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5周年感謝祭
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お土産はハルネで
買っていこうかしら

今月は
こんなイベント
やるのか

ハルネギャラリーの
前を通っていこう

街かど案内所の
前に集合で

平成26年にオープンした小田原地下街「ハル
ネ小田原」。5周年感謝祭を開催します。
期間　　　11月1日（金）～18日（月）
特別販売　※内容は店舗により異なります。

●お笑いコンビ「にゃんこスター」ステージショー
おなじみのネタに加え、じゃんけん大会を実施します。
日時 11月10日（日） ①13：00～13：30 ②15：00～15：30
●おだわらプチパンまつり
12月7日（土）・8日（日）に小田原城で開催する「パンまつり」
のプレイベントを実施します。
日時 １１月１１日（月）～１５日（金）・３０日（土）、１２月１日（日）
　　　１０：００～１５：００（売り切れ次第終了）
●小田原駅まつり2019
小田原駅、ラスカ小田原、ハルネ小田原の３者で、共同企画を
実施します。
日時 1１月１６日（土）・１７日（日）
内容 鉄道イベント（ミニ電車運転）など
　　　※イベント内容は変更になる場合があります。

他にも、小田原高校弦楽部によ
る演奏や大道芸、アコーディオン
演奏など楽しいイベントが盛りだ
くさん！

詳しくは、ハルネ
小 田 原 ホ ーム
ページを確認※お買い上げ500円（税込）ごとに抽選補助券、

3,000円（税込）以上で抽選券を１枚進呈。

ガラポン大抽選会

すっかり私たちの生活の一部になった小田原地下街「ハルネ小田原」。
ヒト、モノ、コトがつながり、これからも小田原の魅力を発信していきます。

小田原市　〒250-8555　小田原市荻窪300番地
市役所総合案内　☎0465-33-1300
企画部広報広聴課
☎0465-33-1261 0465-32-4640

発行

編集

No.1207

毎月1日発行

2019
November

11
広がる　つながる　ともに感じる広報　小田原

10月1日現在　小田原市の人口 190,109人　81,748世帯
©小田原市2019-11：市ホームページのサイト内検索に入力すると詳細を表示します。WEBID ID

目 次

今日のあなたが、
明日の小田原を豊かにする　他

2

6
7 おだわら情報 くらしのガイド

おだわらいふ
8

15
はっするきゃっする de キクコの部屋／
SHISEI16



2019（令和元）年　11月号　No.12072

◆地域を元気にする
　さまざまな地域で活動している人たちの思い、課題
などを共有しながら、自らの地域でも課題を見つけ、行
動できる力を育んでいます。５回めの講座では、国府津
地区で行われているサロン活動に参加。保育園児や小
学生との交流もあり、「サロン」という場が世代間交流
の拠点にもなっていることを学びました。

あなたの
「やってみたい」を探しに

STEP1
広げる
仲間の輪

今日のあなたが、明日の小田原を　  豊かにする
５年めに入るUMECOで仲間と

STEP2

思いが「つながる」あなたの活動
あなたの「興味があること」「好きなこと」を誰かのために役立ててみませんか。
おだわら市民交流センターU

う め こ

MECOには、約400の市民活動団体が登録されています。
市民活動を始めるきっかけの場でもあるUMECOを活用してみてください。
活動に関する相談も受け付けています。

UMECO祭り実行委員長
町田義

よ し ぞ う

三さん
UMECOのスタッフ
岸英

ひ で

雄
お

さん
UMECOのスタッフ
興
お き

津
つ

正
ま さ は る

治さん

特定非営利活動法人
小田原山盛の会
廣川登さん

　ＵＭＥＣＯでは、市民活動を支援するため、皆さんからの
寄附を受け付けています。いただいた寄附は、今年度から
募集を開始した「ＵＭＥＣＯ市民活動応援補助金」の財源と
して、大切に活用します。
寄附の受付場所
ＵＭＥＣＯ窓口の募金箱（口座振込でも受付可能）
※詳しくは、ＵＭＥＣＯまでお問い合わせください。

市民活動 　応援しませんかを

◀ 早川小学校では、伸びた枝を、
地域の人と「小田原山盛の会」
が協力して伐採

　市民活動団体が、日頃の成果を発表し
ます。約100の団体が参加するので、あな
たの興味があることも見つかるかもしれま
せん。
日時　11月24日(日)10：00～15：00

▲展示、販売、パフォーマンス、スタンプラリー
など、内容は盛りだくさん

▲講座内のワークショップのようす ▲活動の分野やテーマごとに団体が集まり、活
動発表や意見交換をします

おだわら市民交流センターUMECO
場所　栄町1－1－27（小田原駅東口徒歩3分）
☎ 24-6611　WEB http://umeco.info/

どんな団体が
あるんだろう？ 団体同士で

協力しよう

活動のやりがいなど
について話します。
気軽にお越しください

　困りごとのある地域と、社
会貢献に意欲のある市民活
動団体を結びつけ、地域課題
の解決を図ります。

地域活動団体ネットワーク形成事業

UMECO祭り 市民活動入門講座 わくわく交流会
　UMECOのスタッフが市民活動のノウ
ハウを教えます。市民活動の基本的な内
容や、市民活動の楽しさを知ってもらえる
ような講座です。今年度は、1月中旬に実
施する予定です。

　UMECOに登録している団
体の交流会です。今年度は、６月
に子育て分野、８月に防災分野
の団体が交流しました。

自分たちの活動を
地域社会で
生かしたい

UMECO祭りで、
皆とつながりましょう。
お待ちしています！

他の団体と協力して、
さらに活動を発展させる

ことができます

地域の
役に立てることに、
やりがいを感じます

～誰でも気軽に～ ～シェアしながら～

あなたの活動が
誰かのために

STEP3

～地域課題の解決へ～

STEP2へ

STEP3へ
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地域の活動×市民活動団体の力
市内には、２６の自治会連合会ごとに地域コミュニティ組織があり、地

域の課題を解決するため、日々活動しています。そんな地域の活動に、市
民活動団体の力をプラスすれば、お互
いにさらなる発展が期待できます。地
域と行政の協働に市民活動団体が加
わり、そのつながりをＵＭＥＣＯがコー
ディネートすることで、地域の特色ある
まちづくりを目指すことができると考
えています。

地域政策課から

今日のあなたが、明日の小田原を　  豊かにする
安心・安全な登校を

地域の目が子どもを守る
後を絶たない、子どもを巻き込んだ交通事故。
大人なら遠くまで見渡せても、
子どもの目の高さでは見通せない場合があります。
芦子地区では、さまざまな大人の目で子どもの安全を守っています。

広報広聴課　鶴井真人

編集後記

芦子小学校 PTA会長
安藤泰俊さん

芦子小学校６年生
本間孝佳さん

「誰かの笑顔が見たいから」「好きなことをもっとがんばりたい」「地域の子どものために」……。
さまざまな思いを持ち、小田原で活動する人がいます。

地域政策課 ☎33-1389 WEBID P19567

☎33-1458 WEBID P20042

　見守り隊の人から声をかけられ、最初は、モ
ジモジとしていた子も、回数を重ねることで、元
気な挨拶ができるようになったと聞いています。

「おはよう」「いってきます」の一言かもしれま
せんが、子どもにとっては、社会を学ぶ貴重な
機会です。見守り隊の活動は、子どもの安全を

守るだけではなく、子ども
の社会性を育む大切な活
動だと感じています。

　共働きの家庭が多いため、ＰＴＡだけでは、登
校時に子どもを見守ることが難しいです。見守り
隊の皆さんが、危険箇所に立ってくださるので、
毎朝、安心して子どもを送り出せます。
　子どもは、保護者や学校だけではなく、地域の
皆さんから守られ、育てられていることを強く感

じます。この感謝の気持ち
を、今後は地域活動という
形でお返ししたいですね。

　芦子地区では、小学校教員、PTA、自治会などが通
学路を歩き、危険箇所を確認しています。地域の課
題を解決する地域コミュニティ組織「芦子地区まちづ
くり委員会」では、この結果を基に、地図へ書き込み、

「芦子小学校通学路安全マップ」として、芦子小学校
の新入生へ配布しています。
　また、特に注意が必要な通学路には、児童の登校中、

「芦子学区子ども見守り隊」が立って、声かけをして
います。

　見守り隊の人たちは、いつも笑顔で挨拶をし
てくれるので「いい気持ち」で学校に行けます。
遅めの時間に登校すると、「あと５分だよ」とか
時間を教えてくれるのもうれしいです。１年生の
頃から見守ってもらっています。あと少しで卒
業なので、登校中、会えなくなってしまうのはさ

みしいけれど、これからも
元気に登校しようと思い
ます。

　「おはよう」「いってきます」。取材中聞こえてきたのは、子どもの声だ
けではありませんでした。通勤中の人、散歩中の人……。さまざまな人
と声を交わします。活動開始から10年以上。社会人になった児童もいま
す。「子どもの見守り」としての活動は、今や地域全体のゆるやかなつな
がりになっていると感じました。見守り活動に活用されているマップを
作成する際、挿絵の書き起こし方に苦慮したそうです。今後、似たよう
な地域が現れたとき、特色のある市民活動団体と協力できたら、可能
性はさらに広がりそうです。

芦子学区子ども見守り隊  大井諦三さん

左上：森下瑞
みず

生
き

さん
右上：野澤沙

さ え
永さん

下：鍛
か じ

治愛理さん
左：寺本掌

しょう
さん、右：府川巧

たくみ
さん

しょう たくみ

　芦子学区子ども見守り隊は、現在21人で子どもの見守り活動をしています。
　小学校周辺は、車やバイクの往来が多いため、21人だけで活動をするのは、とても大変で
す。しかし、「芦子小学校通学路安全マップ」ができたおかげで、ポイントを押さえて見守るこ
とができるようになりました。また、危険箇所の情報を小学校や保護者と共有できたことは、
心強いです。登校時に子どもを見守ることは、雨の日、寒い日など、大変な時もあります。でも

「おはよう」「いつもありがとう」「いってきます」と言う子どもの声が励みになり、この活動を
続けています。
　また、昨今の子どもを巻き込んだ痛ましい事件や事故を
受けて、改めて見守り隊の重要性を感じています。見守り
隊の活動に関わる人が増えるほど、子どもの安全が守られ
ます。活動に参加するのが難しい場合は、登下校をする子
どもを自宅の前で見守るだけでも意味があります。皆さん
には、無理のない範囲で見守り活動に関わってほしいと考
えています。

「感謝」を「地域活動」でお返し

芦子小学校 保護者
橋口綾子さん

「社会性」を育む地域活動 「いい気持ち」で学校に

「安全」のお返しに「元気」をもらう
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平成３０年度決算報告

　ほとんど価値のない土地を「将来必ず値上がりする」などと勧誘し、高値で売り
つける「原野商法」が1970、80年代に社会問題になりました。今、そのときの被害
者が再度被害に遭う「原野商法の二次被害」が増えています。
　最近では、「あなたの持っている土地を高く買い取ります」などといった勧誘を
きっかけとした巧妙な説明によって、売却額より高い新たな原野を購入させる手
口が目立っています。

〈「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。

「高額買い取り」「費用は後日返金」など甘い言葉は疑うべし
不動産取引関係の免許を持っていても、安易に信用せぬこと
契約をせかされても、すぐには契約せず、慎重にすべし

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。 ☎33-1777

原野の買い取り話に注意せよの術！
忍
法
！

契約書

あなたが
所有している
雑木林を
買い取り
たいです。

この雑木林を
1,200万円で買い取る
ので、資産価値が
上がる山を
2,000万円で
買ってくだ
さい。

今、契約すれば売却時の
税金もかからないですよ！

税金対策には
ならないし、
価値も上がら
ない土地だぞ。
ウッシッシ。

待たれよ！

私は、だまされんぞう！
悪質商法 最前線第5話

63億4,027万円
（+4億5,664万円）

教育費

45億178万円
（︲1億4,299万円）

公債費

義務的経費
■ 扶助費　生活保護や高齢者・障がい者の福祉サービスなどの経費。社会情勢に応じた福祉政策に伴い、年々増加しています。
■ 人件費　職員の給与、議員・各種委員の報酬などの経費。
■ 公債費　公共施設を建設・改修する場合などに借り入れた、市債を返済するための経費。

投資的経費 ■ 道路や学校、庁舎などの公共施設を建設・改修するための経費。

　市税が前年度から約4.4億円の減額となりました。地方交付税が普通交付税の減
により、約1.6億円の減額となった一方、国庫支出金が約9.3億円の増額、市債が事
業費の増により約26.6億円の増額となり、総額で約37.3億円の増額となりました。

歳入計
736億
601万円

歳入

43億5,718万円
（︲1億524万円）

　扶助費が子どものための教育・保育給付費などの増により、約4億円の増額
となりました。投資的経費が環境事業センター基幹的設備改良事業などの増
により、約40億円の増額。また、補助費等がふるさと応援寄附金事業費など
の減により、約3.9億円の減額となり、総額で約43億円の増額となりました。

　衛生費が環境事業センター基幹的設備改良事業などにより、約33.7億円
の増額となりました。農林水産業費が交流促進施設等整備事業などにより、約
4.8億円の増額。また、公債費が約1.4億円の減額となり、総額で約43億円の
増額となりました。

歳出計
（目的別）
701億
9,947万円

一般会計決算

歳出
（性質別）

歳出
（目的別）

11億2,533万円
（+8,320万円）

商工費

6億2,395万円
（+99万円）

議会費・労働費

88億9,226万円
（+65万円）

総務費

※歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越す財源を除いた実質収支額は約
２９億３,４８６万円で、前年度の実質収支額との比較では、約８億８,７９６万円
の減となりました。

歳 入 736億    601万円（＋37億3,082万円）
（＋43億868万円）

（－5億7,786万円）

歳 出 701億9，947万円
差引額   34億    654万円

福祉やまちづくりなどに使う基礎的な会計

110億4,966万円
（+40億1,642万円）

投資的経費

95億4,481万円
（+6,575万円）

人件費

97億4,450万円
（+2億2,710万円）

物件費
83億8,217万円
（+8,152万円）

繰出金

（　）は前年度比

歳出計
（性質別）
701億
9,947万円

44億8,683万円
（︲1億5,304万円）

公債費

3億4,718万円
（+4,298万円）

維持補修費
7億2,208万円

（+1,708万円）

貸付金

183億80万円
（+4億231万円）

扶助費

268億1,689万円
（︲453万円）

民生費

69億2,399万円
（+1,247万円）

土木費

110億9,908万円
（+33億6,805万円）

衛生費

14億6,102万円
（+4億7,741万円）

農林水産業費

24億1,490万円
（+5,679万円）

消防費

328億2,883万円
（︲4億3,982万円）

市税

39億8,440万円
（+2億9,689万円）

繰越金

23億354万円
（+3億7,487万円）

諸収入

66億2,689万円
（+26億5,792万円）

市債

130億5,750万円
（+9億3,452万円）

国庫支出金

43億8,873万円
（︲457万円）

県支出金

15億8,477万円
（︲1,148万円）

使用料および手数料

その他（財産収入など）

35億2,490万円
（+1億8,338万円）

地方消費税交付金
9億4,927万円

（︲1億5,565万円）

地方交付税

確認しましょう小田原市の財政状況

16億8,716万円
（︲378万円）

積立金

59億3,428万円
（︲3億8,766万円）

補助費等

1

3 4

2
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教育委員会って何をしているところ？
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。

まごころ通信 広報紙だけでは紹介しきれない、教育委員会の取り組み。詳しくは、教育委員会発行の「まごころ通信」で。WEBID P23859

市の事業は、市民の皆さんが納める税金や、国・県からの支出金などによって行われています。今後、人口減少による税収減や、高齢化の進展
に伴う社会保障費の増加が見込まれる中、将来を見据え、事業の優先順位づけや効果的な財源配分など、収入と支出のバランスに配慮した
財政運営に努めています。

　子どもを心豊かで健やかに育むため、地域の皆さんの協力を得て、学習支援や
体験活動を行う安全で楽しい放課後の居場所「放課後子ども教室」。本市では、今
年の６月末までに全ての小学校で開所しました。対象学年は学校ごとに異なりま
すが、児童本人が通う小学校の子ども教室に参加することができます。

民話の語りを聴く子ども今月の

シーン

酒匂放課後子ども教室
コーディネーター
有賀かおるさん

放課後子ども教室

　私の担当する酒匂小学校では、週に３
回、毎回４０～５０人の子どもが、学習アド
バイザーの先生や安全管理員に見守ら
れ、宿題やプリントに取り組んでいます。
また、地域のボランティアさんにもお世
話になり、お話会やカルタ大会、マジック
ショーなども行っています。
　酒匂小学校の放課後子ども教室は、開

所から今年で５年め。開所当初、落ち着
きのなかった1年生も、6年生になり、今
では率先して勉強に取り組んでいます。
　日々、子どもの成長を楽しみに、活動し
ています。これからも一人一人が心身共
にすくすく元気に育っていけるよう、皆で
見守り、楽しい居場所を目指していきま
す。

第4回

財政課 ☎33-1312 WEBID P28022

特別会計・企業会計決算
　一般会計とは別に、特定の収入で特定の事業を行う１０の特別会計と、特
定事業の収益を財源に運営する３つの企業会計があります。

※収入済額には一般会計からの法令等の基準に基づく繰出金などを含みます。
※下水道事業会計は、平成28年度から特別会計から企業会計へ移行しました。

会計名 収入済額 支出済額 収支差引額

特
別
会
計

競輪事業 115億円4,857万円 113億7,437万円 1億7,420万円
天守閣事業 3億7,453万円 3億3,566万円 3,887万円
国民健康
保険事業 209億5,372万円 207億1,327万円 2億4,045万円

国民健康保険
診療施設事業 2,792万円 2,373万円 419万円

公設地方卸売
市場事業 1億4,491万円 1億3,058万円 1,433万円

介護保険事業 153億6,570万円 150億731万円 3億5,839万円
後期高齢者
医療事業 42億7,040万円 42億1,357万円 5,683万円

公共用地先行
取得事業 77万円 77万円 0円

広域消防事業 41億5,511万円 41億5,511万円 0円
地下街事業 4億836万円 3億8,493万円 2,343万円

特別会計 計 572億4,999万円 563億3,930万円 9億1,069万円

企
業
会
計

水道事業 33億7,829万円 28億171万円 5億7,658万円
病院事業 132億7,902万円 131億1,405万円 1億6,497万円
下水道事業 67億317万円 63億4,589万円 3億5,728万円

企業会計 計 233億6,048万円 222億6,165万円 10億9,883万円

小田原市 早期健全化基準
（経営健全化基準）

財政
再生基準

健全化
判断
比率

①実質赤字比率 算定なし 11.51% 20%

②連結実質赤字比率 算定なし 16.51% 30%

③実質公債費比率 3.0%（前年度比
-1.4ポイント） 25% 35%

④将来負担比率 算定なし 350% -

資金不足比率 算定なし 20% -

平成３０年度決算に基づく健全化判断
比率など

基準を上回ると、健全化計画を策定しなければならない。
基準を上回ると、再生計画を策定し、国の関与のもと財政再生
に取り組まなければならない。

早期健全化基準：
財 政 再 生 基 準：

　市では、「財政健全化法」に基づき、財政の健全性を判断するための「健
全化判断比率」と、公営企業会計の「資金不足比率」を算定しています。平
成30年度決算の算定結果は、いずれの比率も早期健全化基準を下回り、
良好でした。

①実質赤字比率　市の人口や面積などに応じた財政規模に対して、普通会計の赤字
の割合を示す指標。黒字であれば算定されず、健全な財政状況といえます。
②連結実質赤字比率　全会計を連結させた実質赤字比率。黒字であれば算定され

ず、健全な財政状況といえます。
③実質公債費比率　財政規模に対して、市の借入金（市債）の返済にあてた経費（公債

費）の割合を示す指標。数字が小さいほうが、より健全な状態です。
④将来負担比率　財政規模に対して、将来的に負担が見込まれる全ての負債から、基

金の積立金などを差し引いた金額の割合を示す指標。数字が小さいほうが、より健
全な状態といえます。

健全化判断比率
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（億円）債務と財政調整基金残高の推移
　将来負担を考慮し、市債残高の縮減と財政調整基金の
積立てを進めています。

債務（全会計）
財政調整基金

1,000

1,400

1,300

1,200

1,100債務…市債残高および市土地開発公社などからの土地・建物
に係る買い戻し予定額

財政調整基金…計画的な財政運営を行うための市の貯金

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

小田原市の財政状況
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平成30年度に取り組んだこと

▲混雑時のわんぱくらんど駐車場

問関 企画政策課 ☎33-1254 WEBID P02993

人口減少、少子高齢化の進展や老朽化する公共施
設への対応など、行財政運営を取り巻く状況は、厳
しさを増していく見込みです。小田原市は、暮らしや
すいまちであり続けるために、将来を見据えた行財
政改革に取り組んでいます。

他にも、先進事例の
調査･研究を行いながら、

あらゆる面から
組織運営･事務執行の

合理化に
取り組んでいきます

ん?
どういうこと
だろう??

今、取り組んでいる主な行財政改革

わんぱくらんどの駐車料金の改定

自治体間ベンチマーキングによる行財政改革

　市民の駐車料金はそのまま、市外の人の駐車料金を
値上げしました。

　特定の事務や事業
のやり方を同規模の
複数の自治体と比較
して、より合理的な方
法を検討することをい
います。

自分たちで、議事録作成を行うより、委託化する方が、合理的？

あり方を検討してみよう

主な取り組み例

※財政効果額…行財政改革の結果として得られる歳入増や歳出減（事務負荷の軽減なども含む）が、財政に及ぼすと考えられる影響の度合いを表したもの

平成30年度に実施に至った取り組みによる財政効果額※は、

 一般会計 50,521千円  の実績となりました

持ち家分を廃止、
賃貸分は縮小しました。

他にも、さまざまなことに取り組んでいます
●旧片浦中学校の活用による賃借料収入の確保 ●職員住居手当の見直し

　学校施設として活用されることで維持管理に必要な
経費を、賃借料収入で、賄うことができます。

●認証システムなどの賃借料の縮減
●教職員海外研修事業の見直し など

未来のために、今、やらなくてはならないこと

小田原市の行財政改革

こんな取り組みをしました!

毎年、1,000万円程度の
収入増加が見込まれます!

　増収分は、わんぱくらん
どの利便性の向上や快適
性の確保の財源として、利
用者に還元することができ
ます。

市は一体
どんなことを
したんだろう?

ん?? 
RPA?

ICTの利活用による業務効率化
　徹底した業務の効率化を目指して、民間と連携し、特定の事務
へのAI（人工知能）導入を検討したり、RPAの実証実験を行ったり
しています。現在、本格的な導入に向けた検討を進めています。

　システムへのデータ入力など、5業務を対象としたRPAの実証実験
では、全ての対象業務で作業時間を短縮できることを、確認しました。

RPA… 人に代わって、コンピュー
ターが処理を自動的に行っ
てくれる技術（Robot i c 
Process Automation）

いろいろな
取り組みを

しているんだねー
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申込先着順で記載がない場合、申込開始日は11月11日（月）から

小田原の魚に親しみ、味わうこと
ができる施設「漁港の駅　T

と

OT
と

OC
こ

O
小田原」が、いよいよオープンしま
す。市内外から多くの人が訪れ、水
産業の振興、地域の活性化につなが
ることを目指しています。
日時　11月22日（金）
 10:00グランドオープン
 ※9:30～　開業記念式典
場所　小田原漁港西側エリア
 （早川1-28）

11月22日 グランドオープン
漁港の駅　TOTOCO小田原
早川駅近に 臨時観光案内所も整備

WEBID P23447  問関 水産海浜課 ☎22-9227

11月5日から　住民票などに
旧姓（旧氏）併記が可能に

WEBID P27977  問関 戸籍住民課 ☎33-1386

お だ わ ら 情 報

⑥   診察･検査終了後、
処方箋などの入っ
たクリアファイル
を受け取る

⑦  診察終了後、会計
にクリアファイルを
提出

⑧  会計時に診察券を
受け取る

早川臨時観光案内所
　TOTOCO小田原の開業に先立ち、10月5日、早川駅の近くにオープンしました。観光
客の多い土・日曜日、祝日に早川周辺の観光情報や見どころを紹介します。周辺の観光ス
ポットにも足を延ばしてもらえるよう、レンタサイクル「ぐるりん小田原」の貸出所を併設す
る他、気軽に楽しめるガイドツアーも実施します。
営業日 土･日曜日、祝日（12月31日および1月1日は除く）
営業時間 観光案内所 9:30～16:00、レンタサイクル 9:30～15:30（最終貸出は15:00）
レンタサイクル利用料金　電動アシスト付自転車1回1,000円

11月5日（火）から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明
書に旧姓（旧氏）が併記できます。

マイナンバーカードを取得するには
　顔写真を無料で撮影し、申請できるサービスをご利用ください。
受付窓口　平日9：00～16：30
受付場所　戸籍住民課（市役所2階）
持ち物　　 マイナンバー（個人番号）の通知カード

本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）2種類
住民基本台帳カード（持っている人のみ）

※ スマートフォンによるWEB申請や、郵送申請でもマイナンバー
カードの交付ができます。
※ マイナンバーカードは、コンビニエンスストアなどで、住民票の写し
などの証明書を取得できるコンビニ交付サービスに利用できます。
　詳しくは、戸籍住民課までお問い合わせください。

1　旧姓から現在の氏までの記載がある、全ての戸籍謄本を用意
2　 用意した戸籍謄本、マイナンバーカード（または通知カード）と
運転免許証などの本人確認書類を持って、市の窓口で手続き
をしてください。
受付窓口　戸籍住民課（市役所2階）

旧姓併記をするには

診
察･

検
査
終
了
後

市立病院からのお知らせ

①  受付へ保険証を提
出し、確認を受ける

②  再診受付機から受
付票を受け取る

③  再診受付機の横に
ある、黄色のクリア
ファイルを受け取る

④  ファイルに受付票
を入れ、ポケットに
診察券を入れる

⑤  各科外来受付へク
リアファイルを提出

11月5日から市立病院を受診する際は、受け付けから診察終了まで、「黄色いクリアファイル」に受付票、診察券などの書類を入
れて持ち歩きます。再診受付機の横に置かれた「黄色いクリアファイル」を使ってください。

診
察･

検
査
ま
で

11月5日から、外来受付の流れが変わります

WEBID P28047 問関 医事課 ☎34-3175

市では、老朽化と狭
きょう

隘
あい

化
が進む市立病院の建て替え
事業を進めています。
よりよい新病院となるよ

う、9月に「小田原市立病院
新病院建設基金」を設けま
した。事業に賛同いただけ
る皆さんから寄附を受け付
け、基金へ積み立てること
で、病院の建て替え事業に
使わせていただきます。
皆さんのご協力をよろし

くお願いします。

新病院建設にご協力を

WEBID P27930  
問関 経営管理課 ☎34-3175

提出

JR東海道本線

小田原漁港
(本港)

早川

早川駅前通り
早川駅前

小田原漁港西

早川口

西湘バイパス

TOTOCO小田原

●  各種契約や銀行口座の名義など、旧姓を使用する場面で、その
証明に使うことができます。詳しくは、提出先にお問い合わせく
ださい。

●仕事の場面などで、旧姓で本人確認ができます。

マイナンバーカードなどに旧姓を記載すると、こんな時に役立ちます

TOTOCOはどんなとこ？

▲鮮魚・活魚売場のイメージ（1階） ▲フードコートのイメージ（2階）

　展望テラスからは、真鶴半島から三浦半島までが見渡せ、漁港特有の雰囲気や相模湾
の眺望を楽しめます。小田原漁港で水揚げされた新鮮な魚、地元の特産品の買い物や飲
食を満喫できる施設です。
※ 交通渋滞が予想されますので、ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

※JR早川駅から徒歩約10分

早川駅
早川臨時

観光案内所
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臨時休館情報
ID P27994   かもめ図書館 ☎49-7800
ID P28005   郷土文化館 ☎23-1377 

●かもめ図書館
電気設備の法定点検のため、休館し
ます。返却はブックポストをご利用く
ださい。視聴覚資料、大型絵本、紙芝
居は、開館日にカウンターへ。
日  11月18日（月） 

●郷土文化館
館内整理のため、休館します。

日 期  12月2日（月）～令和2年1月3日（金）

成田出張所建設工事
ID P27693   消防総務課 ☎49-4420 

市消防本部では、国府津出張所と西大
友出張所を統合し、新たに成田出張所
を整備します。工事期間中は、工事車両
の通行や大きな音の発生など、ご迷惑
をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。

日 期  11月～令和2年10月（12月開所予定）
場時  成田923の一部

小田原市図書館を使った
調べる学習コンクール入選作品
ID P28079   かもめ図書館 ☎49-7800 

小学生を対象に実施し、入選作品が決
定しました（敬称略）。
●市長賞
「ぼくはカニはかせ」
赤松宥

ゆう

李
り

（芦子小）
●教育長賞　
「地いきによってちがう日本の屋根」
中村穂

ほ

音
の

（富水小）
●図書館長賞
「セミのふしぎを発見」
前田凛（矢作小）

●奨励賞　瀬口瑛
えい

菜
な

（三の丸小）
諏
す

訪
わ

部
べ

実
み

紀
のり

（足柄小）
眞鍋耀

よう

一
いち

（千代小）
●佳作　　志村知香（矢作小）

田中達己（富水小）
田中七

なな

穂
ほ

（豊川小）
●学校賞　富水小学校

お知らせ 看板許可の更新手続き
ID P01746   まちづくり交通課 ☎33-1593 

店舗の看板などの設置には、市屋外広
告物条例による許可が必要です。また、
許可期間満了後も引き続き設置するに
は、更新手続きが必要です。いま一度、
許可内容をご確認ください。
12月は更新月です。該当する人は、忘
れずに更新手続きをしてください。

宝くじ助成で小型印刷機などを購入
ID P03364   地域政策課 ☎33-1457 

（一財）自治総合センターが実施する宝
くじ社会貢献事業の助成（コミュニティ
助成）により、自治会総連合が小型印
刷機（こゆるぎに設置）と紙折り機（マロ
ニエおよびいずみに設置）を購入しまし
た。地域活動での資料づくりなどに、ご
活用ください。

農業委員会委員の改選
ID P21517   農政課 ☎33-1495
農業委員会事務局 ☎33-1748 

農業委員会の農業委員･農地利用最適
化推進委員が改選され、9月25日の総
会において、会長に関野弘行委員、会
長職務代理者に山室由雄委員が選出
されました。

（敬称略、議席番号順）
●農業委員（19人）
杉﨑祐一、石塚祐一、磯﨑至

いたる

松本隆博、浅尾俊
しゅん

治
じ

、門松好
よし

克
かつ

剱
けん

持
もつ

愛
よし

明
あき

、大曽根一郎、川口清二
瀬戸志

とし

和
かず

、小室万里子、永井源太郎
竹井善行、眞壁哲夫、関野弘行
山室由雄、杉﨑隆重、興

おき

津
つ

智昭
青木義隆

●農地利用最適化推進委員（14人）
鈴木農

たか

人
ひと

、村山公
こう

一
いち

、栢本一郎
廣川康

やす

治
はる

、杉本光昭、平塚昌廣
野地賢二、小林正俊、鳥居啓

ひろ

宣
のぶ

中山愛一郎、内田澄男、小澤守
神尾武

たけ

徳
のり

、横山常昭

交通安全ポスターコンクール入賞者
ID P27999   地域安全課 ☎33-1396 

市内の小・中学校から344点の作品が
寄せられ、41点の入賞作品が決定しま
した（敬称略）。
●市長賞
　杉﨑大和（国府津小３年）
●警察署長賞
　下田幸

こ

花
はな

（豊川小４年）
●交通安全協会長賞
　廣川日向子（大窪小１年）
●安全運転管理者会長賞
　大井詩

うた

（豊川小５年）
●教育委員会教育長賞
　古津和真（酒匂小１年）
この他にも、優秀賞13人、優良賞23人
が選ばれました。
※ 各団体長賞の入賞作品は、12月2日
（月）に開催される小田原市交通安
全総ぐるみ大会で、表彰されます。
●入賞作品（41点）の展示
　日 期  12月11日（水）~20日（金）
　場時  市役所2階
　　市民ロビー

不動産公売（県･市共同）
ID P27923   市税総務課 ☎33-1366
県税務指導課 ☎045-210-2341 

入札は、原則どなたでも参加できます。
日  11月28日（木）13:00～13:30
（開場12:00）
場時  藤沢合同庁舎5階大会議室
　（藤沢市鵠沼石上2-7-1）
【公売物件の概要（本市実施分）】
借地権付建物1件･土地と建物3件　
区分所有建物1件
※ 事情により、公売を中止する場合が
あります。
※ 詳しくは、市税総務課にある関係書
類または、市ホームページをご覧くだ
さい。

合併処理浄化槽整備補助金
ID P22213   環境保護課 ☎33-1483 

合併処理浄化槽への転換工事費の一
部を補助します。
対内  下水道事業計画区域外で、酒匂川の
飯泉取水堰

せき

より上流に、生活排水が
流入する専用住宅（建築確認を伴わ
ないもの）

申講  市ホームページまたは環境保護課に
ある申込用紙に必要事項を書いて、
直接
※金額などは、お問い合わせください。

11月は不法投棄撲滅強化月間
ID P21364   環境事業センター ☎34-7325 

●不法投棄は犯罪です！
家庭ごみの不法投棄が増えていま
す。冷蔵庫などの家電やタイヤ、自転
車などが道路に置かれていたり、飲
食店からと思われる、産業廃棄物で
ある酒瓶などが、ごみ集積場所に排
出されたりするケースが目立ちます。
●不法投棄には重い罰則

● 5年以下の懲役もしくは1,000万円
以下の罰金、またはその両方が併
せて科せられます。

●  法人が関わった場合は、法人にも3
億円以下の罰金が科せられます。

●個人でできる取り組み
自己の土地を適正に管理し、不法投
棄されにくい環境づくりに努めましょ
う。
市ではパトロールを実施し、警察など
と連携して防止に努めています。不
法投棄を見かけたら、すぐに警察に
連絡してください。お困りの人には、
啓発用看板を貸し出しています。「不
法投棄をさせない環境づくり」に、ご
協力ください。

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12月2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6期
②介護保険料第6期
③後期高齢者医療保険料第5期

ID P25264

11月の納税
　　　　　

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

12月2日（月）は、固定資産税･都市
計画税（第3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、祝休日の納税は、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。

ID P01397

◀教育長賞

▲市長賞 ▲図書館長賞

▲関野弘行さん

▲小型印刷機 ▲紙折り機

▲山室由雄さん

市長賞▶
杉﨑大和さんの作品

申込方法のルール  ・参加者などを募集する記事で、定員があり申込先着順のものについては、記載がない限り申込開始日は11月11日（月）からとします。
 ・担当部署名の前に 申込  とある場合は、電話で申し込みができます。市外局番がないものは（0465）です。
市役所への郵便物  ・記事に指定がある場合を除き、各記事の担当部署へ郵送する場合は、「〒250-8555 小田原市○○課（室）」で届きます。

生活に関連する情報や、市の取り組みなどを掲載し
ています。市ホームページのサイト内検索に問 ID を
入力し検索すると、詳しい内容がご覧になれます。
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教育委員の任命
ID P02106   教育総務課 ☎33-1671 

任期満了に伴い、市議会の同意を得
て、益田麻衣子さ
んを教育委員に任
命しました。任期
は10月5日から4
年間です。

「女性の人権ホットライン」強化週間
申込 横浜地方法務局人権擁護課

 ☎045-641-7926 

人権擁護委員および法務局職員が、通常
の時間を延長して相談を受け付けます。

日 期  11月18日（月）～24日（日）
月～金曜日8:30～19:00
土･日曜日10:00～17:00

関主  人権･男女共同参画課
問関  専用ナビダイヤル（☎0570-070-810）

女性に対する暴力をなくす運動
〈11月12日～25日〉
ID P19010   人権･男女共同参画課

 ☎33-1725 

●パープルリボンプロジェクト
女性への暴力根絶を願い、紫色の
リボンをつけます。リボンは、市役
所2階ロビー、マロニエ、いずみ、
U
う

M
め

EC
こ

Oなどで配布します。
●DV防止啓発展
日 期  11月11日（月）～30日（土）
場時  UMECO

県西地域2市8町の小学生
の税の書道展

青色申告会 ☎24-2613 

●展示
日  11月23日（祝）･24日（日）
9:30～16:30

場時  市民会館3階小ホール
●表彰式
日  11月24日（日）14:00～16:00
　（受付13:30～）
場時  市民会館大ホール

11月11日（月）～17日（日）は、税を考える
週間です。この機会に、暮らしと税につ
いて考えてみましょう。　関主  市税総務課

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 

既存住宅を、一定の条件のもとで次の
改修工事を行った場合、固定資産税が
減額されます。
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。
ID P12651  ①バリアフリー改修工事
浴室・トイレの改良、床の段差解消など
ID P12650  ②省エネ改修工事 
窓の改修（必須）、床･壁･天井の断熱
改修
ID P12644  ③耐震改修工事 
現行耐震基準に適合した耐震改修

申講 工事完了後、3か月以内に直接

お知らせ これから事業を始める人や、
すでに始めている人へ
ID P28014   資産税課 ☎33-1362 

飲食店や事務所などで、事業用に所有
する構築物･機械･運搬具･工具･器具･
備品などは、固定資産税の対象となる
「償却資産」に該当します（土地･家屋
および自動車税･軽自動車税の対象資
産は除く）。　
償却資産は、毎年1月31日までに市へ
の申告が必要です。申告書類が必要な
場合は、資産税課までご連絡ください。
※ インターネットを使った電子申告サー
ビス（e

エルタックス

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

65～74歳で障がいがある人へ
（後期高齢者医療制度）
ID P26141   保険課 ☎33-1843 

65歳以上で一定の障がいがある人は、
75歳未満でも申請により後期高齢者
医療制度に加入できます。加入すると、
保険料や医療機関窓口での負担割合
が下がる場合があります（所得により異
なります）。
場時  市役所2階保険課（1B窓口） 
　※ 地域センター住民窓口では受け付
けできません。

対内  65～74歳で、次の障がいがある人
●  身体障害者手帳1～3級、4級の一部
●  精神障害者保健福祉手帳1・2級
●  療育手帳A1・A2
●  障害年金受給者の一部

持費  ●  障害者手帳や年金証書など、対象と
なる障がい状況を証明できるもの

●  朱肉を使用する印鑑
●  国民健康保険証（国民健康保険に
加入している場合）

●  マイナンバーカードまたは通知カード
●  別世帯の人が手続きする場合は、委
任状（成年後見人の場合は、登記事
項証明書）と手続人の身分証明書

わんぱくらんど駐車場無料開放
わんぱくらんど ☎24-3189 

期間限定で、平日のみ実施します。
日 期  12月3日（火）～令和2年2月28日（金）
※ 12月25日（水）～令和2年1月7日（火）
と、土･日曜日、祝日は通常（市民510
円、一般1,010円）です。

児童扶養手当が
年6回払いになります
ID P27733   子育て政策課 ☎33-1453 

11月から、手当の支給月が年3回から
年6回（奇数月）に変わります。11月の
み、支給前月までの3か月分、令和2年1
月以降は支給前月までの2か月分が振
り込まれます。振込日は各月とも11日
で、土･日曜日、祝休日の場合は、その直
前の金融機関の営業日となります。

防犯ボランティアスキルアップセミナー
申込 県くらし安全交通課 ☎045-210-3520 

「手前で止める!実践!振り込め詐欺防
止」をテーマに、参加･体験型セミナーを
開催します。
日  12月12日（木）13:30～15:30
場時  UMECO会議室1～3
対内  自主防犯団体、自治会員、防犯活動
に関心の高い人40人・申込先着順

講額  県警察本部生活安全総務課
申講  12月4日（水）までに、電話で
関主  地域安全課

悪質商法撃退カレンダーを
ご活用ください！

　　　　　地域安全課 ☎33-1775

悪質商法による、高齢者の消費者
被害が増えています。12月初めに
自治会を通じて、悪質商法撃退カレ
ンダーを配布します。市役所2階地
域安全課市民相談係、タウンセン
ター、アークロード市民窓口に配架
します。悪質な手口を知って、地域
で高齢者を見守りましょう。

ID P23942

市立小・中学校の学区指定変更手続き
ID P07136  教育指導課 ☎33-1682

市教育委員会では、児童・生徒（これから新就学する幼児を含む）の住民登録地に
基づき、就学すべき学校の指定をしていますが、次の条件に該当する人は、指定
された学校以外の学校に入学することができます。学校を変更する場合は、所定
の手続きが必要ですので、ご相談ください。

対象者 条件 期間

令和2年度に
中学校に入学する生徒

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

中学校
卒業まで

令和2年度に
小学校に入学する児童 指定された小学校までの通学距離が2㎞以上ある場

合、自宅に最も近い小学校に入学できる。
小学校
卒業まで令和2年度中に

転入・転居する小学生

令和2年度に
小・中学校に入学
または在学する
児童・生徒

両親などが共働きにより、登校前および下校後に児
童・生徒の養育が困難な場合、預かる者の居住する
学区の小・中学校へ入学できる。 学年末まで

（毎年度申請
が必要）自宅のある学区の外に店舗などを経営していて、そ

こが下校後の児童・生徒の生活圏である場合、店舗
などがある学区の小・中学校へ入学できる。

※「転居したが、以前の学校に通学したい」「転居をする予定のため、あらかじめ転居先の
学校に通学したい」「すでに指定変更の許可を得ている兄姉と同じ学校に通いたい」など
の場合も、一定の条件を満たせば学校を変更することができますので、ご相談ください。

募集
オリーブの苗木購入費補助
ID P23195   小田原オリーブ研究会
事務局（農政課内） ☎33-1494 

オリーブの苗木を購入する農業従事者
へ、費用の一部を補助します。要件があ
るので、市ホームページをご覧いただく
か、農政課にお問い合わせください。
※ 申込多数の場合、補助金額を調整す
ることがあります。

日 期  11月11日（月）～12月11日（水）

育てる喜びを味わおう!
夢みるみどりの探検隊 ☎36-3604 

麦の種まきを体験します。
日  11月27日（水）9:00～11:00
※雨天中止

場時  フラワーガーデン前の畑
持費  作業しやすい服装、飲み物
関主  農政課
※当日、直接会場にお越しください。

援農者育成「Re農地」講座
申込 農地活!片浦事務局･帰

き　やま

山
 ☎080-4612-8420 

「農」に関する知恵や技術を、座学と実
践で学びます。
日  ①11月15日（金）18:30～20:30
②11月23日（祝）10:00～16:00
③12月  7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://www.re-nouchi.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

小田原まちあるき
申込 ガイド協会 ☎22-8800 

北条氏が日本で初めて作った上水道沿
いを歩き、明治の実業家の別荘を巡り
ます。昨年一般公開された皆

かい

春
しゅん

荘の庭
も訪問予定です。
日  11月15日（金）9:30～12:00
集合　 箱根登山鉄道箱根板橋駅

改札前9:30　※小雨決行
内場  早川上水取水口～松永記念館～山
月～皆春荘～掃

そう

雲
うん

台
だい

跡～早川上水
沿い～板橋見附～箱根板橋駅

定対  50人･申込先着順
費定  1,000円　関主  観光課

津波災害警戒区域指定に係る
住民説明会の日程の変更

ID P27660  防災対策課 ☎33-1855

10月13日(日)に予定していた説明
会を、下記日程に延期します｡
日  11月24日(日)14:30～16:00
場時  マロニエ2階集会室202

申込先着順で記載がない場合、申込開始日は11月11日（月）から 2019（令和元）年　11月号　No.1207 9



16ミリ映写機操作技術
認定講習会
ID P18643   申込 かもめ図書館 ☎49-7800 

日  11月30日（土）9:30～17:00
場時 かもめ図書館2階集会室 他
対内  市内に在住･在勤･在学の高校生以
上15人･申込先着順

講額  水島雅一さん（関東映画センター）
申講  直接または電話で

原木しいたけを食べよう!
申込 フラワーガーデン ☎34-2814 

原木のほだ木からしいたけを取り、その
場で焼いて食べます。食べ比べクイズ
や販売もします。
日  11月24日（日）11:00～12:30
定対 20組･申込先着順　
費定 1,000円
講額  一
ち ょ っ き

寸木修二さん（原木しいたけ復活
ネットワーク森のゆかり）

申講  前日までに、電話で

青少年健全育成講演会
ID P25907   申込 青少年相談センター

 ☎23-1481 

「青少年のネットトラブルと今後の課題」
をテーマに学びます。
日  11月26日（火）18:30～20:00
　（18:00開場）
場時 小田原合同庁舎3階EF会議室
対内  青少年の健全育成や青少年問題に
関心のある人120人･申込先着順

講額  石橋昭良さん（文教大学人間科学部
教授）

青少年と育成者のつどい
ID P28020   青少年課 ☎33-1724 

中学生の主張発表
日常生活から社会問題まで、中学生が
自分の視点でさまざまな問題を考え、感
じたことを発表します。
日  12月7日（土）9:30～12:00
場時 けやき2階ホール
内場 第1部:中学生の主張発表　
第2部:青少年善行賞等表彰式

対内  青少年健全育成に関心のある人
300人･当日先着順

令和2年国勢調査の調査員
ID P27998   申込 総務課 ☎33-1296 

内場  世帯を訪問して、調査票の配布･回収
や回収した調査票の整理など

対内  20歳以上の責任を持って調査事務
を行える人（資格などは不要）
活動期間　令和2年9～10月
額選  1調査区（約40～70世帯）当たり平
均約42,000円（見込）

申講  ホームページ（「令和2年国勢調査」で
検索）、直接、郵送または電話で

はしご乗り子、まとい振り子
小田原鳶

とび

職組合（古式消防記念会）
湯川 ☎090-3209-3457 

消防出初式や北條五代祭りで「はしご
乗り」や「まとい振り込み」の演技をしま
す。11月25日（月）から、消防出初式に
向けた練習が始まります。男女は問い
ません。詳しくは、鳶職組合までお問い
合わせください。　関主  警防計画課

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

認知症について学ぶことができます。
日  12月5日（木）14:00～16:00
場時 いずみ2階集会室201
対内  市内在住･在勤･在学の人30人・申込
先着順　講額  キャラバン･メイト

申講  前日までに、電話で

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  ①11月15日（金）②12月20日（金）
10:00～12:00

場時 けやき①3階視聴覚室
②４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。

家族介護教室
ID P18184   申込 高齢介護課 ☎33-1864 

日  ①11月13日（水）10:00～12:00
②12月12日（木）10:00～12:00

場時 マロニエ2階①集会室203
②集会室202

内場 ①介護保険制度･サービス
②口腔ケアと薬

対内  高齢者の介護をしている家族、介護
に関心のある人25人･申込先着順

申講  各前日までに、電話で

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。
日  12月11日（水）10:00～11:30
場時 梅の里センター会議室AB
対内  市内在住の65歳以上の人30人･申
込先着順

申講  11月29日（金）までに、電話で

シニア向けのボランティア
活動説明会
ID P20074   申込 社会福祉協議会 

☎35-4000 

社会貢献と同時に自分の介護予防にも
なる、ボランティア活動の説明会です。
日  11月20日（水）10:00～11:00
場時 マロニエ2階集会室203
内場 「アクティブシニア応援ポイント事業」
　の説明、ボランティア活動の心得
対内  市内在住の60歳以上の人30人程
度･申込先着順　関主  高齢介護課

まちあるき博覧会
観光協会 ☎22-5002 

秋はまち歩きの季節です。気になってい
た場所や街路の魅力を、この機会に発
見しましょう。

日 期  12月8日（日）まで
申講  ホームページで
ホE  https://odawaratrip.com/
主ホ  小田原まち歩き実行委員会
関主  観光課

旬の地魚と「小田原いちば
やさい」を使った料理教室
ID P28026   申込 水産海浜課 ☎22-9227

女性対象の料理教室です。初心者も大
歓迎です。
日  11月30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、ふきん
講額  小田原さかな普及の会
申講  11月22日（金）までに、電話で
※参加決定者に別途通知

市立病院職員
ID P00380   経営管理課 ☎34-3175 

●会計年度任用職員
令和2年4月から採用する、会計年度
任用職員を募集します。
※ ①②⑤は、随時募集していて、採用
された場合、令和2年3月までは時
給制となります。
①メディカルアシスタント（資格不要）
②ナースメイト（資格不要）
③診療放射線技師（要資格）
④臨床検査技師（要資格）
⑤薬剤師（要資格）
内場 ①医師の文書作成などの補助
　②患者の移送や食事介助など
　③一般撮影、X線TV･CT･MR
　④耳鼻咽喉科での聴力検査など
　⑤調剤、服薬指導など
額選  ①月給157,000円
  （時給1,050円（試用期間3か月
は1,011円））

　②月給180,000円（時給1,200円）
　③月給217,000円
　④月給217,000円
　⑤月給295,000円（時給2,000円）
　※月150時間勤務の場合
　※賞与2.6月（初年度1.69月）有り。
　※ ①②⑤の（）内は、令和2年3月ま
での額

勤務条件
　①8:15～16:45
　②1日7.5時間･シフト制
　③④⑤8:30～17:00
　※希望により一部調整可
　※ 有給休暇有り。週20時間以上
勤務の場合、社会保険など加入

申講  電話連絡後、履歴書などを直接ま
たは郵送で

募集
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  12月14日（土）9:00～18:00
場時  足柄消防署
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、
12月5日（木）までに、申請書を最寄り
の消防署所に直接

箱根ジオパーク日帰りバスツアー
～南足柄編～
申込 ネイチャートレイル ☎46-7595 

箱根ジオパークの、南足柄エリアを巡り
ます。
日  12月1日（日）9:00～17:00
集合･解散　小田原駅西口

内場  最乗寺で座禅･精進料理、ジオサイト
巡り、アサヒビール工場見学

対内  小学5年生以上36人･申込先着順
費定  4,000円（昼食代、体験費用、ガイド
料、バス代、保険料など含む）

申講  前日までに、住所･氏名･年齢･電話
番号を書いて、ネイチャートレイルに
メールまたは電話で
E申  info@nature-trail.jp 
ホE  「箱根ジオパーク」で検索
主ホ  箱根ジオパーク推進協議会
関主  企画政策課

シニア向け「生きがい発見!
講座&仕事・活動紹介」
～子ども・教育編～
ID P28018  申込 市生涯現役推進協議会

(企画政策課内) ☎33-1318 

シニアが仕事・活動を始めるきっかけづ
くりとして、｢おもてなしエキスパート」
の認定証がもらえる講座を開催します。
また、シニアの雇用・受け入れに積極的
な子どもと関わるさまざまな団体が、
仕事・活動の内容とやりがいを紹介しま
す。個別相談の場も設けています。
日  12月10日（火）14:00～16:00
場時  U

う

M
め

EC
こ

O会議室1･2
●講座
内場  コミュニケーション講座
講額  古川智子さん
　（（株）さくらコミュニ
　ケーションズ）

●合同説明会
参加団体　
学習支援、学童保育、子育て支援、音
楽教室 他

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  12月9日（月）までに､電話または市
ホームページで
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募集
諏訪原市民農園利用者
ID P02139   農政課 ☎33-1494 

場時  久野3787-1 他
対内  6区画（24㎡/区画）
費定  6,000円（年額）

陸上自衛隊高等工科学校生徒
申込 自衛隊小田原地域事務所 ☎24-3080 

①推薦試験
日  令和2年1月5日（日）・6日（月）の指
定する1日
※中学校長の推薦などが必要
②一般試験（一次試験）
日  令和2年1月18日（土）
対内  中学校を卒業した（見込者も含む）
17歳未満の男性

申講  ①11月29日（金）②令和2年1月6日
（月）までに、電話で
※自衛官候補生は通年募集中
関主  総務課

スクランブル･ダンスプロジェクト
ID P26982   文化政策課 ☎33-1706 

障がいの有無にかかわらず、誰もがダ
ンスを楽しむ公開ワークショップです。
今回は、美術家の中津川浩

ひろ

章
あき

さんもゲ
ストで参加します。舞台美術などのアー
トに囲まれながら、身体全体で表現して
みましょう。
日  11月30日（土）11:00～12:30
場時 市民会館小ホール
対内  小学3年生以上30人程度
費定 100円（保険料）
講額  松岡大

だい

さん（舞踏家）、
中津川浩章さん（美術家）

申講  11月23日（祝）までに、アール･ド･
ヴィーヴルにメールで
E申 info@artdevivre-odawara.jp
共催　NPO法人アール･ド･ヴィーヴル

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
11月15日（金）～12月16日（月）
条例などの案の題名 担当課・係

小田原市公設地方卸売
市場条例の一部改正

水産海浜課
水産振興係
☎22-9227

小田原市災害弔慰金の
支給等に関する条例施
行規則の一部改正

福祉政策課
地域福祉係
☎33-1863

パートタイム・有期雇用労働法
特別相談窓口の設置
神奈川労働局雇用環境･均等部指導課

 ☎045-211-7380

令和2年4月1日(水)からパートタイム･有
期雇用労働法が施行されます｡正社員と
パートタイム･有期雇用労働者との間の
不合理な待遇差に関する相談､その他の
規定に関する相談をお受けします｡
時期  8:30～17:15(土･日曜日､祝休日､年
末年始を除く)

場時 神奈川労働局雇用環境･均等部指導課
関主 産業政策課

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

●精神保健福祉相談
日  11月19日（火）･28日（木）、
　12月12日（木）13:30～16:30

●エイズ相談･検査
日  11月20日（水）9:00～11:00

●療育歯科相談
日  11月28日（木）9:00～15:30

●骨髄ドナー登録
日  12月3日（火）受付11:00

●認知症相談
日  12月11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

 　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 10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

12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）

17日（火）13:30～15:30

行政苦情 国･県･市への要望や苦情 19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 26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

21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
　※ 平日12:00～13:00、16:00～19:00、土･日曜日、
祝休日は、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

教育相談
教育指導課
☎33-1685

市内在住の小・中学生に関するさまざまな相談をお受けします。
●教育指導課相談電話 ID P02038
　☎33-1729　日月～金曜日8:30～17:15
●特別支援教育相談室あおぞら ID P21680
　☎46-9020　日月～金曜日9:00～16:00

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〈12月〉　地域安全課 ☎33-1383

イベント
開催中～令和2年2/2（日）
企画展
「生誕160年 幻庵 野崎広太」
ID P28009   郷土文化館 ☎23-1377 

小田原ゆかりの数
す

寄
き

者･幻
げん

庵
あん

 野崎広
こう

太
た

（1859-1941）の自筆の書や茶道具な
どを紹介します。
時期  9:00～17:00
場時 松永記念館･別館

11/9（土）
冬鳥の探鳥会
ID P28007   環境保護課 ☎33-1481 

冬の仙了川を彩る野鳥を観察します。
時期  9:00～11:30  ※雨天中止
集合 富水駅東口 9:00
解散 栢山駅

持費  ボールペン、歩きやすい服装、双眼鏡
（任意）
講額  日本野鳥の会神奈川支部西湘ブロック

11/9（土）
おだわらスマートシティフェア
ID P27791   おだわらスマートシティ
プロジェクト事務局（環境政策課内）

 ☎33-1472 

今日からはじめるスマートライフ！
日々の生活で実践できる“エコな工夫”
や“エネルギーの賢い使い方”などを紹
介します。冷蔵庫収納家・福田かずみさ
んによる実践講座も実施します。
時期  10:00～15:00
場時 ダイナシティウエスト
内場  うちエコ診断（予約可）、絵画・ポスター
コンクール表彰式、創・蓄・省エネ機器
紹介ブース、エコカーの試乗・展示 他
● 実践講座「食ロスを減らす“美人冷蔵
庫LIFE”」
時期 13:00～14:00
場時  ダイナシティウエスト1階キャニオ
ンステージ

　※直接会場にお越しください。

11/9（土）･10（日）
消防車お絵描き展示会
ID P21389   予防課 ☎49-4430 

幼年消防クラブ30園の子どもが描い
た、およそ800枚の消防車の絵を展示
します。
時期  10:00～20:00
場時  ダイナシティウエスト２・３階キャニオン
●特別企画
10日（日）は、小さな子どもが消防士
に変身できるコーナーや、消防車の
お絵描きコーナーも開催します。
時期  10：00～15：30
場時  ダイナシティウエスト１階正面

▲松岡大さん ▲中津川浩章さん

申込先着順で記載がない場合、申込開始日は11月11日（月）から 2019（令和元）年　11月号　No.1207 11



イベント
11/11（月）～30（土）
新幹線の始まりを知ろう！！
～「団子鼻」が、かもめにやってくる!～
ID P07490   小田原鉄道歴史研究会 

☎42-7535

昭和39年10月に開業した東海道新幹
線。鴨宮から綾瀬で走行試験や乗務
員の訓練が行われた当時を、振り返り
ます。
場時  かもめ図書館1階児童コーナー前
内場  実物の団子鼻や制服、写真・資料の
展示

関主  かもめ図書館

11/14（木）～20（水）
母なる川　酒匂川写真展
ID P27996   酒匂川水系保全協議会
（環境保護課内） ☎33-1481

多くの応募の中から、入選した作品を
展示します。酒匂川の自然を守ることの
大切さを、改めて考えてみましょう。
場時  ダイナシティウエスト1階キャニオン
● 表彰式
日  11月16日（土）11:00～11:30

11/23（祝）・24（日）、12/7（土）
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 10:30～11:30、13:30～14:30
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

11/23（祝）･30（土）、
12/6（金）･7（土）
松永記念館　庭園呈茶
ID P27520   郷土文化館 ☎23-1377

庭園とお茶を楽しみましょう。11月下旬
から、紅葉も色づきはじめます。
時期  10:00～15:00　
　（12月6日は16:00まで）
場時  松永記念館葉

よう

雨
う

庵
あん

･烏
う

薬
やく

亭
てい

費定  300円（茶菓子付き）
呈茶　風

ふう

韻
いん

の会

11/24（日）
学校給食展
ID P23423   学校安全課 ☎36-7512

食育の取り組みの紹介や、給食メニュー
の展示、食育クイズなどを行います。給
食調理場で実際に使用している釡の展
示やかつおぶし削り体験ができます。
給食メニューの試食もあります（数量限
定）。
時期  10:30～16:00
場時  小田原地下街ハルネ小田原うめまる
広場

12/1（日）
文化財建造物観覧会
ID P23431   文化財課 ☎33-1717

国の登録有形文化財などの歴史的な
建造物を一般公開します。ふだんは非
公開の建物もあります。
時期  10:00～15:00
場時  ①岩瀬家②静山荘③旧松本剛吉別
邸④旧古

こ

稀
き

庵
あん

⑤老
ろう

欅
きょ

荘･葉雨庵⑥皆
かい

春
しゅん

荘
※ ①～④⑥はスタッフにより随時、⑤は
職員により、10:00と14:00から説明
有り。

費定  ④のみ100円（入館料）

11/23（祝）
無住庵復元工事 見学会
（左官工事）
ID P27723   申込 郷土文化館 ☎23-1377

松永記念館に復元中の、「無住庵」の見
学会です。壁塗りのようすなど、職人の
技を見ることができます。
時期  10:00～10:30、11:00～11:30
場時  松永記念館
定対  各回15人･申込先着順

11/23（祝）･24（日）
地区公民館いきいきフェスタ
ID P28003   生涯学習課 ☎33-1721

地区公民館で活動している団体の舞台
発表や作品展示を行います。模擬店や
子どもが楽しめるゲーム、抽選会など
盛りだくさんの内容です。
時期  10:00～16:30　場時  けやき
内場  舞台　 舞踊、カラオケ、フラダンスなど
展示　書道、写真、工芸など

※ けやきは両日とも17:00に閉館

11/23（祝）･24（日）･30（土）、
12/1（日）
現代アート展＆パフォーマンス
「記憶のノゾキミ」
ID P27529   申込 文化政策課 ☎33-1706

アートを通して街を再発見します。街中
の空き店舗を会場に、市内在住の横井
山泰

やすし

さんなど現代アートの美術作家4
組による展示、作家･公募審査員の学
芸員たちによるクロストーク、ダンスパ
フォーマンスを開催します。
時期  10:00～16:00
場時  オービックビル1階、旧松浦スポーツ
店、旧瀬戸米穀店
作家　 小川敦生さん、柴田純

じゅん

椰
や

さん
（キュレーション結城鷹

よう

さん）、
横井山泰さん、m.yamさん

ダンス　松岡大
だい

さん
キュレーター　住

すみ

麻紀さん
●クロストーク
日  11月23日（祝）15:00～16:30
場時  三区公民館
定対  20人･当日先着順
出持  中野仁

ひと

詞
し

さん、牛山惠子さん 他
●芸術祭会議
　「S

サ

aM
マ

AL
ル

アートリンクキャラバン」
日  11月24日（日）16:00～18:00
場時  オービックビル2階
定対 30人･当日先着順
出持  平井宏典さん（SaMAL相模湾･三
浦半島アートリンク） 他

●ダンスパフォーマンス
日  ①11月30日（土）16:00～16:30
　②12月 1日（日）11:30～12:00
場時  ①旧瀬戸米穀店②オービックビル
定対 20人･当日先着順
出持  松岡大さん（山

さん

海
かい

塾）

11/16（土）･17（日）
農業まつり
ID P18284   農業まつり運営委員会
事務局（農政課内） ☎33-1494

子どもから大人まで楽しめる、盛りだく
さんの内容です。
時期  10:00～15:00
場時  城址公園二の丸広場
内場  地元で生産された新鮮な農産物の
即売、ふるさとの味の模擬店、子牛と
触れ合えるミニ牧場の設置、各種展
示･PRブース

①11/21（木）～24（日）
②11/30（土）、
　12/1（日）･7（土）･8（日）
邸園を楽しむin松本剛吉別邸
ID P26943   申込 文化政策課 ☎33-1707

旧松本剛
ごう

吉
きち

別邸（南町）の利活用の可
能性を探るために、イベントを開催しま
す。
① 「松本剛吉を知っていますか
　～十字町ヒストリア特別企画～」
時期  10:00～16:00
場時  主屋･茶室
内場 ● 展示「松本剛吉とその時代」
　●  講演「松本剛吉と政治日誌」

日  11月23日（祝）13:30～14:30
定対  30人･申込先着順
講額  山口博（市学芸員）
ゲスト 松本剛一さん
 （松本剛吉の孫）

　●  呈茶
日  11月23日（祝）･24日（日）
　10:00～16:00
　※各日50服
費定  500円（茶菓子付き）

②本ときどき茶々
地域の憩いの場づくりとして、ブック
カフェを開催します。大正時代に建て
られた歴史的建造物でゆったり読書
を楽しみましょう。
時期  10:00～16:00
場時  主屋・茶室
内場 ●一箱古本市

●カフェ
  古本市で買った本とともにお楽し
みください。

●呈茶
 費定  500円（茶菓子付き）

11/23（祝）
竹の子祭
竹の子祭実行委員会 ☎32-7740

地域やボランティアの皆さんと、一緒に
楽しむお祭りです。
時期  10:00～14:00　※雨天決行
場時  竹の子学園（府川752-5）
　※相模沼田駅より無料送迎有り。
内場  販売（パン工房ハッピー･手芸品･農
作物）、バザー、体験（陶芸･七

しっ

宝
ぽう

）、模
擬店、ゲーム、ステージ

関主  障がい福祉課

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）

●押し葉絵展示会
木の葉や花で制作した絵画の展
示です。

日 期  11月10日（日）までの9:00～
17:00（10日は12:30まで）
出展　押し葉絵風の会
●フェンネルの会作品展
花をテーマにした油彩･水彩画の
展示です。詳しくは、ホームペー
ジでご覧ください。

日 期  11月12日（火）～24日（日）
9:00～17:00（24日は15:00
まで）

ホE  http://www.seibu-la.co.jp/
odawarafg/
出展　フェンネルの会
●秋の味覚イベント
竹にパン生地を巻いて、炭火で
焼くバンブーパン作りを開催しま
す。23日（祝）には「ポン菓子」を先
着100人に配ります。
日  11月23日（祝）･24日（日）

●トワイライトミッション
アロア･ワッド探検隊に、冬季限
定の特別ミッションを発令しま
す。薄暗いトロピカルドームの中
を、懐中電灯を持って探検するド
キドキのミッションです。新規探
検隊員さんも大募集!

日 期  11月23日（祝）～令和2年1月
13日（祝）
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昼のミニコンサート
  文化政策課 ☎33-1706
リチャード・クレイダーマンの調べ
日11月27日（水）12:20～12:40
場時  市役所2階談話ロビー
出持  柾
まさ

本
もと

遂
ゆき

也
や

さん
　（ピアノ）

曲目　 渚
なぎさ

のアデリーヌ、星のセレナー
デ 他

※ プログラムは変更になることがあり
ます。

かもめ名画座
  かもめ図書館 ☎49-7800
思い出の映画をお楽しみください。
日  11月15日（金）13:30～（開場13:10）
内場  「帰らざる河」（1954年･91分）
監督　オットー･プレミンジャー
出演　ロバート･ミッチャム 他

定対  120人・当日先着順
協力　かもめ図書館フレンズ
※ 映画会ボランティアを募集してい
ます。興味のある人は、当日会場ま
で。

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  11月23日（祝）10:00～16:00
　※荒天中止
ホE  https://www.facebook.com/
kamiichi2012

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。
●DV防止啓発展
日 期11月11日（月）～30日（土）
　※23日（祝）・24日（日）は除く。

●日本の四季を描く作品展
日 期11月25日（月）～12月8日（日）
●UMECO祭りポスター展示
日 期12月4日（水）～26日（木）
●クリスマス作品展示
日 期12月9日（月）～26日（木）
場時 U
う

M
め

EC
こ

O多目的コーナー･ホワイエ
ホE http://umeco.info/

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  11月23日（祝）、12月14日（土）
　9:00～11:30　※見学自由
場時  二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）

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
11月のテーマは「家庭果樹の楽
しみ方～種類と品種の選び方～」
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11月17日（日）10:30～11:30
講額 大坪孝之さん（日本梅の会会長）

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）

小田原競輪開催日
事業課 ☎23-1101

●競輪祭（GⅠ･小倉）場外
日 期11月22日（金）～24日（日）
※ 後半3日間･早朝発売所で前売り
のみ

●平塚（FⅠ）場外
日 期11月22日（金）～24日（日）
※早朝発売所のみ
●豊橋（FⅠ）場外
日  12月5日（木）･6日（金）

●佐世保記念（GⅢ）場外
日 期12月5日（木）～8日（日）
●京都向日町（FⅠ）場外
日 期12月8日（日）～10日（火）
●名古屋（FⅠ）場外
日 期12月9日（月）～11日（水）
●高松（FⅠ）場外
日  12月11日（水）

●広島記念（GⅢ）場外
日 期12月12日（木）～15日（日）
●川崎（FⅠ）場外
日 期12月13日（金）～15日（日）

ID P03885

ID P14250

ID P07325

月例イベントイベント
12/7（土）
わんぱくの日

わんぱくらんど ☎24-3189

時期  9:00～16:30　※雨天中止
内場  ミニ門松作り、リズム体操、リース作
り、ふれあい動物クイズ など
※一部材料費が必要
※ 施設駐車場と、一部有料施設が無料
になります。

12/7（土）
県西地区障害者文化事業
県立中井やまゆり園 ☎81-0288

「つなごうみんなの心」をテーマに、アー
ト作品コンクール、楽器演奏･ダンスの
アトラクション、手作り製品販売などを
します。
時期  9:30～15:00
場時  マロニエ3階マロニエホール･集会室
301

関主  障がい福祉課

12/7（土）
おだわら自然楽校
「歴史を体感するハイキング」
ID P28019   申込 青少年課 ☎33-1724

登山をしながら、子どもと登山するとき
のポイントを学びます。
時期  8:30～17:00
場時  箱根旧街道
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  橋
はし

谷
や

晃
あきら

さん（木風舎）
申講  11月22日（金）までに、電話で

12/7（土）･8（日）
北条早雲公顕彰五百年事業
クロージングイベント
ID P04184   観光課 ☎33-1521

2018年から2か年にわたり実施した、
北条早雲公顕彰五百年事業の集大成
のイベントです。「おだわらパンまつり」
も同時開催予定です。
時期  10:00～15:00　※荒天中止
場時  小田原城址公園本丸広場
内場  北条氏に関連したステージやブース
ホE  http://hojosoun.com/
主ホ  北条早雲公顕彰五百年事業実行委
員会

12/14（土）
マロニエクリスマスイベント
「ハープとフルートのコンサート」

申込 マロニエ ☎47-1515

ハープとフルートで、クラシックなどを
演奏します。
時期  14:00～15:00
場時  マロニエ3階集会室301
対内  小学生以上90人･申込先着順
申講  11月15日（金）9:00から、直接または
電話で

主ホ  （一財）小田原市事業協会
後援　地域政策課

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おだわら漢詩散歩と吟詠会
小田原は、清閑亭を建てた黒田
侯爵など、多くの文人たちを魅了
しました。第一部は小田原漢詩散
歩として、老欅荘、古稀庵などを
歩きます。第二部は清閑亭にて、
小田原を舞台に詠まれた漢詩の
吟詠会を行います。
※どちらかだけの参加も可
日  11月17日（日）
　第一部13:00～16:00
　第二部16:00～19:00
定対  各30人･申込先着順
費定  第一部2,000円（茶菓付き）
　第二部3,000円（食事付き）
講額  板本健作さん（県漢詩連盟詩
游会）

②もみじの名所･小田原邸
てい

園
えん

めぐり
100年前、古稀庵主人･山

やま

縣
がた

有
あり

朋
とも

は「小田原の紅葉が一番美しい」
と語ったといわれています。ゆっ
くりと錦

きん

秋
しゅう

の下で、お茶も楽しめ
るまち歩きです。
日  11月24日（日）、12月1日（日）
　13:00～16:00
定対  40人･申込先着順
費定  2,500円（茶菓付き）

③大茶人･松永耳庵を祝う　
　お茶と紅葉と、鰻を愛でるまち歩き
松永耳

じ

庵
あん

は小田原の居宅で、茶
と紅葉と鰻

うなぎ

をこよなく愛しまし
た。そんな耳庵の生誕日に合わ
せ、耳庵三

ざん

昧
まい

のまち歩きを開催し
ます。
日  12月2日（月）9:30～14:00
定対  24人･申込先着順
費定  6,600円（昼食、茶菓付き）

④オリーブハーバリウム教室
小田原で育つオリーブの葉を
使ったハーバリウム作り。オリー
ブオイルなどでアレンジしたス
イーツ試食会もかねて、クリスマ
スらしいひとときを。
日  12月14日（土）14:00～16:00
定対  10人･申込先着順
費定  2,500円
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こども
こども文庫まつり
おだわら文庫連絡会･山﨑 ☎83-3896

日  11月23日（祝）14:00～15:30
場時  かもめ図書館1階
こどもクラブ室･おはなしの部屋

内場  年齢別読み聞かせ、折り紙遊びなど
対内 乳児～小学生　関主 かもめ図書館

よみきかせ冬のおたのしみ会
ID P19232   かもめ図書館 ☎49-7800

日  12月7日（土）
14:00～14:30幼児（3歳頃～）向け
15:00～15:40小学生向け

場時  かもめ図書館1階こどもクラブ室
内場 パネルシアター、大型絵本など
出持  すずの会、ピーターパン

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  11月24日（日）14:00～14:45
　（開場13:50）　場時  尊徳記念館
内場 ●映画「風の神と子供

ども

たち」
「漆の兄弟」

●体験「知恵板」
定対 60人･当日先着順
※次の開催は１月です。

スポーツ
小田原球場の一般開放日

申込 小田原球場 ☎42-5511

12月の一般開放日は、15日（日）です。
一般開放日の受付
申講  11月3日（祝）～10日（日）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/

横浜DeNAベイスターズ
野球教室
上府中公園管理事務所 ☎42-5511

横浜DeNAベイスターズOBによる、ポ
ジション別守備練習など、本格的な指
導を行います。
日  12月7日（土）9:00～12:00
対内  小学5･6年生のチーム200人
申講  11月24日（日）までに、ホームページで
ホE  http://odawara-jigyo-kyokai.jp/kouen/

トレーニングルーム
利用者講習会〈12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19:00～20:00
毎週木曜日14:00～15:00
毎週金曜日11:00～12:00
毎週日曜日11:00～12:00
※ 12月15日（日）・19日（木）・24日
（火）・27日（金）を除く。

対内  高校生以上各日15人･申込先着順
申講  11月15日（金）9:00から
ホE  http://odawaraarena.main.jp/

②スポーツ会館
日  12月12日（木）･21日（土）
14:00～15:00
12月4日（水）18:30～19:30

対内  高校生以上各日8人･申込先着順

65歳からの筋トレ教室
ID P03393   申込 高齢介護課 ☎33-1826

①いそしぎ ストレッチ教室
日  1月6日～3月30日の毎週月曜日
　11:45～12:55

②いそしぎ マシン室
日  1月7日～3月31日の毎週火･木曜日
13:30～15:00

③アリーナ マシン室
日  1月8日～3月25日の毎週月･水曜日
　10:00～11:30、13:00～14:30

①～③共通
対内  市内在住の65歳以上の①②20人③
30人　※身体の状況により選考

費定  1,500円（保険料）
申講  11月11日（月）～11月28日（木）に、電
話で
※ 医師から運動を止められている人、
「高齢者体操教室」に参加している
人は、参加できません。
※ アリーナストレッチ教室は、サブア
リーナ改修工事のため、募集を休止
します。

お正月のお飾りづくり教室
ID P28012   申込 尊徳記念館 ☎36-2381

日  12月22日（日）13:00～16:00
場時  尊徳記念館3階講堂
定対  小学4年生以上40人･申込先着順　
※親子や大人のみも可

費定 1,300円（材料費）
申講  11月15日（金）～12月6日（金）に直
接、または電話で

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、おしゃべりします。
日  11月27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ご家族
持費  体育館で使用する上履き

ぴよぴよくらぶ
 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
作などをおこないます。
日  12月5日（木）10:00～11:30
場時  マロニエ3階マロニエホール
内場  サンタさんと楽しく遊ぼう！
対内  入園前の子どもとそのご家族
費定 子ども一人200円（材料費）
関主 子育て政策課

イベント
12/20(金)
家庭教育講演会
 ID P28004  申込 生涯学習課 ☎33-1721

堅いお金の話を分かりやすく､楽しく伝
える伝道師､八木陽子さんから｢マネー
教育､キャリア教育､消費者教育｣につ
いての話を聞きます｡経済的に自立す
るための力を子どもに贈る、子どもの
未来を明るくする講演会です｡
時期 10:00～12:00
場時  市役所7階大会議室
対内  市内小･中学生の保護者など100
人･申込先着順

講額  八木陽子さん（キッズマネーステー
ション代表）

申講  12月6日（金）までに､電話（第4月曜日
を除く）で
※ 託児有り（2歳以上の未就学児･申講 11
月29日（金）まで）｡

令和2年2/11（祝）
相模人形芝居大会
ID P27795   文化財課 ☎33-1717

江戸時代中期から伝わる人形芝居を、
県内5団体が披露。本市小竹地区から
は、国指定重要無形民俗文化財の下

しも

中
なか

座
ざ

が出演します。この機会に伝統芸能
の魅力を堪能しましょう。
時期 12:30～16:35終了予定（開場12:00）
場時  県立青少年センター
　（横浜市西区紅葉ヶ丘9‐1）
演目　絵本太功記　尼ヶ崎の段

（前鳥座･平塚市）
傾
けい

城
せい

阿
あ

波
わ

の鳴
なる

門
と

　十
じゅう

郎
ろ

兵
べ

衛
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住
すみ

家
か

の段（前半）
（足柄座･南足柄市）
傾城阿波の鳴門　十郎兵衛住
家の段（後半）
（長谷座･厚木市）
壺
つぼ

坂
さか

観
かん

音
のん

霊
れい

験
げん

記
き

　沢
さわ

市
いち

内
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の段
（林座･厚木市）
伽
めい

羅
ぼく

先
せん

代
だい

萩
はぎ

　政岡忠
ちゅう

義
ぎ

の段
（下中座･小田原市）

申講  11月15日（金）～令和2年1月15日
（水）に、往復はがきに郵便番号･住
所･氏名･電話番号･参加人数（二人ま
で可）･参加者氏名・返信用宛先を書
いて、文化財課に郵送（消印有効）で
※多数抽選
※ 返信発送は1月下旬を予定（入場
券となるため、当日会場に持参）

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
について気軽に話し合います。
日11月15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  11月15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

●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11月19日（火）10:00～11:00
場時 マロニエ

●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  11月28日、12月5日・12日・19日の
木曜日10:00～12:00（全4回）

場時 こゆるぎ
対内  2～5か月の赤ちゃんと初めて子
育てするお母さん10組･申込先
着順

申講  こゆるぎに電話（火・木・金曜日）で

●赤ちゃんデー
6か月までの乳児限定ひろばです。
日  ①11月  1日（金）10:00～11:45
 ②11月15日（金）13:00～15:00
③11月16日（土）10:00～12:00

場時 ①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。妊婦さんや
上の子も一緒に参加できます。
日  11月8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

●専門職相談日
①管理栄養士②小児科医師
③臨床心理士
日  ①11月18日（月）10:00～12:00
②11月19日（火）13:30～15:30
　③11月20日（水）10:00～12:00
場時 ①③マロニエ②こゆるぎ

●ヨチヨチデー
7～11か月の乳児限定ひろばです。
日  ①11月22日（金）13:30～15:30
②11月26日（火）10:00～12:00
　③11月27日（水）10:00～11:00
場時 ①おだぴよ②マロニエ③いずみ

※ 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。
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12月の乳幼児健診と相談
  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。

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。

時期 9:30～11:00

献血
ID P17481   健康づくり課 ☎47-0828

日  ①11月2日（土）
10：00～12：00、13：30～16：00
②11月19日（火）
10：00～12：00、13：30～16：00
③11月24日（日）
10：00～12：00、13：30～16：00
④11月28日（木）9：30～11：30

場時  ①ダイナシティイースト②曽我病院
③フレスポ小田原シティーモール④
小田原税務署

目指せ!Sio博士
ID P28001   申込 健康づくり課 ☎47-4723

身近な塩について、おいしく楽しく学び
ます。
日  12月8日（日）10:00～13:00
場時  保健センター2階調理実習室
対内  市内在住の小学5･6年生20人･申込
先着順

申講  11月29日（金）までに、電話で

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

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  ①11月15日（金）10:00～11:30
②11月27日（水）14:00～15:30
③12月  5日（木）10:00～11:30

場時  ①U
う

M
め

EC
こ

O会議室4
②いそしぎ2階トレーニングルーム
③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。

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8月生 
4･12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5月生
5･11・19日

2歳児歯科健診 平成29年11月生
9･20日

3歳児健診 平成28年5月生
10･16･24日

いきいき親子
育児相談 2日

親子心理相談 就学前の親子
（電話申込制）

11月6日（水） 前羽福祉館
8日（金） けやき

12月6日（金） いずみ

スポーツ
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

対シュライカー大阪
日  11月4日（休）14:00キックオフ
場時  小田原アリーナ
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
※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

城下町おだわらツーデーマーチ開催!
実行委員会事務局（スポーツ課内）

 ☎38-1198

秋の西さがみを歩くウオーキング大会
です。
日  11月16日（土）

●「小田原コース」30･20･10･6km
11月17日（日）
●「小田原コース」30･20･10･6km
●「真鶴･湯河原コース」20km

費定 大人2,000円、小･中学生100円
申講  当日、各コースのスタート会場で直接

おだわら駅伝競走大会
体育協会 ☎38-3310

新春恒例の「おだわら駅伝競走大会」。
地区対抗の部と、一般対抗の部の2部
制で開催します。高校生チームも参加
できます。
日  令和2年1月19日（日）
8:30スタート、10:30頃フィニッシュ

申講  12月25日（水）13:00までに、体育協
会にメンバー表を提出。新規チーム
で参加する場合、11月15日（金）まで
に、電話で
※ 事故防止のため、車による伴走（応
援）は一切認めません。
※ 選手通過時間前後は交通規制を行
います。ご協力をお願いします。
※ 詳しくは、ホームページで
ホE  「小田原市体育協会」で
検索

コース 30km 20km 10km 6km

受付開始 7:00 8:00 9:00 10:00

出発式 7:45 8:45 9:45 10:45

スタート 8:00 9:00 10:00 11:00

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

ママパパ学級
ID P01994   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  12月13日（金）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

シェイプアップ講習
（4日間コース）
ID P28000   申込 健康づくり課 ☎47-4723

正しい姿勢や歩き方を実践します。ま
た、運動を続けるコツを聞きます。
日  12月3日（火）･10日（火）･24日（火）、
令和2年2月25日（火）
9:30～11:30（全4回）

場時 いそしぎ2階トレーニングルーム
対内  市内在住の18～69歳の人30人（体
重の増加が気になる人を優先）

持費  動きやすい服装、室内履き、飲み物、
タオル

申講  11月26日（火）までに、市ホームペー
ジの申込フォームまたは電話で

検診日
会場 胃がん 乳がん※

子宮
頸
けい

がん

11月18日（月）
保健センター ○

12月1日（日）
保健センター ○ ○

12月13日（金）
小田原アリーナ1階 ○ ○

12月19日（木）
保健センター ○

内科、小児科、
耳鼻咽喉科、歯科 眼科

11月  3日（祝） ○ ○

4日（休） ○ ○

10日（日） ○ -

17日（日） ○ ○

23日（祝） ○ ○

24日（日） ○ -

12月  1日（日） ○ ○

8日（日） ○ -

15日（日） ○ ○

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

場時 保健センター　持費 健康保険証
●準夜間診療　※内科･小児科のみ
　受付 平日 19:00～22:00
　 土･日曜日、祝休日  
 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

病院･診療所についての相談
小田原医師会地域医療連携室
 ☎47-0833　FAX49-3766

各医療機関の診療時間･休診日や、健
診･検査･予防接種の実施医療機関な
どの案内、在宅医療の相談などに対応
します。インフルエンザの予防接種を行
う医療機関についても、お問い合わせ
ください。
日  毎週月～土曜日（祝休日、年末年始を
除く）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）
予約制です。事前にお問い合わせください。

親と子の料理教室
小田原市食育サポートメイト（おだわら六彩会） 

☎34-4545 FAX32-3546

日  12月7日（土）10:00～12:00
場時  保健センター2階調理実習室
内場  講話、調理実習
対内  市内在住の5歳～小学生と保護者
12組･申込先着順

費定  保護者300円、子ども200円
持費  エプロン、三角巾、食器拭き用布巾、
手拭き用タオル、筆記用具、室内履き

申講  11月28日（木）までに、親子の氏名･
年齢･連絡先･アレルギーの有無を書
いてファクスで　関主  健康づくり課

おうちでも簡単！
ヘルシークッキング
ID P28002   申込 健康づくり課 ☎47-4723

メニュー（両日とも同じ）
●しらすとブロッコリーのパスタ 他
日  ①11月22日（金）10:00～13:00
②12月13日（金）10:00～13:00
※②のみ託児有り。

場時 小田原ガスショールーム ecolia
　ダイナシティ店
対内  市内在住の人12人･申込先着順
費定  500円（材料費など）
講額  野口友美さん（管理栄養士）
申講  11月15日（金）まで
に、市ホームペー
ジの申込フォーム
または電話で

2019（令和元）年　11月号　No.1207 15申込先着順で記載がない場合、申込開始日は11月11日（月）から
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そんな
ときは…

そんな
ときは…

連載中の二つの企画がコラボレーション！ 地域包括支援センターを紹介します。

はっするきゃっするおしえて！

　熱く盛り上がったラグビーワールドカップ2019日本
大会。史上初のベスト8進出を果たした日本代表、そ
して小田原でキャンプを行ったワラビーズが、準々決
勝で残念ながら共に敗退となったものの、災害にあえ
ぐ日本に、そして我が小田原に、大いなる勇気と希望
を与えてくれました。
　前回ワールドカップで日本代表が南アフリカから大
金星を挙げ日本にラグビー旋風が吹く、その前から、

小田原市は城山陸上競技場の改修などに取り組み、
ラグビーの受け入れを進めてきました。当時は、「な
ぜラグビー？」「費用対効果は？」などのご意見もいた
だきましたが、ヒルトン小田原リゾート＆スパや市内ラ
グビー関係者をはじめとするさまざまなご縁が繋

つな

が
り、女子日本代表をはじめ、県内高校ラグビー、関東
大学ラグビーなどの重要な試合が小田原で組まれる
ようになりました。そして、30年近い青少年交流事業
の絆

きずな

もあり、世界的強豪であるワラビーズの公認キャ
ンプ地に。昨年秋、そして今年のキャンプ受け入れを
通じ、ワラビーズとの交流は一気に深まりました。
　この間、小田原市ラグビーフットボール協会、株式
会社ミクニをはじめ市内の数々の企業、体育協会、観
光協会、商工会議所、そして多くの市民の皆さんの
力が次第に集結。高まった期待とワラビーズへの応
援熱は、日本代表の大躍進もありワールドカップ本番
で一気に爆発。早い段階からラグビーに取り組み、地
道に準備してきたことで、小田原はこのラグビーの盛
り上がりという流れをしっかり自分たちのものにできた

と感じています。
　さらに嬉

うれ

しいのは、ワラビーズ、ひいてはオーストラ
リアの皆さんが、小田原との絆を深めてくれているこ
と。「小田原は日本のホーム。躍進は小田原の皆さ
んのサポートのお陰」との、オーストラリアのラグビー
協会や大使館の皆さんからの言葉に、縁の下で支え
てきた市職員らは感涙。その言葉どおり、実は静岡で
のジョージア戦のあと、ワラビーズは東京で調整する
当初の予定を変更、「大事な調整はホームである小
田原でやりたい」と、急きょ小田原で予定外の非公開
キャンプを５日間行ったのです。来夏は再びセブンズ
の代表チームを迎える予定であり、関係は一層深まっ
ていくことでしょう。
　ラグビーは、実にたくさんの宝を私たちに運んでく
れました。この間の取り組みや交流を通じて得られた
経験や絆を、逞

たくま

しい心身をもつ子どもたちの育成、息
の長い国際交流、そして何より”One for All, All 
for One”スピリットによる小田原のまちづくりに繋
げ、レガシー（遺産）としていきましょう。

「ラグビーが運んでくれたもの」

S H I S E I

イラスト

第9回

　市内に12か所ある地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんが
住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、次のよう
なお手伝いをしています。
・認知症など、介護に関するさまざまなアドバイス、介護保険制度の利

用案内・認定申請の支援
・要支援認定を受けた人の介護予防サービスの利用支援、地域の体操

教室の案内など、健康維持のための支援
・成年後見制度の利用案内、消費者被害防止のための情報提供、高齢者

虐待防止のための支援など、高齢者の権利や財産を守るための支援
・自治会、民生委員、医療機関、ケアマネジャー、行政との連携による地

域の協力体制の支援

　働きながら介護をしていて、平日に地域
包括支援センターを利用することが難し
い家族のために、10月から土曜日にも相
談を受け付けるようになりました。
　介護に携わる家族が安心して働き続け
ることができるよう、センターの専門職が
話を聞き、介護サービスの利用や認知症
への対応方法など、その家庭に合ったアド
バイスや支援を行います。
　離れて暮らしている家族の相談は、介護を必要とされる人が住んでい
る地区のセンターにお問い合わせください。

高齢者の力強い味方です！

高齢介護課 ☎33-1864 WEBID P03387

最近、

思い出せない

ことが多くて

困っちゃうなあ

足腰が弱ってき
たなぁ。何かよ
い予防策はな
いかしら

広報広聴課 ☎33-1263

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。

地域包括支援センターはどんな時に利用できる……？ 地域包括支援センターを利用したいけど……？

市役所には毎日､さまざまな声が寄せられています。ここは､皆さ
んから集まった声と､市役所の取り組みを“キクコ”が紹介するコー
ナー。皆さんの声を､まちづくりに生かしていきます。

土曜日も開所しました！

地域包括支援センターに
聞いてみよう！

土曜日も開所している
地域包括支援センターに行ってみよう！

▲相談受付のようす

専門の窓口があっても、平日は仕事が忙しくて
なかなか休めないし……。
母の介護のことで相談したいんだけどなぁ。

AB C

AB C

AB C

まとめ

センターでは、保健師、社会福祉士、
主任ケアマネジャーなどの

専門職の職員でチームを組み、それぞれの
専門性を生かした対応をしてもらえるんだ！

対応してくれる職員も増えて、
相談体制もより手厚くなったみたいねー。

私たちの都合に合わせて
相談することができるようになって、助かるね！

第5回 高齢者自立支援ケアマネジメント




