原市や他都市の文化芸術につ
いて、話を聞きます。
日  9月23日（祝）14:00～15:45
　（13:30開場）
場時  UMECO会議室1･2
講額  中野仁

ひと

詞
し

さん（藤沢市アートス
ペース運営委員）

問関 杉﨑（☎090-8846-7842）
●石井歡先生没後10周年記念コンサート
小田原ゆかりの作曲家･石井歡

かん

さん
没後10周年に、石井さんゆかりの
演奏家や、地元の若手演奏家が集
うコンサートを開催します。
日  9月29日（日）15:00（14:30開場）
場時  市民会館大ホール
費定  一般2,000円、高校生以下500円
主ホ  石井歡先生没後10周年記念コン
サート実行委員会

問関 神馬（☎22-1044）

日程 事業名 会場
9月23日（祝）マーチングフェスタ 小田原アリーナ
28日（土）
29日（日）西相地区高校演劇発表会 けやきホール

前期 10月  3日（木）
4日（金）第70回いけばな諸流展 市民会館小ホール

後期 5日（土）
6日（日）

6日（日）
第53回市民合唱祭 市民会館大ホール
第61回謡曲大会 けやきホール
俳句大会 UMECO

13日（日）第52回吟
ぎん

剣
けん

詩
し

舞
ぶ

道
どう

大会 市民会館大ホール
第15回小田原大正琴協会演奏会 けやきホール

14日（祝）
第17回アンサンブルコンサート 市民会館大ホール
第29回囲碁大会 UMECO

15日（火）
～20日（日）第61回小田原市写真展 けやきホール

16日（水）
～20日（日）第84回西相美術展

市民会館小ホール、
展示室 他

19日（土）
20日（日）

劇団こゆるぎ座第67回公演
「小田原藩帰参録 いざ還りなん」 市民会館大ホール

24日（木）
～27日（日）第70回市民書道展 市民会館小ホール

26日（土）第66回吹奏楽演奏会 マロニエふれあい広場
※雨天時はホール

26日（土）
～11月10日（日）

和文化･室礼展
（11月3日（祝）にギャラリートーク有り。要予約）清閑亭（火曜日休館）

27日（日）第13回日本舞踊公演 市民会館大ホール

※ 9月7日（土）･11日（水）･13日（金）～15日（日）　小田原映画祭（文化祭関連事業）　
小田原城銅

あかがね

門 他

イベント
9/14（土）
からくりパズルフェスタ
からくり創作研究会 ☎55-7887

①からくり箱アイデアコンテスト表彰式
入選アイデアの発案者を表彰しま
す。入選した「からくり箱」の製作秘話
を聞くことができます。
時期  11:00～12:30

②からくり箱･オブ･ザ･イヤー2019
過去1年間に製作された「からくり箱」
の1位を決める投票です。投票する
と、抽選で景品が当たります。
時期  13:00～17:00

①②共通
場時  小田原地下街ハルネ小田原
関主  商業振興課

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日本－ポーランドと現代美術展
「見る神話」小田原の邸園をアー
トでめぐる～清閑亭と皆

かい

春
しゅん

荘～
ポーランドのバルトシュ･フロン
チェクと日本の朝比奈賢、二人の
画家が「神話」をテーマに作品で
対話します。清閑亭と皆春荘を合
わせてご覧ください。

日 期  9月18日（水）～30日（月）

②正井尊展　揺らす景色
ミクストメディアという手法を用
いた正井尊

たかし

による絵画展。清閑
亭の魅力をさらに引き立たせる
ために制作された作品をお楽し
みください。

日 期  10月5日（土）～20日（日）

③朝の別邸ヨガ教室
秋の朝ヨガで、明治時代の政財
界人たちを魅了した小田原別邸
ライフの「健康な暮らし」を体験し
ましょう。
日  10月6日（日）8:00～9:30
定対  20人･申込先着順
費定  3,000円（g

グリット

rit特製朝食付き）
持費  ヨガマットまたはバスタオル、飲
み物

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

●9月のお楽しみイベント
園内で取れた蜂蜜を使った石け
ん作りなど、各種イベントを開催
します。

日 期9月14日（土）～23日（祝）
●ティランジア植付ワークショップ
NHK「趣味の園芸」や、生産者
として活躍中の藤川史

ふみ

雄
お

さん
（S

ス ピ ー シ ズ

PECIES N
ナ ー サ リ ー

URSERY）を招きま
す。販売コーナーもあります。
日9月14日（土）13:30～15:00
定対 15人･申込先着順
費定 1,000円（別途材料代が必要）
申講  9月8日（日）までに、電話で

●みつばちのヒミツ展
フラワーガーデンでは、みつばち
を飼育しています。クイズや触れ
る展示で、皆さんの知らない、み
つばちの世界を紹介します。園内
で取れた蜂蜜を使用した、商品も
販売します。

日 期  9月20日（金）～10月3日（木）
9:00～17:00（3日は15:00ま
で）

●養蜂体験みつばちのヒミツ
フラワーガーデンで飼育している
みつばちの生態を観察します。巣
箱の観察、採蜜体験をし、取れた
ての蜂蜜を試食。プチお土産も
付きます。
日9月21日（土）13:00～16:00
対内  小学生15人（要保護者同伴）･
申込先着順

費定 1,800円
申講  9月20日（金）までに、電話で

●フラワーガーデンオータムフェスタ
NHK「なりきり!むーにゃん生きも
の学園」の山田陽

よう

治
じ

さんの自然
体験教室、大人気のモスボール
君作り、チューリップ植付体験な
ど、イベントがいっぱい！

日 期  10月12日（土）～14日（祝）
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昼のミニコンサート
  文化政策課 ☎33-1706
声楽家によるオリジナル歌曲と
オペラアリア
日  9月25日（水）12:20～12:40
場時  市役所2階談話ロビー
出持  中村陽

よう

志
じ

さん（声楽）
曲目　私は町の何でも屋、
 深

しん

女
にょ

姫
ひめ

 他
※ プログラムは変更にな
ることがあります。

二宮尊徳生家のいろり燻蒸
  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。
二宮尊徳いろりクラブのメンバーが
生家の由来や周辺の史跡などについ
ても説明します。
日  9月28日（土）、10月12日（土）
　9:00～11:30　※見学自由
場時  二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）

わんぱくらんど
わんぱくらんど ☎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
　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）

UMECO
UMECO ☎24-6611

●UMECO企画展
市民活動団体の活動の成果などを
展示します。
●かながわ消費生活パネル展
日 期9月16日（祝）まで
●市民文化祭（展示会）
日 期9月17日（火）～10月6日（日）
● 地球市民フェスタ2020ポスター
原画展

日 期9月18日（水）～10月15日（火）
● 紅波会作品展示
日 期10月8日（火）～24日（木）
場時 UMECO多目的コーナー･ホワイエ
ホE http://umeco.info/

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
9月のテーマは「病害虫対策」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9月15日（日）10:30～11:30
講額 大坪孝之さん（日本梅の会会長）

上府中公園
上府中公園管理事務所 ☎42-5511
●おもちゃ作り教室
日  9月1日（日）･15日（日）、10月6日
（日）･20日（日）
　10:00～12:00、13:00～15:00
場時 親水広場　※雨天中止
対内 小学生以下
費定 100～400円（材料費）
　※ 作るものによって金額が異な
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し
ます。詳しくは、ホームページをご覧
ください。
日  9月28日（土）10:00～16:00
　※荒天中止
ホE  https://www.facebook.com/
kamiichi2012

小田原競輪開催日
事業課 ☎23-1101

●共同通信社杯（GⅡ･松阪）場外
　日 期9月13日（金）～16日（祝）
● サンケイスポーツ杯･
　サテライト横浜カップ（FⅠ）
　日 期9月17日（火）～19日（木）
　※名古屋（FⅠ）全R併売
●京都向日町記念（GⅢ）場外
　日 期9月26日（木）～28日（土）
●日刊スポーツ新聞社杯争奪戦（FⅠ）
　日 期9月29日（日）～10日1日（火）
　※ 29日京都向日町記念（GⅢ）全R併売
● 西武園（FⅠ）場外
　日10月3日（木）
● 千葉記念in松戸（GⅢ）場外
　日 期10月3日（木）～6日（日）
● 寛仁親王牌（GⅠ・前橋）場外
　日 期10月11日（金）～14日（祝）

ID P03885

ID P07325

月例イベント

イベント
9/26（木）
未病センターイベント
「骨･カルシウムセミナー」

ID P27634  申込 健康づくり課 ☎47-4723

骨の役割や、必要な栄養について学び
ましょう。骨密度の測定もできます。
時期 14:00～15:30
場時 保健センター3階大会議室
対内  市内在住の20歳以上の人50人･申
込先着順

申講  9月24日（火）までに、電話で

9/28（土）
小田原宿場祭り
小田原かまぼこ通り活性化協議会

 ☎080-9541-6914

小田原かまぼこ通りで、市内12軒の蒲
かま

鉾
ぼこ

の食べ比べと、県内13蔵元の純米酒
飲み放題などが楽しめます。会場には、
300畳の畳を敷きます。地魚などを扱っ
た屋台ブースも出店します。
時期 10:00～18:00
費定 食べ比べ飲み放題チケット3,700円
申講  ホームページで
ホE  https://www.odawarakamabokodori.
com/　

関主  商業振興課

9/28（土）
からくりパズルを楽しむ会
からくり創作研究会 ☎55-7887

特別に開発されたキットを使用する「大
人のためのからくり箱工作教室」と、講
演会を開催します。
時期  ①13:00～14:30（工作教室）
②15:00～16:30（講演会）

場時  小田原地下街ハルネ小田原
定対 ①30人･申込先着順
費定 ①5,000円（材料費）
申講  ①9月27日（金）までに、電話で
※②は費用と申し込みは不要 
関主  商業振興課

9/28（土）
サシバの探鳥会

申込 サシバプロジェクト･頼
らい

 
☎080-5643-9894

日本で子育てを終えたサシバが、上昇
気流に乗って南へ渡るところを観察し
ます。
時期  9:30～14:00　※雨天中止
集合　南足柄･地蔵堂駐車場9:30
 （その後バスで万葉公園へ移動）

対内 小学4年生以上10人･申込先着順
　（大人のみの参加も可）
持費  あれば双眼鏡･望遠鏡、弁当、歩きや
すい服装

申講  電話またはメールで
E申  ur-sasiba@rb4.so-net.ne.jp
関主  環境保護課

10/5（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 P27635   障がい福祉課 ☎33-1467

「こころの病」について、展示や体験を通
じて知ってもらうためのイベントです。
時期  10:00～16:00
場時  小田原地下街ハルネ小田原うめまる
広場

内場  パネル展示、アルコール体質判定、スト
レスチェック、手作り製品の販売など

10/5（土）
「小田原の道祖神と道祖神祭」講座

ID P27409   申込 郷土文化館 ☎23-1377

道祖神と道祖神祭りを通して、小田原
の文化的多様性について、民俗学的視
点から解説します。小田原史談会との
共催講座です。
時期  10:00～12:00
場時  UMECO会議室5･6
定対  45人･申込先着順
講額  郷土文化館学芸員

10/6（日）
夢
ゆめ

見
み

遊
ゆ

山
さん

いたばし見聞楽
プレイベント　
ID P27640   郷土文化館 ☎23-1377

「わをん」スペシャルライブ
庭園の風情を感じながら、素敵なハー
モニーをお楽しみください。
時期  13:30～15:00
場時  松永記念館･庭園内
※小雨決行（大雨の場合は中止）

10/11（金）
読書活動推進講演会
ID P27647   申込 市立図書館 ☎24-1055

今年度の課題図書の絵本「心ってどこ
にあるのでしょう？」の作者、こんのひと
みさんに、絵本を通して伝えたいことを
お聞きします。音楽のよみきかせもあり
ます。
時期 14：00～16：00　場時 かもめ図書館
定対 50人･申込先着順
※ 2歳から託児有り（9月23日（祝）ま
でに事前申込）。

講額  こんのひとみさん（絵本作家・シン
ガーソングライター）

申講  市立図書館に直接、電話（9月17日
（火）・24日（火）～10月3日（木）・7日
（月）を除く）またはメールで
E申  to-hoshi@city.odawara.kanagawa.jp

10/12（土）
蓄音器で懐かしの
レコードを聴こう
ID P27638   申込 郷土文化館 ☎23-1377

蓄音器で懐かしの音色を楽しみましょう。
時期  13:30～15:30
場時  内野邸･穀蔵（板橋602）
定対  30人･申込先着順
講額  村田淳一さん（懐かしのレコードを聴
く会代表）

主ホ  板橋まちなみファクトリー内野邸プロ
ジェクト実行委員会

10/12（土）・13（日）
小田原おでん祭り
ID P10040   小田原おでん祭り
実行委員会 ☎080-6500-1750

市内の老舗蒲鉾店をはじめ、地元製造
者が作ったおでん種に、梅みそをつけ
て食べる小田原おでん。定番おでんの
他、新作おでんや過去のコンテスト入選
おでんが味わえます。
時期  10：00～16：00
場時  小田原城址公園二の丸広場
関主  産業政策課

10/12（土）～22（祝）
小田原もあ展
ID P25619   ものづくり・デザイン・

アート ☎22-5995

小田原の工芸品（寄木細工や漆器、鋳
物など）と現代アート作家がコラボレー
ションした「ものづくり・デザイン・アート
（通称：もあ）」の展示会です。
時期  10：00～17：00(22日は16：00まで)
場時  寄木ギャラリーツユキ（早川2-2-15）
関主  産業政策課
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こども
プレイパークで遊ぼう!
ID P26994   青少年課 ☎33-1723

子どもが思い切り遊べるように、禁止
事項を少なくした遊び場です。
日  ①9月21日（土）10:00～16:00
　②10月19日（土）10:00～15:00
場時  ①南鴨宮富士見公園
　②酒匂浜公園
　※参加自由･小雨決行
問関  pp@seisho･黒柳（☎090-7842-1374）

ヘッドマークコンテスト
わんぱくらんど ☎24-3189

こども列車「なかよし号」･ロードトレイン
「わくわく号」のヘッドマークの絵を募
集します。応募の中から優秀賞（各一
人）の絵が、ヘッドマークになります。そ
の他の入賞者には粗品を進呈します。

日 期  9月1日（日）～16日（祝）
9:30～15:30　※休園日を除く。
発表･表彰　10月5日（土）

場時  わんぱくらんどエントランス広場駅、
冒険の丘駅、西管理棟

対内 小学生以下　申講 わんぱくらんどに直接

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。体験レッ
スンも随時受け付けています。
ホE  http://odawaraarena.main.jp/

小田原球場の一般開放日
申込 小田原球場 ☎42-5511

10月の一般開放日は、13日（日）です。
一般開放日の受付
申講  9月3日（火）～10日（火）に、電話で
　※多数抽選
※ 大会開催時は、一般利用ができない
こともあります。

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

イースタンリーグ公式戦
上府中公園管理事務所 ☎42-5511 

日  9月14日（土）13:00～試合開始、雨
天中止

内場  横浜DeNAベイスターズVS東京ヤ
クルトスワローズ

費定  内野自由席大人2,000円（当日券の
み。小・中学生無料）

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

秋の市民ハイキング
市スポーツ推進委員協議会

（スポーツ課内） ☎38-1149

日  11月10日（日）
　集合 小田原駅西口7:00
 （解散19:00予定）
場時 陣馬山周辺
　 歩行距離約8km（現地まではバスで
移動）

定対  80人･申込先着順　
※ 個人または家族での申し込みのみ
受け付け

費定  3,000円（保険料含む。申込時に支払
い）

申講  10月1日（火）9:00から、小田原アリー
ナ（市スポーツ推進委員協議会）に直
接

トレーニングルーム
利用者講習会〈10月分〉
申込 ①小田原アリーナ ☎38-1144
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
※10月9日（水）・29日（火）・30日（水）
　を除く。

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

②スポーツ会館
日  10月17日（木）･26日（土）
14:00～15:00
10月9日（水）18:30～19:30

対内 高校生以上各日8人･申込先着順

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

映画の後に、金次郎が暮らしていた頃
の遊びや学習をします。
日9月22日（日）14:00～14:45
　（開場13:50）　場時 尊徳記念館
内場 ●映画「宝くらべ」「いかとするめ」

●体験「知恵板」
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。
日10月3日（木）10:00～11:30
　（受付9:45～）
場時 マロニエ3階マロニエホール
内場 森の音楽会
対内 入園前の子どもとその家族
費定 子ども一人200円
（材料費）
関主 子育て政策課

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

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

●妊婦さんの集いの場
助産師が妊婦さんと、出産や子育て
について話し合います。
日  9月20日（金）14:30～16:00
場時 いずみ

●赤ちゃんひろば
5か月までの乳児とママ、妊婦さん
が対象の子育て講座です。
日  9月20日（金）14:30～15:30
場時 マロニエ
定対 10組･申込先着順
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  ①9月  6日（金）10:00～11:45
　②9月12日（木）10:00～12:00
　③9月20日（金）13:00～15:00
　④10月4日（金）10:00～11:45
場時 ①④おだぴよ②マロニエ
　③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一
緒に、子育てに必要なことを学びま
す。
日  10月2日・9日・16日・30日の水曜日
　10:00～12:00（全4回）
場時 いずみ
対内  2～5か月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

●赤ちゃんデー（すくすくデー）
0歳児とママの会です。妊婦さんや
上の子も一緒に参加できます。
日  9月13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

●こゆるぎホッとたいむ
子どもの上手なほめ方について、国
際医療福祉大学の先生の話を聞き
ます。
日  9月20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  ①9月21日（土）10:00～12:00
　②9月25日（水）10:00～11:00
　③9月27日（金）13:30～15:30
場時 ①マロニエ②いずみ③おだぴよ

●双子ちゃんデー
双子の乳幼児と、その保護者専用
のひろばです。
日  9月3日（火）10:00～11:00
場時 マロニエ

●専門職相談日
①栄養相談②小児科医師
③心理相談
日  ①9月  9日（月）10:00～12:00
　②9月17日（火）13:30～15:30
　③9月18日（水）10:00～12:00
場時 ①③マロニエ②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。
※おだぴよの9月の月曜日の開所日は、9日です。

イベント
10/12（土）
ME-BYOフェスタ2019
（一社）小田原プロモーション

フォーラム ☎20-9166

県では、未病改善の拠点施設、未病バ
レー「ビオトピア」で、気軽に体を動かし
て楽しめるイベントを開催します。顔の
表情筋をストレッチするフェイシャルヨガ
のレッスンを受けて、ギネス世界記録®

「最大のフェイシャルヨガクラス」を目指
します！ゲストの高城れにさん（ももいろ
クローバーZ）も一緒に挑戦します!
時期 10：00～16：00
場時  未病バレー「ビオトピア」（足柄上郡大
井町山田300）　関主  企画政策課

10/13（日）
小田原城ミュージックストリート
ID P27692   小田原城ミュージックストリート
実行委員会事務局（文化政策課） ☎33-1722

今年も、音楽が小田原のまちを彩りま
す。昼間は小田原駅や小田原城周辺
の９ステージで、アコースティック系の
アーティストやストリート系のダンス
チーム約100組が、夜は鴨宮駅周辺の
ライブハウスでロック系バンド約10組
が演奏します。
時期 ストリート11：00～16：30（予定）
　ナイトタイム18：00～21：00（予定）

10/13（日）～3/8（日）の第2日曜日
小田原城址公園ふれあい動物園
事業協会（こども遊園地） ☎22-3417

ポニーやウサギ、ブタなど、かわいい動
物と触れ合えます。
時期 10：00～11：30、13：00～15：00　
　※雨天中止
場時 小田原城址公園こども遊園地

10/27（日）
鈍翁益田孝追善茶会
ID P27704   郷土文化館 ☎23-1377

時期  10:00～16:00
場時  松永記念館　定対  100人･申込先着順
費定  10,000円（茶席5席予定･点心付き）
申講  住所･氏名･電話番号を書いて、郵送
またはファクス（FAX44-4897）で
　※連名での申込可（同行者名なども明記）
〒250-0001 扇町1-38-39　
池上A201 柴崎英一宛て

主ホ  鈍
どん

翁
のう

益
ます

田
だ

孝
たかし

追善茶会実行委員会

10/30（水）
高齢期の知っとくいきいき講座
ID P27493   申込 高齢介護課 ☎33-1826

シニア向けに、転倒予防のための整理
収納と、室内整備のセミナーを開催しま
す。すっきり暮らす研究会との市民提案
型協働事業です。
時期  10:00～11:30
場時  マロニエ2階集会室203
対内  市内在住の65歳以上の人30人･申
込先着順

申講 10月4日（金）までに、電話で

場マロニエ3階マロニエホール
内森の音楽会
対入園前の子どもとその家族
費子ども一人200円
（材料費）
関子育て政策課
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10月の健康診査などの予定
健康づくり課 ☎47-4722

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

がん集団検診（申込制）
ID P26522   申込 健康づくり課

☎47-4724 FAX47-0830

電話、はがき、ファクスまたは市ホーム
ページの申込フォームからお申し込み
ください。下記以降の日程は、市ホーム
ページまたは健康カレンダーを参照。

※ 乳がん検診は、マンモグラフィ併用
検診のみ

膠原病～病気との付き合い方を考える～
申込 小田原保健福祉事務所保健予防課
 ☎32-8000(代表) FAX32-8138

日  9月19日（木）
●講演
時期  14:00～15:30
講額  井畑淳さん（横浜医療センター膠

こう

原
げん

病･リウマチ内科医師）
●患者家族のつどい
時期  15:30～16:00
内場  全国膠原病友の会神奈川県支部
の紹介、体験談、日常生活の工夫
についての情報交換

場時 小田原合同庁舎2階DE会議室
対内  膠原病の患者とその家族、支援者な
ど100人･申込先着順

申講  9月12日（木）までに、電話またはファ
クスで

健康
健康カレンダーと併せてご覧ください。
ID P24735  

事業名 対象･実施日など

4か月児健診 令和元年6月生 
8･24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30年3月生
2･10・25日

2歳児歯科健診 平成29年9月生
7･16日

3歳児健診 平成28年3月生
9･17･23日

いきいき親子
育児相談 3日

親子心理相談 就学前の親子
（電話申込制）

検診日
会場 胃がん 乳がん

※
子宮

頸
けい

がん

9月14日（土）
保健センター ○

9月18日（水）
小田原アリーナ1階 ○

9月20日（金）
小田原アリーナ1階 ○ ○

10月3日（木）
下中老人憩の家 ○

10月4日（金）
保健センター ○

10月8日（火）
小田原アリーナ1階 ○

10月18日（金）
小田原アリーナ1階 ○ ○

スポーツ
健康運動教室

小田原アリーナ ☎38-1144

令和元年度第3期健康運動教室（約60
教室）の申し込みを受け付けます。
申講  9月8日（日）から、窓口に直接
詳しくは、ホームページまたは小田原ア
リーナ総合受付まで。
ホE  http://odawaraarena.main.jp/

卓球教室～丁寧な指導が好評～
体育協会 ☎38-3310  

日  10月24日～11月7日の毎週火･木
曜日18:30～20:30（全5回）

場時 小田原アリーナメインアリーナ
対内  県西地域在住・在勤・在学の小学生以
上30人･申込先着順

費定 2,500円（傷害保険料含む）
申講  9月10日（火）8:30から10月11日（金）
中に、ホームページで

ホE  「小田原市体育協会」で
　検索

シェイプアップトレーニング教室
(冬コース)～エアロビクス＆ヨガ＆コアトレ～

体育協会 ☎38-3310  

日  11月6日～12月25日の毎週水曜日
10:00～11:30（全8回）

場時 小田原アリーナメインアリーナ
対内  県西地域在住･在勤･在学の18歳以
上の女性50人･申込先着順

費定 4,000円（傷害保険料含む）
講額  川口喜代美さん（公認スポーツ指導
員･エアロビック上級指導員）、
　 三宅裕司さん（トレーニング指導士な
ど）

申講  9月10日（火）8:30から10月18日（金）
中に、ホームページで

ホE  「小田原市体育協会」で
　検索

ベルマーレフットサルクラブ公式戦
小田原スポーツマーケティング 

☎43-6606 

●対立川・府中アスレティックFC
日  9月7日（土）18:00キックオフ
費定 前売　大人2,000円、小･中･高500円
　当日　大人2,500円、小･中･高800円

●対ボアルース長野
日  9月8日（日）18:00キックオフ
費定 前売　大人2,000円、小･中･高500円
　当日　大人2,500円、小･中･高800円

●対バルドラール浦安
日  9月28日（土）15:00キックオフ
費定 前売　大人1,500円、小･中･高300円
　当日　大人2,000円、小･中･高500円

場時 小田原アリーナ
※自由席の金額です。
※ 他の試合日程やチケッ
トの購入方法などは、
ホームページを確認し
てください。

関主 スポーツ課

はつらつ健康相談（予約不要）
ID P26635   健康づくり課 ☎47-4723

血圧測定、足指力測定、健康･栄養相談
などを行います。
日  ①  9月25日（水）9:30～11:00
　②10月28日（月）9:30～11:00
場時  ①第11区公民館
　②上府中市民集会施設

献血
ID P17481  健康づくり課 ☎47-0828

 ●ダイナシティイースト
　日  9月1日（日）･15日（日）･22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  9月29日（日）
　　10:00～12:00、13:30～16:00

ママパパ学級
申込 健康づくり課 ☎47-4722

妊娠･出産･育児について学びます。
妊娠中の過ごし方
日  10月29日（火）13:20～15:30
場時 保健センター　
内場  栄養の話、分べんの流れ 他
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  前日までに、電話で

健康づくりセミナー
「未病改善から健康づくり」
 かながわ健康財団 ☎045-243-2008

ライフスタイルを見直し、健康を維持す
ることを目的としたセミナーです。参加
者には、県から修了証を交付します。
日  9月7日（土）14:00～16:00
場時 小田原箱根商工会議所Aホール　
内場  第1部（講義）
健康維持増進の取り組み、健康寿命
を縮めるリスクとその対策
第2部（実技）
健口体操、転倒予防エクササイズ、ロ
コモ運動、コグニサイズなど

定対  100人･当日先着順

内科、小児科、
耳鼻咽喉科、歯科 眼科

9月  1日（日） ○ ○

8日（日） ○ -

15日（日） ○ ○

16日（祝） ○ ○

22日（日） ○ -

23日（祝） ○ ○

29日（日） ○ -

10月  6日（日） ○ ○

13日（日） ○ -

14日（祝） ○ ○

●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、祝休日  
 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

みんなで市民体操「おだわら百彩」
ID P25379   申込 健康づくり課 ☎47-4723

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  ①  9月25日（水）14:00～15:30
　②10月10日（木）10:00～11:30
場時 ①いそしぎ2階トレーニングルーム
　②小田原アリーナフィットネススタジオ
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。

自殺対策講演会
「自分らしく生きること」

ID P27645   健康づくり課 ☎47-4723

誰もが「生きがい」を持って、自分らしく
生きられるよう、講演会を開催します。
※ 情報保障として、要約筆記と手話通
訳があります。

日  9月14日(土)14:30～16:00
場時  市民会館小ホール
定対  150人・当日先着順
講額  萩原美由紀さん
（NPO法人アール・ド・
ヴィーヴル理事長）

大腸がん検診受けていますか？

日本人の二人に一人がかかるとい
われるがん。食生活の欧米化に伴
い、大腸がんの患者数は、男女とも
に増え続けており、患者数は男女計
で第1位です。
しかし、大腸がんは、早期発見でき
れば、大半が治療でき、入院や手術
にかかる費用の負担と、仕事や生活
への影響の軽減になります。年に一
度あなたとあなたの大切な人のた
めに、がん検診を受けましょう。
詳しくは、がん検診等受診券をご覧
になるか、健康づくり課へお問い合
わせください。
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　「持続可能な地域社会の創造」に向けた小田原
市の取り組みは、国が進める2つの重要なモデル事
業に採択されました。5月には「地域循環共生圏づく
りプラットフォーム事業」、7月には「SDGs 未来都
市および自治体SDGs モデル事業」。前者は、地域
の自然環境を保全・涵

かんよう

養するための地域内循環お
よび地域間連携の仕組みづくり。後者は、実践現場
で「人材」が育つことによる環境・経済・社会の各分

野での課題解決推進。いずれも、着実に成果を出し
先導的な取り組みとなることが期待されています。
　基本は、これまで市民の皆さんと進めてきた実践
の更

さら

なる推進ですが、より一層の進化を目指すうえ
で参考となる取り組みについては、積極的に学び取
り入れていく考えです。そうした観点から、7月には2
つのテーマにつき視察を行いました。
　ひとつは、群馬県みなかみ町の国有林で進められ
ている森づくり。小田原では、50年・100年先を見据
えた森づくりのための「森林ビジョン」を現在策定中
ですが、その中では市域の森林の大半を占め木材
の供給源となっている人工林を、水源域や里山など
においては部分的に自然林に戻し、後世に残すべき
自然環境としての森を拡

ひろ

げたいと考えています。ユ
ネスコの「エコパーク（生物圏保存地域）」にも認定
されている広大で豊かなみなかみの森では、人工林
から自然林への移行がさまざまな形で試みられてお
り、林野庁職員の皆さんと共に深い森を歩きながら
学ばせていただきました。

　もうひとつは、山形県南部の置
おきたま

賜地方における広
域行政および地域自給圏づくりの取り組み。米沢市
を中心に3市5町のエリアからなる同地方では、上
杉鷹

ようざん

山公が進めた藩政改革と殖産興業による地域
づくりの伝統が今も受け継がれ、農業・林業や各種
ものづくりが盛んで、美しく広大な田園と人々の穏
やかな暮らしぶりは、明治期の女性旅行作家イザベ
ラ・バードの『日本奥地紀行』に「東洋のアルカディア
（桃源郷）」として詳しく描かれています。市町の枠
を越えた各種行政事務の共同化、有機農業やもの
づくりの強化、食やエネルギーの地域内循環、都市
部と農村部の連携などにより、地域自給圏づくりが
目指されており、小田原を含む県西地域でも学ぶべ
き点が多くありました。
　自然と人が調和しながら、その恵みを享受し豊か
に暮らしていける地域の姿。小田原だからこそ実現
できる未来に向け、引き続きチャレンジを進めます。

みなかみ・置賜からの学び

S H I S E I

事業者の所在地、担当者名、特に電話番号を必ず確認せよ
支払方法が銀行振り込みしかなく、振り込み口座が個人名義の口座
の場合は注意せよ
不自然な日本語表記は、海外の悪質サイトを疑うべし
極端に安い商品や、他のサイトでは売り切れなのに取り扱いがある
場合は、模倣品を疑うべし

体重が6か月で2～3kg減ってきたわ
最近、あまり

食べられないな

栄養を取っていつまでも元気に！

高齢者自立支援ケアマネジメント

クリ
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80%OFF

円4万！
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高いなぁ

は
ぁ
〜… このサイトは

安くて
お得！

個人名義の
口座に

振り込むのは
珍しいわ

栄養バランスのポイント
　食べることは単に栄養を取ることだけでなく、「生きが
い」や「楽しみ」にもつながります。1回の食事に主食（ご
飯、パン、麺類など）、主菜（魚、肉、卵、大豆製品など）、副
菜（野菜たっぷりのおかず）がそろうことで、上手に体に
吸収され排せつにつながります。低栄養を予防するた
めに、まず、たんぱく質の多い食品などをしっかり食べる
と、筋肉減弱症の予防にもつながります。食事は3食食
べ、五大栄養素（炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、
ミネラル）をバランスよく取ることを心掛けてください。

　高齢期になると身体機能の低下とともに、一人暮らしになるなど、
生活環境の変化も重なり、買い物や調理が面倒になり、食事のバラン
スも偏りがちに。市の調査でも、一人暮らしの男性は栄養不足になり
やすいことが分かりました。そこで、これまでの栄養教室に加え、新たに

「男性限定！初めての料理教室」を開催します。自分で料理を作る喜び
を感じ、栄養について理解を深め、バランスよく食べましょう！

日時　10月3日（木）10：00～13：00
　　　（参加希望者は、高齢介護課にお問い合わせください。）
場所　けやき4階調理実習室 ※次回の教室は3月開催予定

人生100年時代。年を重ねても自分らしく暮らしていくために、
自分にできることは何か、一緒に考えていきましょう。

はっするきゃっする

低栄養を防ごう！4第 回

高齢介護課 ☎33-1826 WEBID P12965

おしえて！

バランスのよい食事を
心掛けよう！

公益社団法人
神奈川県栄養士会
古澤洋子先生

これって悪質商法！？
そんなときは、消費生活センターに連絡を。

〈「悪質商法」は、あなたの大切な財産を狙っています。〉
手口は年々複雑多様化。「騙

だ ま

されない！」と思っているあなたこそ注
意が必要です。

☎33-1777

 通販サイトの落とし穴には注意せよ
の術！

私は、だまされんぞう！
悪質商法 最前線

忍
法
！

第4話
そんな
ときは…

インターネット通信販売で、商品を発送せずお金を騙し取ったり、偽物
や粗悪品を送ったりする手口が増加しています。一度お金を支払って
しまうと、返金が望めないため、注文する前に悪質サイトではないか確
認することが大切です。市内でも、「お金を振り込んだが、商品が送ら
れてこない」という相談が毎月寄せられています。




