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                           平成 29 年 11 月 10 日 

おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ平成 29 年度実施事業中間報告 

           

事業名 目的・内容等 実施時期 

ＵＭＥＣＯ企画展  

・3 月 7 日（火）～4 月 9 日（日） 駅弁掛け紙コレクション展 

                        多目的コーナー 

・3 月 14 日（火）～4 月 9 日（日） 

平成 28 年度ガイド養成講座パネル展      ホワイエ 

・4 月 11 日（火）～5 月 7 日（日） 小田原北條五代祭り 

                        多目的コーナー 

・5 月 9 日（火）～5 月 31 日（水） ちぎり絵サークル作品展 

                        多目的コーナー 

・5 月 30 日（火）～6 月 13 日（火）          ホワイエ 

      第 25 回小田原の四季観光写真コンクール入賞作品 

・6 月 1 日（木）～6 月 30 日（金）小田原城アートＮＯＷ2017 

                        多目的コーナー 

・6 月 15 日（木）～7 月 7 日（金）男女共同参画週間展 

                           ホワイエ                     

・6 月 23 日（金）～6 月 29 日（木）          ホワイエ 

第 2 次おだわら男女共同参画プラン概要・パネル展示 

・7 月 1 日（土）～9 日（日）七夕飾り      多目的コーナー 

・7 月 11 日（火）～30 日（日）登録団体写真展  多目的コーナー  

・8 月 1 日（火）～27 日（日）障がい者の団体作品展 

多目的コーナー 

・8 月 15 日（火）～8 月 31 日（木）田んぼの恵みを感じる会 

夏の観察会（桑原の小学生の作品展示）        ホワイエ 

・8 月 27 日（日）～9 月 10 日（日）俳句登録団体による俳句の展示                   

多目的コーナー 

・9 月 12 日（火）～9 月 26 日（火）第 11 回小田原映画祭開催記念展                   

多目的コーナー 

・9 月 30 日（土）第 64 回小田原市民文化祭オープニング事業 

              活動エリアＡ1・2・3 Ｂ1・2・3・ 

・9 月 28 日（木）～10 月 11 日（水）第 64 回小田原市民文化祭 

                        多目的コーナー 

・9 月 20 日（水）～10 月 11 日（水）第 22 回地球市民フェスタ 2018

ポスター原画展                   ホワイエ 

通年 

イーパーツパソコン

寄贈事業 

申込団体数  2 団体（3 台） 

       ・59 区パソコン教室   ・夢見る大人応援団 

審査会 7 月 18 日（火）藤沢市市民活動推進センター 

４ 月 ～ 9

月 

平成 29年 10月 31日 

第 3回会議 

資 料 8-2 
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寄贈式 8 月 26 日（土）茅ケ崎市役所本庁舎 

    参加団体 42 団体 ＰＣ寄贈数 55 台 

相談業務 ・4 月（5 件） ・5 月（2 件） ・6 月（6 件） ・7 月（9 件） 

・8 月（3 件） ・9 月（2 件）   

通年 

市民活動団体と事業

者の協働事業 

イベント名  サマーフェスティバル 

日時 8 月 18 日（金）11 時～15 時 

会場 シティーモール  参加団体 8 団体 

8 月 

12 月 

3 月 

 

夏休みボランティア

体験学習 

受入団体数  47 団体 

受付開始   7 月 15 日（土）から 8 月 31 日（木） 

参加者数   延べ計 320 人  中学校 181 人 小学校 34 人 

高校 41 人  大学一般 64 人 

反省会    9 月 9 日（土）  会場 会議室 7 

5月～10月 

男女共同参画 

セミナー 

日時 6 月 24 日（土） 

場所 会議室 1～3 

講師 ドラ・トーザン氏 

演題 フランス式いつでもどこでも自分らしく～なりたい私へのヒン

ト～ 

参加者数 108 人 

6 月（講演

会）男女協

働参画週

間 

11 月 DV

防止週間 

市民活動入門講座 ○講演会（市民に向け）○市民活動ワークショップ（一般・学生対象  

ボランティア体験学習につなげる） 

日時  ①7 月 8 日（土）10：00～12：00 

    ②8 月 12 日（土）14:00～16：00 

場所  ①会議室 1・2 

    ②会議室 7 

講師  ＮＰＯ法人市民活動を支える会  

内容  ①「楽しむ市民活動！つながる友達の輪」 

市民活動の基本的理念や意義に付いて 他 

      ワークショップ 

（今自分が取り組みたい社会問題とは何か） 

    ②「楽しむ市民活動！つながる友達の輪」 

      ＵＭＥＣＯの活動内容について 

      活動団体の紹介（3 団体） 

      ワークショップ 

（これからの市民活動・自分が取り組みたい課題に付いて） 

参加者数 各 30 人 

6 月又は 7

月（ワーク

ショップ） 

秋（講演

会） 

 

ボランティア出前講

座 

・中学校ボランティア担当教師への説明を実施した。 

 ☆千代中学校 ☆泉中学校 ☆白鴎中学校 ☆城北中学校 

 ☆城南中学校へ説明に行く 

・小田原市立城山中学校へ出前講座 

日時  6 月 21 日（水）14：30～15：00 

会場  小田原市立城山中学校体育館 

通年 
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 対象  1 年生約 100 人 

内容  ボランティア活動について 

     市民活動団体の活動紹介（1 団体） 

 講師  地域政策課 

     ＵＭＥＣＯ 

・旭丘高校 

 日時  6 月 28 日（水） 

 会場  旭丘高校体育館 

 対象  総合学科 1 年生 約 500 人 

 内容  おだわら市民交流センターから 

ボランティア活動についての説明 

     市民活動団体の活動紹介（3 団体） 

 講師  ＵＭＥＣＯ 

・国際医療福祉大学出前講座 

 日時  7 月 14 日（金） 

 会場  国際医療福祉大学 

対象  ボランティアに関心のある学生 約 30 名 

 内容  おだわら市民交流センターについて 

     ボランテイア活動の意義とこれからの市民活動の在り方に

ついて 

 講師  ＵＭＥＣＯ 

地域活動団体 

ネットワーク形成事

業 

ネットワーク結果 

☆4月（2件） 

日時    4月 7日（金）14時～14時半 

場所    矢作公民館 

依頼者   鴨宮 5区自治会 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

内容    ふれあいサロン 

参加者数  45人 

日時    4月 16日（日）13時～13時 30分 

場所    音羽・多目的ホール 

依頼者   秦野高等学校小田原支部同窓会 

市民活動団体 大正琴愛好会「花」 

内容    同窓会アトラクション 

参加者数  18人 

☆5月（12件）  

日時    5月 7日（日）11時～11時 30分 

場所    桜井小学校内 桜井プラザ 

依頼者   桜井地区学校前自治会 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

参加者数  計 50人 参加者 40人  スタッフ 10人 

日時    5月 12日（金）14時～14時半 

通年 
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場所    矢作公民館 

依頼者   鴨宮 5区自治会 

市民活動団体  太田ウクレレ 

内容    ふれあいサロン 

参加者数  計 30人 参加者 20人 スタッフ 10人 

日時    5月 21日（日）14時～14時 30分 

場所    愛の家グループホーム小田原久野 

依頼者   愛の家グループホーム小田原久野 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

参加者数  計 30人 参加者 25人  スタッフ 5人 

日時    5月 22日（月）14時～14時 30分 

場所    通所介護施設 ルビーセンター 

依頼者   通所介護施設 ルビーセンター 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

参加者数  計 40人 参加者数 30人  スタッフ 10人 

日時    5月 23日（火）13時 30分～14時 

場所    西栢山公民館 

依頼者   西栢山自治会 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

参加者数  計 40人  参加者 30人  スタッフ 10人 

日時    5月 25日(木)14時～14時 30分 

場所    介護老人保健施設 悠久 

依頼者   介護老人保健施設 悠久 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

参加者数  計 70人 参加者数 60人  スタッフ 10人 

日時    5月 26日（金）14時～14時 30分 

場所    通所介護施設 フジフィルム・ディサービス 

                    さわやかホーム・久野 

依頼者   通所介護施設 フジフィルム・ディサービス 

                    さわやかホーム・久野 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

参加者数  計 25人  参加者 20人 スタッフ 5人 

日時    5月 27日（土）13時 30分～14時 

場所    介護老人保健施設 リバーイースト 

依頼者   介護老人保健施設 リバーイースト 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

参加者数  計 40人 参加者 30人 スタッフ 10人 

日時    5月 28日（日）14時～14時 30分 

場所    愛の家グループホーム小田原前川 

依頼者   愛の家グループホーム小田原前川 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

参加者数  計 25人 参加者 20人 スタッフ 5人 
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日時    5月 29日（月）14時 15分～14時 45分 

場所    介護老人保健施設 わかば 

依頼者   介護老人保健施設 わかば 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

参加者数  計 60人 参加者 50人 スタッフ 10人 

日時    5月 30日（火）13時 40分～14時 10分 

場所    通所介護施設 フジフイルム・ディサービス 

             さわやかホーム・足柄 

☆ 6月（11件）  

日時    6月 2日（金）11時～11時 30分 

場所    矢作公民館   

依頼者   鴨宮 2区自治会 

市民活動団体 日本舞踊花月流豊賀の会 

内容    ふれあいサロン 

参加者数  計 35人 参加者 25人  スタッフ 10人 

日時    6月 2日（金）14時～14時半 

場所    たちばなの里 

依頼者   特別養護老人ホーム たちばなの里 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

内容    ふれあいサロン 

参加者数  計 50人 参加者 40人 スタッフ 10人 

日時    6月 3日（土）14時～14時 30分 

場所    いこい 

依頼者   特別養護老人ホーム いこい 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

内容    ふれあいサロン 

参加者数  計 50人 参加者 40人  スタッフ 10人 

日時    6月 4日（日）14時～14時 30分 

場所    ルビーホーム 

依頼者   特別養護老人ホーム ルビーホーム 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

内容    ふれあいサロン 

参加者数  計 80人 参加者数 70人  スタッフ 10人 

日時    6月 5日（月）13時 50分～14時 20分 

場所    ケアセンター 草の家 

依頼者   老人施設ケアセンター 草の家 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

内容    ふれあいサロン 

参加者数  計 70人  参加者 60人  スタッフ 10人 

日時    6月 8日(木)14時～14時 30分 

場所    虹の里・足柄 

依頼者   介護老人保健施設 虹の里・足柄 
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市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

内容    ふれあいサロン 

参加者数  計 70人 参加者数 60人  スタッフ 10人 

日時    6月 9日（金）13時 30分～14時 

場所    潤生園 みんなの家 堀の内 

依頼者   通所介護サービス 潤生園 みんなの家 堀の内 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

内容    ふれあいサロン 

参加者数  計 45人  参加者 35人 スタッフ 10人 

 

日時    6月 10日（土）13時 30分～14時 

場所    グランデュオ・イルカ 

依頼者   有料老人ホーム グランデュオ・イルカ 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

内容    ふれあいサロン 

参加者数  計 50人 参加者 40人 スタッフ 10人 

日時    6月 12日（月）13時 30分～14時 

場所     エミーズ 鴨宮 

依頼者   介護施設 エミーズ 鴨宮 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

内容    ふれあいサロン 

参加者数  計 70人 参加者 60人 スタッフ 10人 

日時    6月 15日（木）13時 30分～14時 

場所    下府中公民館 

依頼者   下府中中里 2区 

市民活動団体  劇団摩訶不思議 

内容    ふれあいサロン 

参加者数  計 35人 参加者 30人 スタッフ 5人 

日時    6月 16日（金）13時 00分～13時 30分 

場所    上曽我 竺土寺 

依頼者   ＮＰＯ法人命を大切にする小田原を創る会 

市民活動団体  大正琴愛好会「花」 

内容    上曽我地域の住民への感謝祭 

参加者数  計 58人 参加者数 48人  スタッフ 10人 

☆8月（1件） 

テーマ  納涼祭 

日時   8月 12日（土） 

依頼自治会  国府津 15区自治会 

実施団体名  大正琴愛好会「花」 

会場     15区自治会駐車場 

参加者数   37人（男 15人 女 22人） 

他（スタッフ 10人・活動団体女 3人） 
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計約 50人（スタッフ 10人・団体 3人） 

☆9月（13件） 

○テーマ    敬老会 

日時     9月 9日（土） 

依頼者    特別養護老人ホーム「いこい」 

実施団体名  大正琴愛好会「花」 

会場     特別養護老人ホーム「いこい」 

参加者数   35人 

他（スタッフ 5 人・団体 5 人 ）計 45人 

○テーマ    敬老会 

日時     9月 10日（日） 

依頼自治会  幸 24区自治会 

実施団体名  大正琴愛好会「花」 

会場     幸 24区公民館 

参加者数   24人 

他（スタッフ 5 人・団体 3 人 ）計 32人 

○テーマ    敬老会 

日時     9月 11日（月） 

依頼者    特別養護老人ホーム「ルビーセンター」 

実施団体名  大正琴愛好会「花」 

会場     特別養護老人ホーム「ルビーセンター」 

参加者数   40人 

他（スタッフ 5 人・団体 5 人 ）計 50人 

○テーマ    敬老会 

日時     9月 15日（金） 

依頼自治会  万年地区第 15区自治会 

実施団体名  大正琴愛好会「花」 

会場     すし政 

参加者数   20人 

他（スタッフ 9 人・団体 4 人）計 33人 

○テーマ    敬老会 

日時     9月 15日（金） 

依頼者    特別養護老人ホーム「グランデュオ・イルカ・1号館」 

実施団体名  大正琴愛好会「花」 

会場     特別養護老人ホーム「グランデュオ・イルカ・1号館」 

参加者数   35人 

他（スタッフ 5 人・団体 5 人 ）計 45人 

○テーマ    敬老会 

日時     9月 17日（日） 

依頼自治会  柳町自治会 

実施団体名  大正琴愛好会「花」 

会場     柳町集会所 
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参加者数   31 人 

他（スタッフ 9人・団体 4人 ）計 44人 

○テーマ    敬老会 

日時     9月 18日（月） 

依頼自治会  下堀自治会 

実施団体名  ハーモニカ ジョイ メモリーズ 

会場     下堀公民館 

参加者数   30人 

（スタッフ 10人・団体 10人 ）計 50 

 

 

                      ハーモニカ ジョイ メ

モリーズ 

                       

 

                     

小田原レディースフルートアンサンブル 

 

 

 

 

 

○テーマ    敬老会 

日時     9月 18日（月） 

依頼自治会  鴨宮 5区自治会 

実施団体名  小田原レディースフルートアンサンブル（オルフェ）         

会場     下府中市民集会施設 

参加者数   39人  

（スタッフ 24人 ・ 子供会 19人・団体 2 人 ）計 84人 

○テーマ    敬老会 

日時     9月 18日（月） 

依頼自治会  穴部自治会 

実施団体名  大正琴愛好会「花」 

会場     穴部公民館 

参加者数   61人  

（スタッフ 23 人・団体 3人 ）計 87人 

○テーマ    敬老会 

日時     9月 18日（月） 

依頼自治会  新玉 9区自治会 

実施団体名  小田原奇術クラブ 

会場     おだわら市民交流センター会議室 7 

参加者数   23 人 
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（スタッフ 6 人・団体 3 人）計 32人 

○テーマ    敬老会 

日時     9月 20日（水） 

依頼者    特別養護老人ホーム「潤生園・穴部」   

実施団体名  大正琴愛好会「花」 

会場     特別養護老人ホーム「潤生園・穴部」 

参加者数   50人  

他（スタッフ 10 人・団体 5人 ）計 65人 

○テーマ    敬老会 

日時     9月 24日（日） 

依頼自治会  久野坊所自治会 

実施団体名  大正琴愛好会「花」 

会場     久野坊所公民館 

参加者数   17 人 

（スタッフ 14 人・ 団体 4 人）計 35人 

○テーマ    宗我神社祭「奉納演芸会」 

日時     9月 24日（日） 

依頼者    宗我神社       

実施団体名  大正琴愛好会「花」 

会場     宗我神社境内 

参加者数   150 人 

（スタッフ 30 人・団体 4 人 ）計 184人 

 

UMECO 祭り 平成 29年度ＵＭＥＣＯ祭り決定 

実施日 11月 26日（日） 

実行委員会制で実施 

6月 13日（火）第 1回実行委員会   

7月 25日（火）第 2回実行委員会 

8月 29日（火）第 3回実行委員会 

9月 26日（火）第 4回実行委員会 

11 月 

ティーサロン 4月 8日（土） 

テーマ  「春の装い・春爛漫」 

5月 3日（水） 

テーマ  北條五代祭りに合わせ、飲み物・お菓子の販売 

5月 13日（土） 

テーマ  明日は“母の日”おかあさんありがとう 

6月 10日（土） 

テーマ  「“父の日”お父さんありがとう」 

7月 8日（土） 

テーマ  タイを知ろう（タイの文化や食べ物を味わう） 

8月 12日（土） 

テーマ 「夏だＵＭＥＣＯで生ビール!!」 

毎月第 2

土曜日 
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9月 9日（土） 

テーマ  「中秋の名月」に俳句を楽しもう 

わくわく交流会 イベント名  プチマーケット 

日  時   10月 13日（金）・14日（土） 

出店説明会   7月 7日（金） 

出店希望締切  7月 15日（金） 

全 体 会    9月 15日（金） 

 

10 月 13 日

～14日（プ

チマーケ

ット） 

国際交流

団体交流

会 

（2 月～3

月予定） 

まちづくりわくわく

交流会 

テーマ  第 2回声の万華鏡 

日時  7月 9日（日） 

場所  活動エリアＢ～Ｄ  会議室 1～3 

内容  舞台朗読、対面朗読、録音ボランティア、絵画・紙芝居等による

読み聞かせ、歌を交え 

     普段活動されている人たちの語りを一堂に会して公演。 

参加人数 

    出演団体数 24  来場客数約 170人 

アンケートの結果 

①声の万華鏡というネーミングが素晴らしい 

     ずーと続けて欲しい事業です 

    ②アフレコの企画は参加型でとても良い 

     内容は昔話の系統が多いようです。例えばショートＳＦや現代

用語がちりばめられた           

     面白いものがあっても良かったのではないか。 

状況   今年度はオープンエリアとクローズエリアを午前と午後に分け

1日の中で通して実施するようにした。その結果来場者が全部を

鑑賞する機会を得る事ができた。 

7 月 9 日 

（声の万

華鏡） 

 

子育てほっとサロン 毎月第 3水曜日 10時～11時半 

・日 時  4月 19日（水） 

 内 容  親子でリトミックにこにこによる「リズム体操」 

・日 時  5月 17日（水） 

 内 容  「親子でヨガ笑って元気に」ランチョンマット作り 1 

・日 時  6月 21日（水） 

内 容  城下町スポーツクラブによる「親子体操！からだを使って

遊ぼう」   

      浴衣の着付け 

・日 時  7月 19日（水） 

内 容  木でつくるおもちゃ 

・日 時  8月 16日（水） 

内 容  「水書・初めての筆あそび」 

毎月第 3

水曜日 
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・日 時  9月 20日（水） 

内 容  親子で楽しむリトミック 

ホームページの管理

運営 

・ホームトップページの改修 

・事業イベントの各担当者による投稿実施 

・カバー写真毎月更新 

・フェイスブック発信情報の充実 

通年 

メディア・情報発行 毎月 4 団体出演 

7 月（5 件）5 週あったため 

Ｊ：ＣＯＭ 

5 月（1 件） 

通年 

UMECO だより・つ

ながるの発行 

☆ 第 6 号 4 月・5 月分「ＵＭＥＣＯだより」及び「つながる」 

4 月 1 日発行  発行部数  2500 部 

☆ 第 7 号 6 月・7 月分「ＵＭＥＣＯだより」及び「つながる」 

6 月 1 日発行  発行部数  2500 部 

☆ 第 8 号 8 号・9 月分「ＵＭＥＣＯだより」及び「つながる」 

8 月 1 日発行  発行部数  2500 部 

隔月 

協働事業 うきうき交流サロン 

日時 5 月 16 日（火） 

場所 会議室 4 

参加者数 42 人 

主催  ・小田原市社会福祉協会 

・小田原市包括支援センターしろやま 

・ＵＭＥＣＯ 

内容 幸地区・万年地区・緑地区に住む 65 歳以上の独居老人を対象に 

   ・コグニサイズ ・劇団摩訶不思議による歌と演奏 

   ・グループに分かれて交流会 

1（ 

 

年度登録団体更新処

理 

利用期間は 7 月 1 日から翌年 6 月末日までとする。 

現在終了した。 

4 月～9 月 

高校生ボランティア

パレット 

毎月だい 2 日曜日定例会実施 

4 月 1 日（土）高校生ボランティア入会用チラシ作成 

5 月 14 日（日）小田原市自治会総連合主催「クリーンさかわ」の清掃

作業に参加 

7 月 8 日（土） ティーサロン参加 

7 月 9 日（日） 声の万華鏡に参加 

7 月 15 日（土） 夏休み寺子屋 

7 月 19 日（水）  「灯想夜 2017～夢を語ろう!感謝を伝えよう！」 

8 月 12 日（土） 小八幡海岸清掃  

9 月 16 日（土）17 日（日） 

       「第 19 回ＯＤＡＷＡＲＡえっさホイおどり」  

 

 


