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小田原桜桜まつり
観光協会　☎22-5002／観光課　☎33-1521

3月下旬～4月上旬
城址公園、長興山紹太寺、城山公園、沼代桜の馬場

※城址公園、沼代桜の馬場ではぼんぼりが灯
とも

されます。

※市内の桜の開花状況は、ホームページでお知らせします。
　 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/event/APR/sakuramaturi.html
※桜に関するイベントは2ページにも掲載しています。

長興山紹太寺

期間中のイベント
●きもので街歩き
3月24日㈯・25日㈰

　10：00～
城址公園周辺

●稚児行列
4月1日㈰

　13：00～
城址公園周辺

●俳句大会
4月8日㈰

　10：00～
市民会館

沼代桜の馬場

城山公園
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❶第16回小田原かまぼこ桜
まつり

❷風雲！小田原城御当地蒲
かま

鉾
ぼこ

春之陣
小田原蒲鉾協同組合　 22-4068
産業政策課　　　　　 33-1515

❶小田原城の桜のもと「小田原かまぼ
こ」の伝統の技と味が楽しめます。

❷各地のご当地かまぼこが大集合！
❶❷共通

10：00～17：00
小田原城址公園二の丸広場

❶3/30㈮・31㈯  ❷4/1㈰

田島桜まつり
田島桜の里運営委員会（石井）
　　　　 42-0243
農政課　 33-1494

田島ふれあい広場　 雨天中止。
❶4月7日㈯津島神社祭礼（山車が

桜並木などの地区内を練り歩き
ます）

❷4月8日㈰田島ばやしの演奏
❶❷共通

地場産品の販売、模擬店など

3/30㈮～4/8㈰

いこいの森　春まつり
いこいの森　 24-3785

山桜を眺めながら、もちつき大会、竹と
んぼや竹馬などの懐かしい遊びをして
春の訪れを感じましょう。木工教室、
豚汁や地元農産物の販売、おもちの無
料配布もあります。

10：00～14：00
いこいの森

4/7㈯

小田原おでんサミット2012
小田原おでんサミット実行委員会
　　　　　　 080-6500-1750
産業政策課　 33-1515

今年も、小田原に全国ふるさとおでん
が大集合します。桜を見ながら、各地
のおでんを楽しみましょう。

10：00～17：00
小田原城址公園二の丸広場

4/7日㈯・8㈰

4月から県西地域の県の窓口が変わります
❶西湘地域県政総合センター総務課　 32-8000
❷小田原土木事務所管理課　　　　　 34-4141
企画政策課　　　　　　　　　　　　  33-1239

県西地域の一体的な地域づくりを推進し、防災力を強化するため、組織の統合・再編を
行います。なお、県小田原合同庁舎、小田原土木事務所の住所・連絡先は変わりません。
❶地域県政総合センター地域県政総合センター

❷土木事務所土木事務所

西湘地域県政総合センター

小田原土木事務所 県西土木事務所小田原土木センター

足柄上地域県政総合センター

松田土木事務所 県西土木事務所 ※県足柄上合同庁舎に移転

統合 県西地域県政総合センター

広報広聴課　 33‐1263

❶小田原テレビ中継局(真鶴岬)のチャンネルが変わります !小田原テレビ中継局(真鶴岬)のチャンネルが変わります !
小田原テレビ中継局の放送エリア内の受信状況改善のため、小田原テレビ中継局

（真鶴岬）のチャンネルが変わります。ご自宅のテレビアンテナが真鶴方向（南側）
に向いているお宅で、4月2日㈪以降、テレビの映りが悪くなった場合は、「チャン
ネル変更コールセンター」へお電話ください。

❷小田原東テレビ中継局の開局小田原東テレビ中継局の開局
3月16日㈮に小田原東テレビ中継局

（浅間山）が開局します。受信可能予想
範囲は右図のとおりです。

【小田原東テレビ中継局受信可能予想範囲】

小田原東テレビ中継局のお問い合わせ
関東総合通信局 03-6238-1944
NHK 0570-00-3434
テレビ神奈川 045-651-1711
日本テレビ 03-6215-4444
テレビ朝日 03-6406-5555
TBSテレビ 03-3746-6666
テレビ東京 03-5470-7777
フジテレビ 03-5500-2005

チャンネル調整のために
● デジタルテレビの多くは自動的にチャンネル変更を行う機能があるので、基本的

に調整などは不要です。
● 自動調整機能を働かせるために、電源コンセントは抜かず、リモコンで画面を消し

てください。
● 手動でチャンネル調整が必要な場合、「チャンネル変更コールセンター」までご連

絡いただければ、無料で調整のお手伝いをします。

チャンネル変更の詳細についてはデジサポホームページをご覧ください。
http://www.digisuppo.jp/index.php/repack/

テレビについての重要なお知らせ　

【小田原テレビ中継局のお問い合わせ】【小田原テレビ中継局のお問い合わせ】
チャンネル変更コールセンター　☎0120-922-303

（受付時間：平日9：00～21：00、土・日曜日、祝日9：00～18：00）
チャンネル変更対策は国の補助を受けて (社)デジタル放送推進協会（Dpa）の

「総務省　テレビ受信者支援センター（デジサポ）」が実施しています。
IP電話などで上記番号がつながらない場合は 03-4321-0770まで。

リモコン番号 1 2 3 4 5 6 7 8

放送局名 NHK
総合

NHK
教育

テレビ
神奈川

日本
テレビ

テレビ
朝日

TBS
テレビ

テレビ
東京

フジ
テレビ

旧チャンネル 19 26 18 25 24 22 23 21
新チャンネル 19 34 31 52 47 36 49 38

小田原東テレビ中継局
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不要になった軽自動車・
バイクを所有しているかた
軽自動車・バイクを所有して
転入されたかたへ
❶神奈川運輸支局湘南自動車検査

登録事務所　 050-5540-2038
❷軽自動車検査協会神奈川事務所

湘南支所　　 0463-54-8825
❸市税総務課　 33-1343

不要になった軽自動車やバイクを処分す
るときは、必ず廃車申告をしてください。
廃車申告をしないと、譲渡や解体などで
車両を手放している場合でも課税され
ます。
また、軽自動車やバイクは主たる定置場
のある市区町村で登録しなければなりま
せん。市内に転入されたかたは必ず軽自
動車やバイクの住所変更手続きをしてく
ださい。
軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自
動車やバイクなどを所有しているかたに
課税されますので、申告手続きは3月30
日㈮までに済ませてください。

❶軽二輪車・二輪の小型自動車
❷軽四輪自動車
❸原動機付自転車など

公的年金所得者で、今年は
確定申告をされなかったかたへ
市民税課　 33-1351

今年から、公的年金等の収入額が400万
円以下でそれ以外の所得が20万円以下
の場合は、確定申告の必要がなくなりま
した。
しかし、医療費、生命保険、寡婦など源泉
徴収票に含まれない控除を追加される場
合は、市・県民税申告が必要になります。
該当されるかたは、申告をしてください。
なお、既に確定申告や市・県民税申告がお
済みのかたは必要ありません。

印鑑（朱肉を使用するもの）、公的年金
等の源泉徴収票

医療費の領収書、生命保険料の控除
証明書、地震保険料の控除証明書な
どが必要になる場合もあります。

申告を行わなかった場合、昨年よりも
市・県民税が増額になることがありま
す。

納税窓口の休日開設
市税総務課　 33-1345

納税窓口を開設します。
市税の納付や納税相談にご利用くださ
い。
電話での相談もお受けします。

3月17日㈯・18日㈰、
4月14日㈯・15日㈰
9：00～16：00
市役所2階市税総務課（7番窓口）
正面玄関からは入れませんので、けや
き通り側の守衛室わき通用口からお
入りください。

固定資産税の縦覧・閲覧
資産税課　 33-1361

● 縦覧
固定資産税の納税者が、自己の所有し
ている土地や家屋と、ほかの土地や家
屋の価格を比較できるようにするた
め、「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格
等縦覧帳簿」を見ることができる制度
です。

4月2日㈪～5月31日㈭
8：30～17：00

土・日曜日、祝日は除く。
市役所2階資産税課（11番窓口）
❶納税者（固定資産税を課税されて
いるかた）、❷納税管理人、❸相続人 
ほか
身分証明書（運転免許証、保険証な
ど）
※❶❷以外のかたは、別途納税者と

の関係が確認できる書類が必要
ですので、お問い合わせくださ
い。

● 閲覧
固定資産税の納税義務者が自己の所有
する土地や家屋について、また、借地借
家人などが当該借地や借家の対象と
なっている土地や家屋について、それ
ぞれ課税台帳を見ることができる制度
です。

通年8：30～17：00
平成24年度分は4月2日㈪から。
土・日曜日、祝日は除く。

市役所2階資産税課（11番窓口）、マ
ロニエ、いずみ、支所・連絡所、窓口
コーナー
❶納税義務者、❷借地人・借家人、❸
破産管財人 ほか
1件につき200円
身分証明書（運転免許証、保険証な
ど）

❶以外のかたは、別途納税義務者
との関係が確認できる書類が必要
ですので、お問い合わせください。

縦覧期間中の縦覧、納税義務者の閲覧
は無料です。
縦覧期間中は混雑が予想され、お待ち
いただく場合があります。
今年度は、3年ごとに土地と家屋につ
いて価格の見直しを行う、評価替えの
年です。

公拡法の届出面積が変わります
管財契約課　 33-1333

「公有地の拡大の推進に関する法律」の改
正により、4月1日から、これまで県が定
めていた「土地有償譲渡届出書」の対象面
積を市で定めることになりました。
詳しくは、お問い合わせください。
主な変更点
● 都市計画道路などの計画に入っている

土地の届出の義務
変更前　100㎡以上
変更後　200㎡以上

障がい者の軽自動車税を
免除します

市税総務課　 33-1343

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保
健福祉手帳などをお持ちのかたで、その
等級がおおむね中度から重度のかたが所
有する軽自動車、または同居の家族が所
有し、主に障がい者のために使用する軽
自動車にかかる軽自動車税を、申請によ
り免除します。

市役所2階市税総務課（8番窓口）
上記手帳、運転免許証、車検証、軽自動
車税納税通知書（納税通知書がお手元
にある場合のみ）、印鑑（朱肉を使用す
るもの）
5月31日㈭までに、直接。
既に普通自動車で減免を受けている
場合は対象外となります。
免除手続きは毎年申請が必要です。
昨年度に免除の申請をされたかたに
は継続用の免除申請書をお送りして
います。郵送またはお近くの支所・連
絡所などで手続きしてください。
昨年の申請内容に変更のあるかたは
市役所での変更手続きが必要になり
ます。

けやき  33-1871

この制度は6月末で終了するため、生
徒手帳の販売は3月末までとなりま
す。新制度は決定次第お知らせします。

キャンパスシティおだわら
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ペットのマナー
環境保護課　 33-1484

● 犬のふんへの苦情が、多く寄せられて
います。散歩中に犬がふんをしたら、
必ず持ち帰りましょう。

● 猫のトラブルや被害も増えています。
敷地内にふんやおしっこをされた、車
を傷つけられたなど多くの苦情が寄せ
られています。猫を交通事故や病気の
感染から守るためにも、室内で飼うこ
とをお勧めします。

ごみは８時30分までに
出しましょう
環境事業センター　 34-7325

ごみの収集は、道路工事、交通渋滞、速や
かに収集するためのコースの見直しな
ど、さまざまな理由により、いつもの収集
時間より早くなったり、遅くなったりす
ることがあります。
ごみは8時30分までに出すようにしま
しょう。

環境美化活動表彰
環境保護課　 33-1486

市内で顕著な環境美化活動を行っている
自治会、団体、個人が表彰されました。受
賞者は次のとおりです（敬称略）。
● 清掃部門・自治会の部

東栢山城北自治会
酒匂8区自治会
坊所自治会

● 清掃部門・団体の部
株式会社ジンボ
押切川流域環境クリーンクラブ
昴
すばる

会
小田原市立城山中学校

● 清掃部門・個人の部
今井範子（山王網一色）・
川口千代子（下府中）・
田代スミ子（橘北）・富田蓉

よう

子
こ

（曽我）・
植田聡（東富水）・
額
ぬか

田
だ

忠（足柄）・須藤勲
いさお

（足柄）
● 植栽部門・団体の部

飯泉南組清
せい

寿
じゅ

会
● 植栽部門・個人の部

沖津昭
しょう

治
じ

（豊川）
● 環境美化推進員部門

石井寛
かん

治
じ

（東富水）・田村幸夫（下府中）・
古谷俊之（国府津）・二見甫

とし

彦
ひこ

（片浦）

ごみの出し方
トレー・プラ容器の分別
環境政策課　 33-1471

ルールが守られていないと資源化を行っ
ている日本容器包装リサイクル協会に受
け取りを拒否されてしまいます。
分け方、出し方にご協力ください。
● プラマークがついているもの。
● 袋を二重にしない。
● 透明または半透明の袋で

出す（プラには市の指定
袋は使わないように )。

環境保護課　 33-1484

生後91日以上の犬を飼っているかた
は、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病
予防注射が義務づけられています。神
奈川県獣医師会西湘支部の協力で、集合
注射を下記の日程で行います。都合の
よい会場で受けてください。
● 会場には、犬を確実に押さえられる人

が連れてきてください。
● 首輪は外れないようにしっかり着け

てください。
● 注射は動物病院でもできます。今回の

日程で都合の悪い場合や犬を制御でき

ない場合は、動物病院をご利用くださ
い（料金は各院により異なります）。

● 雨天でも実施します。
会場での注射料金：1頭3,500円

（注射済票の交付手数料含む）
登録が済んでいない犬：別途3,000円

（登録手数料）
登録済みのかたは、3月中に届くはが
きと愛犬手帳
未登録のかたは、直接会場でお申し
込みください。

狂犬病予防は飼い主の責任です

日程 時間 会場

4
月

12日㈭
9：30～10：20 西栢山

児童遊園地
10：40～11：20 富水西北公民館
13：30～14：30 豊川支所

13日㈮
 9：40～10：40 橘支所

11：00～11：30 前羽福祉館
13：30～14：20 曽比公民館

15日㈰ 9：30～11：30 小田原市役所
西側駐車場

16日㈪

 9：30～  9：40 米神八幡神社
10：00～10：10 石橋公民館
10：50～11：30 板橋公園
13：30～14：30 千代三島神社

17日㈫
9：30～10：30 国府津菅原神社

11：00～11：30 田島津島神社
13：30～14：20 久野区民会館

18日㈬

 9：30～10：10 JA曽我支店
10：30～10：50 西大友公民館
11：10～11：30 桑原公民館
13：30～14：30 酒匂神社

19日㈭

9：20～10：20 南鴨宮新田公園
10：50～11：30 飯泉公民館
13：20～13：50 久野宮本公民館

14：15～14：40 県立青少年会館
跡地

20日㈮

9：30～10：00 東町弘経寺
10：20～10：40 今井公民館
11：00～11：20 中町熊野神社
13：20～13：50 栄町大乗寺

23日㈪

 9：30～10：30 尊徳記念館
駐車場

11：00～11：30 蓮正寺住宅
集会所前

13：30～13：50 欠ノ上公民館

日程 時間 会場

4
月

24日㈫

 9：30～10：30 小八幡公民館

10：50～11：30 酒匂小学校
正門前

13：30～13：50 久所公民館
14：10～14：30 北ノ窪公民館

25日㈬

 9：30～   9：50 江之浦公民館
10：10～10：20 根府川公民館

11：00～11：30 JA早川柑橘
選果場

13：30～14：30 中村原埋立処分場

5
月

9日㈬

9：40～10：40 小竹西公園
11：00～11：30 小竹公民館
13：30～14：00 中曽根公民館
14：20～14：40 飯田岡飯田神社

10日㈭

 9：30～10：00 入生田長興山入口
10：20～10：40 JA大窪支店
11：00～11：30 早川河原公園

13：30～14：20 梅の里センター
駐車場

11日㈮

 9：30～10：30 小田原文学館
駐車場

10：50～11：20 浜町北條稲荷
13：30～13：50 多古公民館
14：10～14：30 穴部公民館

12日㈯ 9：30～11：30 マロニエ

※各会場とも、開始間際は大変混雑しま
すので、時間を見計らってご来場くだ
さい。

※会場日程は、ホームページからもご覧
になれます。

危険！自分でごみを入れないで
環境事業センター　 34-7325

市民の皆さんが、直接ごみ収集車にごみ
を入れることにより、巻き込まれて死亡
する事故が他市で発生しています。
大変危険ですので、ごみは自分で入れず
に必ず職員に引き渡してください。
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お知らせ 高等学校などの奨学金制度
教育指導課　 33-1682

市内在住で、高等学校などに在学してい
るかたの中で、経済的な理由から修学が
困難で、成績が優良な生徒を対象に学資
の一部として奨学金を支給します。

世帯の所得状況、成績など
4月以降に、各学校または教育指導課
にある申込用紙に必要事項を書いて、
学校へ直接。
申込期日は、学校により異なります。

ODAWARAコンサートバンク
文化政策課　 33-1706

市民の皆さんがコンサートやイベントを
企画する際に、ご要望に応じて演奏家を
紹介します。また、演奏家の皆さんの登
録も随時受け付けています。
利用・登録を希望されるかたは、お問い合
わせください。

地域の行事、教育機関や福祉施設の音
楽会、団体やサークルのレクリエー
ションなど、営利を目的としない小規
模の演奏会に限ります。

市立小・中学校就学援助制度
教育指導課　 33-1682

経済的に就学費の負担が大きい世帯に、
学用品費・学校給食費・修学旅行費などを
援助します。現在受給しているかたも、
4月に新たな申請が必要です。

4月以降に、各学校または教育指導課
にある申請書類に必要事項を書いて、
4月5日㈭～27日㈮に学校へ直接。
小・中学校両方にお子さんがいる場合
は、小学校へ直接。
5月以降も随時受け付けますが、申請
月からの月割り減額支給となります。

児童扶養手当
子育て政策課　 33-1453

18歳以下の児童を育てている母子・
父子家庭などのひとり親家庭
所得に応じ、月額41,550円以内

（児童2人目5,000円、
        3人目以降3,000円加算）

4、8、12月に4か月分を一括支給。
支給開始5年経過後から、一部停止
となる場合があります。

市役所2階子育て政策課（12番窓口）
必要書類は状況に応じて異なります
ので、事前にお問い合わせください。
公的年金を受けられる場合や、児童福
祉施設に入所している場合は、手当を
受けられないことがあります。

3・4月は市役所の窓口が大変込み合い
ます。
● 戸籍届出や住民異動などの手続きは、

マロニエ、いずみ、支所・連絡所が便利
です。住民票・戸籍証明・印鑑証明は、
窓口コーナーでも取得できます（戸籍
証明発行は平日8：30～17：00まで）。

● 毎週火曜日は、市役所の一部の窓口を
19：00まで延長しており、転出入や
印鑑登録などの手続きができます。

● 次の日程に限り、市役所の一部の窓口と
マロニエ住民窓口を臨時開庁します。

3月31日㈯、4月1日㈰
8：30～17：00
❶市役所

戸籍住民課　 33-1386
転入・転出・市内転居手続き、戸
籍届出（婚姻届など）、各種証明
書発行（住民票・戸籍謄抄本な
ど）、印鑑登録、外国人登録

保険課　 33-1845
国民健康保険と後期高齢者医療
制度に係る手続きなど

（国民年金を除く）

資産税課　 33-1361
所得証明書、課税証明書、非課税
証明書などの発行

❷マロニエ住民窓口　 47-7000
❶と同様の手続き（外国人登録
を除く）、公金収納

窓口での本人確認のため、運転免許
証・パスポートなどをお持ちくださ
い。
即日で印鑑登録できるのは、ご本人
が運転免許証など官公庁発行の顔写
真付きの身分証明をお持ちいただい
た場合に限ります。
ほかの市町村や日本年金機構などへ
の確認が必要なもの、住民基本台帳
ネットワークシステムに関連する業
務（住民基本台帳カードや電子証明
書の発行など）、広域証明発行サービ
スの手続きはできません。
ほかの市町村に確認が必要な戸籍の
届出は、後日、再度お越しいただかな
ければ受理できない場合がありま
す。事前にご相談ください。

戸籍住民課　 33-1386

３・４月の市民窓口のご利用について

大量のごみが出る場合
環境事業センター　 34-7325

大量のごみが出る場合は、直接環境事
業センターにお持ちください。1kg当
たり25円で処分します。
持ち込み時間
平日 8：20～11：30、13：00～16：00
祝日・第2土曜日 8:20～11:00
詳しくは、「ごみと資源の分け方出し方
ガイド」をご覧のうえ、持ち込む場合も
分別にご協力ください。

水道局へ連絡を
水道局料金センター　 41-1211

水道を使用しなくなる場合は、4～5日
前までに水道局料金センターへ使用中
止の連絡をお願いします。その際、「使
用水量のお知らせ」などにあるお客様
番号または需要者番号・住所・氏名・使
用中止月日・引っ越し先の住所をお知
らせください。
橘地域のかたは、県営水道お客さま
コールセンター（ 0570-005959）
へお問い合わせください。

文化芸術展2012
運営委員会 杉崎 090-8846-7842
文化政策課　  　 33-1706

小田原を中心に活躍する芸術家が多様な作
品を展示します。ギャラリートークあり。

4月11日㈬～16日㈪10：00～18：30
（最終日は16：00まで）
ロビンソン小田原店4階ギャラリー
文化芸術展運営委員会

投票事務補助アルバイト
登録制度の終了

選挙管理委員会事務局　 33-1741

市の投票事務補助アルバイトの登録制
度は終了しました。また、小田原市長選
挙（投・開票日は5月20日㈰）の投票事
務補助アルバイトは募集しません。
詳しくは、お問い合わせください。

引っ越しされるかたへ
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小田原宿観光回遊バス運行
産業政策課　 33-1518

春の観光シーズンに合わせ、乗り降り自
由の観光回遊バスを運行します。

3月25日㈰～4月1日㈰の毎日、
4月7日㈯～5月6日㈰の土・日曜日、
祝日10：00～16：00の00分と30分
に発車　 14：00は運行しません。

乗車場所 小田原駅東口1番バス乗り場
200円（資料代、乗り降り自由）

主な停留所　石垣山一夜城歴史公園、
小田原漁港、西

さい

海
か

子
ち

小路、小田原文学館
など

国民年金
～こんなときには届出を～
小田原年金事務所　 22-1391
保険課　　　　　　 33-1867

日本に住む20歳から60歳までのすべ
てのかたは、国籍にかかわらず、公的年
金制度への加入が義務づけられていま
す。次のようなときは、国民年金第1号
被保険者となり、届出が必要になりま
す。
● 会社を退職したとき
● 配偶者が退職したことなどにより、第

3号被保険者（サラリーマンの妻など）
でなくなったとき

届出には、資格喪失の証明（離職票など）
と年金手帳が必要です。
届出の窓口は、市役所2階国民年金窓口

（14番）、マロニエ、いずみ、支所・連絡所
の窓口です。
なお、就職に伴う第1号被保険者から第
2号被保険者（厚生年金加入者）への変更
と、扶養認定に伴う第1号被保険者から
第3号被保険者への変更の手続きとお問
い合わせ先は、お勤め先または年金事務
所となります。
共済組合加入者は、各共済組合にお問い
合わせください。

小田原市就職情報提供システム
産業政策課　 33-1514

● 求職者のかたはパソコンと携帯電話
で求人情報を閲覧できます。

● 事業者のかたは求人情報をいつでも登
録・更新できます（初期登録が必要）。

● 利用は無料です（パソコン・携帯電話
などの通信料などは利用者負担）。
http://www.odawara-work.com/

［ 携 帯 版 ］　http://www.
odawara-work.com/m/
または右記二次元バー
コードからアクセス。

市立病院からのお知らせ
市立病院　 34-3175

● 整形外科
● 心臓血管外科（要予約）

❹非紹介患者初診料
紹介状がなくても受診ができる科で、
開業医などからの紹介状がなく、初め
て受診されるときには、非紹介患者初
診料（1,630円）がかかります。

❺夜間外来会計を開始
1月16日から、夜間の外来受診にかか
る診療費の外来会計を開始しました。
夜間に受診するときは、健康保険証と
各種医療証を持って、診療後に会計を
済ませてください。

❸❹は、かかりつけ医を持つことで、
病院と地域の医療機関とが機能分担
と相互連携をし、地域全体で患者さん
の病状に応じた
医療を提供して
いくという国の
方針によるもの
です。

❶総合診療科を開設します
市立病院では、4月から総合診療科を
開設し、毎週月・木曜日の午前中に、診
断が困難な症例や複数疾患の合併でさ
まざまな角度から診断を要する患者さ
んの診療を開始します。初診のときは、
開業医などからの紹介状が必要となり
ます。

❷呼吸器内科の診療体制変更の見込み
呼吸器内科については、医師不足によ
り現診療体制を維持することが難し
く、４月から診療体制を一部制限せざ
るをえない状況です。詳細は、決まり
次第ホームページなどでお知らせしま
すが、今後とも内科医の確保に努めて
いきます。

❸紹介状が必要な診療科
初診または過去3か月間に受診のない
かたが、次の診療科で受診するときは、
開業医などからの紹介状が必要です。
● 内科
● 総合診療科
● 心身医療科（要予約）
● 耳鼻いんこう科

カラス、ヒヨドリの駆除
農政課　 33-1494

農作物に被害を及ぼすカラス、ヒヨドリを
猟友会小田原支部の協力のもと、銃器で駆
除します。

３月31日㈯まで
小田原市内の山間部
小田原市鳥獣被害防止対策協議会事務
局 JAかながわ西湘（ 47-8183）

国民健康保険料・後期高齢者
医療保険料の特別徴収
保険課　保険料係　　　 33-1834
　　　　高齢者医療係　 33-1843

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
を特別徴収（年金からの天引き）で納めて
いるかたの平成24年4月、6月、8月分の
保険料額は、今年2月に天引きされた保
険料と同じ金額です。
そのため、4月は保険料の納入通知書（決
定通知書）をお送りしません。ただし、次
のかたには4月に納入通知書をお送りし
ます。
● 6月、8月分の保険料額が変更になる

かた
● 4月から保険料の特別徴収が新たに開

始するかた
また、年間保険料額が決定する7月には、
特別徴収で保険料を納めているかたを含
めたすべてのかたに、それぞれの保険料
の納入通知書をお送りします。

放射性物質濃度検査結果
農政課　 33-1494

● 農用地土壌
県が市内の田の土壌検査を実施した
ところ、放射性セシウムは水稲作付
け制限値を大きく下回り、安全が確
認されました。

● 湘南ゴールド（真鶴町）
県が平成23年産の果実の検査を実
施したところ、放射性ヨウ素、放射性
セシウムともに暫定規制値を大きく
下回り、安全が確認されました。
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耐震診断と耐震補強工事を補助
建築指導課　 33-1433

木造住宅の耐震診断と耐震補強工事の
費用の一部を補助します。市民のかたが
所有し、居住する木造住宅で、次の条件
のすべてに該当する場合は、事前に申請
してください。
❶昭和56年5月31日以前に着工された

木造住宅（昭和56年6月1日以後に増
築されたものを除く）

❷平屋・2階建て
❸木造在来軸組工法

既存宅地開発許可制度の廃止
開発審査課　 33-1442

市街化調整区域における既存宅地開発
許可制度が、11月29日㈭に終了しま
す。
この制度を利用して建物を建てる予定
のあるかたは、制度の終了までに許可を
取得する必要があります。
手続きには2～3か月かかりますので、
お早めに手続きをお済ませください。
ご不明な点は、お問い合わせください。

公共下水道排水設備工事
指定工事店の申請

下水道総務課　 33-1615

❶新規申請（交付日）
4月2日㈪～9日㈪（5月7日）
7月2日㈪～9日㈪（8月1日）
10月1日㈪～9日㈫（11月1日）
平成25年1月4日㈮～11日㈮

（平成25年2月1日）
❷更新申請

4月2日㈪～9日㈪（5月7日）
❶、❷ともに、期間内（土・日曜日、
祝日を除く）に直接。

道路占用料の改正
土木管理課　 33-1533

4月1日から市の管理する道路・水路な
どに係る占用料を改正します。
主な占用物件に係る占用料の額は次のと
おりです。
● 第二種電柱：228円/本・月
● 第一種電話柱：132円/本・月
● 地下埋設管
（外径0.07～0.1m）：8円/m・月
（外径0.3～0.4m）：32円/m・月

● 看板（常設）：460円/㎡・月
● 通路など：42円/㎡・月

小船森土地区画整理地内の
住宅地販売
小船森土地区画整理㈱　 43-4755
市街地整備課　　　　   33-1592

販売箇所はホームページと現地でご覧に
なれます。詳しくは、小船森土地区画整
理株式会社までお問い合わせください。
面積　130㎡（約39坪）～ 338㎡（約

102坪）
価格　1,420万円～3,550万円

国府津駅または二宮駅下車、バス約
11分、徒歩2分
http://www.obune-tochi.com/

お知らせ

都市計画変更案の縦覧
県都市計画課　 045-210-6175
市都市計画課　 33-1571

都市計画案の縦覧を行います。
3月16日㈮～30日㈮
8：30～17：15

土・日曜日、祝日を除く。
市役所6階都市計画課
❶都市計画道路穴部国府津線沿道（成

田～国府津）とマロニエ周辺地区内
の用途地域、高度地区、防火地域、準
防火地域、中里地区地区計画の変更

❷都市計画道路小田原駅御幸の浜線
(国道1号～御幸の浜)の一部廃止と
用途地域の変更、それに伴う都市計
画道路国道1号線の角切部分の変更

❸都市計画道路城山曽比線の区域(久
野山神下交差点～多古穴部排水路)
と名称の変更

用途地域と国道1号線の角切部分、城
山曽比線の変更案は、県都市計画課で
も縦覧できます。
縦覧期間中に意見書を提出すること
ができます。

井戸水を使用して公共下水道
に接続されているかたへ
下水道総務課　 33-1616

世帯人員数に変更があった場合や、井戸
水の使用を中止した場合には、至急連絡
をお願いします。
連絡がない場合、下水道使用料の変更や
中止ができません。

看板の設置には許可が必要です
都市計画課　 33-1593

店舗などの看板、広告塔、広告板など広
告物の設置には、一定のものを除き屋外
広告物条例の許可が必要です。一度、お
店の看板などの許可について確認して
ください。
ご不明な点は、お問い合わせください。

在宅重度障がい者・
在宅要介護高齢者の
タクシー初乗り料金助成
❶ 障がい福祉課　 33-1467
❷ 高齢介護課　　 33-1841

平成24年度分は3月26日㈪から交付し
ます。タクシー券交付枚数は1か月につ
き4枚です（4月末までの申請は48枚交
付。5月以降は月数分の交付となります）。
❶在宅重度障がい者

次のいずれかに該当し、在宅で生活
しているかた（普通自動車税・軽自
動車税の減免措置の対象者を除く）
● 身体障害者手帳1級または2級（上肢

障がい2級と聴覚障がい2級は除く）
● 療育手帳Ａ1またはＡ2
● 精神障害者保健福祉手帳1級
● 身体障害者手帳3級（聴覚障がい

2級）で療育手帳Ｂ1
● 特定疾患医療受給者
● 小児特定疾患医療給付者
該当する手帳、受給者証などを持っ
て直接。

❷在宅要介護高齢者
介護保険の要介護認定で要介護3～
5と認定され、在宅で生活をしてい
るかた（❶の対象者は除く）
介護保険被保険者証を持って直接。

水洗便所改造資金貸付金
申請添付書類の変更
下水道総務課　 33-1616

平成24年4月申請より、市税納付状況の
確認は、申請者に同意をいただき、下水
道総務課から市税担当部署に照会して
確認する方法に変更し
ます。
なお、同意をいただけ
ない場合は、過去5年
間分の「納税証明書・非
課税証明書」を添付し
ていただきます。
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お知らせ 共同募金運動にご協力ありがとう
ございました（2月22日現在）
共同募金会小田原市支会

（社会福祉協議会内）　 35-4000
福祉政策課　　　　　 33-1861

一般(赤い羽根)募金：19,349,188円
年末たすけあい募金：10,776,327円
赤い羽根募金は、県内の社会福祉施設や
団体などに配分され、年末たすけあい募
金は、市内の寝たきりや認知症の高齢
者、または障がい者を介護されている世
帯、地域作業所、子育てサークルなどに
配分されました。

㈶自治総合センターの宝くじの助成事業
（コミュニティ助成事業）により、穴部新
田公民館（自治会管理）の建て替えを行い
ました。
地域活動の拠点として、今後ますますの
利用が期待されます。

宝くじの助成金で穴部新田公民館を建て替え
けやき　 33-1881

キャンパスおだわらコーナー

キャンパスおだわら事務局　 33-1890　けやき  33-1871 35-5449

だれもが、いつでも、どこでも、なんで
も学べる場「キャンパスおだわら」。市
民主体の生涯学習のまちを目指しま
す。
このコーナーでは、学習講座や学習情
報など、キャンパスおだわらに関する
情報を掲載します。「キャンパスおだわ
ら情報誌」と併せてご覧ください。

【学習講座】【学習講座】
ジャンルごとに主な講座を掲載しま
す。今回は、情報誌冬号に掲載の講
座です。日程など、詳しくは情報誌
をご覧ください。
● 教養･文化（全4講座）

○ ミューズ・フェスタ2012
● おだわら再発見（全3講座）

○ 斑
いかるが

鳩町交流展
｢飛鳥時代の斑鳩と小田原｣

● 現代的課題学習（全2講座）
○ 国府津海岸クリーン作戦

＜今回のおすすめ講座＞＜今回のおすすめ講座＞
きらめき☆おだわら塾

「春だ！子どもと大人のおもしろ学校」
まだまだ参加者募集中です。

3月24日㈯・25日㈰
マロニエ

≪予告≫
きらめき☆おだわら塾
前期連続講座

5月～9月
詳しくは、4月発行予定の情報誌
春号や公共施設にあるちらしを
ご覧ください。

【学習情報】【学習情報】
「キャンパスおだわら情報誌」（冬号）
を発行しました。今回は、1月から3
月までに開催する学習講座の情報が
満載です！市内公共施設などで入手
できるので、ホームページと併せて
皆さんの学びにご活用ください。

http://www.campusodawara.
jp/

【学習相談】【学習相談】
何かやってみたい、学びたいと思った
瞬間から生涯学習が始まります。迷っ
たらご相談ください。

相談窓口
● けやき

35-5300／ 33-1890
9：00～17：00

第4月曜日と年末年始を除く。
● まなびの相談室（マロニエ内）

47-3002
火･水･金曜日の9：00～16：00

マロニエ休館日を除く。

キャンパスおだわら

｢自分時間手｢自分時間手帖帖
ちょうちょう

2012｣掲載情報2012｣掲載情報
小田原の学習・文化・スポーツ情報誌
｢自分時間手帖2012｣（発行5月中
旬予定）に掲載する情報を募集しま
す。
掲載情報は内容に変更がなくても、
必ず期間中にお申し込みください。
● 団体・サークル情報

学習・文化・スポーツなど趣味の
サークルや各地域で活動するボラ
ンティアグループの情報。

新規会員を受け付けない場合
は掲載不可。

● イベント情報
市民の皆さんが参加でき、平成24
年4月～平成25年3月に開く定期
的なイベントの情報。

月別イベントは、日程が確定し
ていない場合は掲載不可。
講座情報は、情報誌で募集します。

● 施設情報
学習施設やスポーツ・レジャー施
設、展示やコンサートができる
ホール・会議室などの情報。
4月20日㈮までに、施設にある申
込用紙に必要事項を書いて、けや
き・国府津学習館・尊徳記念館・タ
ウンセンター・小田原アリーナ・
いそしぎ・社会福祉センター・市
民活動サポートセンター・市立図
書館・かもめ図書館の回収箱に投
函、または郵送、ファクス、Eメー
ルで。
〒250-8555
生涯学習センターけやき内
キャンパスおだわら事務局

CBD02383@nifty.com
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子育て支援フェスティバル参加者
子育て支援フェスティバル

実行委員会事務局（子育て政策課内）
33-1874

子育て中の親と子や、子育てを支援する
団体が集まり、遊びや情報提供などを通
してふれあい、子育ての地域の環

わ

を広げ
るイベントです。このフェスティバルに
参加する団体や個人、協賛者を募集しま
す。

5月27日㈰10：00～15：00
マロニエ
❶子育てに役立つ情報や、子どもが楽

しめる遊びを提供してくれる団体
❷子ども用品（就学前児童対象）のフ

リーマーケットを出店してくれる
団体または個人・多数抽選

❸フェスティバルの趣旨に賛同し協賛
してくれる団体または個人

500円（出店協賛金）
フリーマーケットと物品などの販
売を行う団体。

3月23日㈮までに、参加申込書に必要
事項を書いて、直接。
参加要領と参加申込書は、子育て政策
課または市ホームページにあります。
参加に必要な物品や道具などは、各自
でご用意ください。

塔ノ峰青少年の家
夏季利用優先予約

青少年課　 33-1724

市内の青少年関係団体・学校に限り、夏季
（7月21日㈯～8月31日㈮）の利用の優
先予約を受け付けます。利用希望日が重
複した場合は、抽選により決定します。
なお、一般利用者や市外の青少年関係団
体・学校の夏季の予約は、4月16日㈪か
ら先着順となります。

市の主催事業などによりご利用でき
ない日もあります。
3月23日㈮までに、団体名・代表者・連
絡先・人数・利用施設・利用日（第2希望
まで）を直接または電話で。

抽選会
4月5日㈭18：30～
市役所

抽選会に出席できない場合は、市に一
任となり、結果は後日連絡します。
夏季以外の予約は、4月16日㈪より随
時申し込みを受け付けます。

ジュニア ･リーダーズ ･クラブ
新規会員
青少年課　 33-1723

ジュニア ･リーダーズ ･クラブは、子ども
会活動や市のイベントのサポートを行
う中高生のボランティア団体です。
子どもへの指導方法やレクリエーショ
ンゲームの技術など、スキルアップのた
めの各種研修を毎月行っています。

市内在住・在学の中学1～高校3年生
青少年課または市ホームページにあ
る入会申込書と入会金1,000円（年会
費）を直接。

不登校生徒訪問相談員
教育指導課　 33-1684

教育委員会の登校支援室の相談員として
学校と協力し、不登校になっている生徒
に学校復帰を促すための訪問相談をしま
す。

50歳くらいまで
勤務条件

週2日～3日（1日4時間）
840円（交通費別途支給）
3月23日㈮までに、履歴書を直接また
は郵送で。

フラワーガーデン友の会会員
フラワーガーデン　 34-2814

種からの花づくりや、花の手入れ、園内
ガイド、イベントの補助など、さまざま
な方面からフラワーガーデンを一緒に
盛り上げましょう。入会には説明会の出
席が必要です。
友の会入会説明会

4月15日㈰13：30～
フラワーガーデン
直接会場までお越しください。
説明会後は第1回目の講義・活動を行
います。

ミュージアム・リレー
第175走

郷土文化館　 23-1377

神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡
会に加盟している博物館・美術館などを
毎月順番に訪ねます。
今回は展示替えをした郷土文化館の常
設展示を解説します。

4月20日㈮10：00～11：30
集合　郷土文化館会議室

30人・申込先着順
郷土文化館職員

職員課　 33-1241

小田原市職員 採用試験

平成25年4月に採用する職員の採用試験を行います。
小田原市の職員採用は、「人物重視」「面接重視」で実施しています。
既に採用試験受験のための準備を進めているかたはもちろん、民間企業を中心に
就職活動をしているかたや、転職を考えているかたからの申し込みもお待ちして
います。

3月16日㈮9：00から市のホームページ上で電子申請後、指定の申込書類を
4月10日㈫17：00までに直接、または4月9日㈪までに郵送（消印有効）で。
詳しくは、市のホームページをご覧ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/saiyou.html

職員採用案内は、職員課、総合案内、消防本部、マロニエ、いずみ、支所・連絡所、窓口
コーナーにあります。

中学校または高等学校在学中（卒業見込みを含む）のかたは受験できません。

職種 受験資格 採用予定人数
一般事務 昭和61年4月2日以降に生まれたかた 30人程度

保育士・
幼稚園教諭

昭和61年4月2日以降に生まれ、
保育士・幼稚園教諭両方の資格を有する

（見込む）かた
若干名

保健師 昭和47年4月2日以降に生まれ、
保健師の資格を有する（見込む）かた 若干名

土木技術、建築技術、
電気技術、機械技術

昭和52年4月2日以降に生まれ、
専門の科目を履修したかた 若干名

募集職種と受験資格募集職種と受験資格
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小田原の観光ガイドになろう
～ガイド養成講座受講生～
小田原ガイド協会　 22-8800
観光課　　　　　　 33-1521

5月～平成25年3月（原則毎週木曜日）
❶受講後、小田原ガイド協会に入会し

ガイド協会の業務を遂行できるかた
❷神奈川県内に居住するかた
15人・申込先着順
12,000円
3月31日㈯までに「往復はがき」に住
所、氏名、生年月日、性別、電話番号、
ファクス番号を書いて、郵送で。
〒250-0014　小田原市城内3-22
NPO法人小田原ガイド協会「ガイド
養成係」
受講決定などは、4月10日㈫頃応募者
全員にお知らせします。

小田原市勤労者共済会
（スマイル共済会）会員
～中小企業事業主の皆さんへ～

小田原市勤労者共済会 33-1852
産業政策課　　　　　　  33-1511

充実した福利厚生事業をお手伝いしま
す。各種給付（祝金・見舞金など）や人間
ドック・健康診断受診助成、宿泊旅行助成
など、会員限定のお得なサービスがたく
さんあります。

詳しくは、ホームページをご覧ください。
800円（従業員1人につき月額）
http://smile-odawara.jp/

みかんの木オーナー
農政課　 33-1494

品種と収穫時期
● 清見　3月下旬～4月上旬

みかんとオレンジの交配種で、甘みの
ある風味を楽しむことができます。

● 甘夏　5月上旬～下旬
夏みかんの仲間で甘味が強く人気で
す。

1本6,000円～
4月2日㈪までに、JAかながわ西湘
早川支店（ 22-3966）に電話で。

市民農園利用者
農政課　 33-1494

❶蛍田ふれあい農園
小田原市蓮正寺168
1区画（27.5㎡ /区画）
16,000円（年額）
設備：トイレ、農機具倉庫
農政課に電話で。

❷上曽我ファミリー農園
小田原市上曽我2668
20区画（25㎡、50㎡ /区画）
12,000円、24,000円（年額）
設備：農機具倉庫
農政課に電話で。

❸清見ふれあい農園
小田原市蓮正寺194
8区画（30㎡ /区画）
12,000円（年額）
古澤さん（ 36-2939）に電話で。

❹別堀ふれあい農園
小田原市別堀1、2、32
2区画（18㎡、30㎡ /区画）
3,600円、6,000円（年額）
16：00以降に、野地さん（ 42-
0943）に電話で。

❶～❹共通、申込先着順。

自衛官幹部候補生
総務課　 33-1291

幹部候補生は、陸・海・空自衛隊の幹部自
衛官として、幹部候補生学校で教育を受
け、卒業後は初級幹部としてキャリアを
スタートします。

第1次試験
● 5月12日㈯筆記試験
● 5月13日㈰筆記式操縦適性検査

(飛行要員希望者のみ )
詳しくは、自衛隊小田原地域事務所

（ 24-3080）にお問い合わせくだ
さい。

上級救命講習
警防課　 49-4446

普通救命講習Ⅰの内容に「傷病者管理」
「異物除去」「搬送法」などを加え、応急手
当全般を学びます。

4月21日㈯9：00～18：00
消防本部2階講堂
市内在住・在勤・在学の中学生以上の
かた20人・申込先着順
3月21日㈬9：00から電話で予約後、
4月11日㈬までに申請書を最寄りの
消防署へ直接。
詳しくは、お問い合わせください。

公立保育園臨時保育士の登録
保育課　 33-1455

選考の上、必要になり次第任用します。
保育士資格をお持ちのかた

勤務条件勤務条件
常　勤：週5日勤務

（ローテーション勤務有り）
非常勤：週3～4日勤務、または週5

日短時間勤務（7：30～12：30、
14：00～19：00など）

常勤:時給950円、非常勤:時給900円
保育課または市ホームページにある
申込書に書いて、直接または郵送で。

県障がい者スポーツ大会参加者
障がい福祉課　 33-1467

● 4月8日㈰ボウリング（知的障がい）、
アーチェリー（身体障がい）

● 5月13日㈰陸上（知的障がい）
● 5月20日㈰陸上（身体障がい）
● 6月10日㈰卓球、STT
● 6月24日㈰フライングディスク
● 7月1日㈰水泳
事前申込制です。種目によって参加
資格、申し込み締切日が異なります
ので、あらかじめお問い合わせくださ
い。

小田原北條五代祭り参加者
観光協会　 22-5002

観光課　　　  33-1521

5月3日㈷の北條五代祭り武者行列に
参加しましょう。今年は、北條氏康公
役の参加者も募集します。

❶北條氏康公役
❷各隊の槍武者・旗印武者など
❸女武者
❶騎馬武者役のため乗馬の練習に

参加できるかた１人、補欠2人
抽選により決定します。

❷男性10人・申込先着順
❸女性10人・申込先着順
❶～❸共通

16歳以上で約2.4Kmのコース
を歩けるかた

❶5,000円（衣装代など）
❷❸3,000円（衣装代など）

中止でも参加料は返却しません。
❶3月30日㈮までに、所定の申込用

紙に書いて、直接または郵送で。
〒250-0014　小田原市城内1-21
小田原商工会館内
小田原市観光協会

❷❸3月30日㈮までに電話で。
http://www.odawara-kankou.com/
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相談

。

一般 休日を除く毎日　9：00～11：00、13：00～16：00
心配ごと 毎週月曜日（30日を除く）13：00～15：30
法律（予約制）毎週水曜日 　 13：30～15：30
人権擁護 10日㈫ 　 13：00～15：00
登記 12日㈭ 　 13：30～15：30
税務 17日㈫ 　 13：30～15：30
行政苦情 19日㈭ 　 13：30～16：00
宅地建物取引 26日㈭ 　 13：30～15：30

行政書士 21日㈯ 14：00～16：00

各種相談

市役所2階（土・日曜日、祝日を除く） マロニエ1階集会室101

●● 市民相談（4月）

●● そのほかの相談

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をご相談ください。電話でもお受けします。
月～金曜日　9：30～12：00、13：00～16：00 
消費生活センター（市役所2階地域安全課内）
小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町に在住・在勤・在学のかた

県の消費生活相談
かながわ中央消費生活センター

045-311-0999

月～金曜日　9：30～19：00　土・日曜日、祝日　9：30～16：30
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2（かながわ県民センター内）

農地活用相談
市街地整備課 　　 33-1592
　　　　　　 　　 33-1659
JAかながわ西湘　 47-8176

市街化区域内農地の抱えている問題や将来の活用などをご相談ください。
最寄りの JAにて担当職員が随時相談をお受けします。
電話、ファクスでの問い合わせもできます。

建築等紛争相談
都市政策課　 33-1307

中高層建築物などの建築などにより生じる日照や通風、工事中の振動・騒音など、生活環境
への影響に関する紛争の相談を、紛争相談員がお受けします。

毎週木曜日（祝日を除く）10：00～16：00（要予約）　 市役所

建築物などのデザイン相談
都市計画課　 33-1573

建築物、工作物、広告物などのデザイン、色彩、緑化などについて、市民の皆さんからの相談を街づく
り景観アドバイザーがお受けします。建築などをお考えの際には、お気軽にお問い合わせください。
※建築や色彩などの専門家がアドバイスをします。実際の設計などは行いませんのでご了

承ください。

女性相談
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。
月･水･木･金曜日 9：30～11：30、13：00～16：30（予約優先）　 市役所

※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

5
こ

2
に

1
でん

0
わ

児童相談
子育て政策課　 33-1454

子育てについてのさまざまな悩みを児童相談員がお受けします（秘密厳守）。
月・火・木・金曜日 9：00～12：00、13：00～16：30　 市役所
予防接種、離乳食、授乳については、健康づくり課（保健センター　 47-0820）にお問
い合わせください。

青少年相談
青少年相談センター

23-1481

非行や不良行為のような問題行動、学校、いじめ、しつけ、進路、家族などのさまざまな問題
で悩んでいる青少年や保護者、学校関係者などからの相談に応じ、問題の早期解決へのお手
伝いをします。お気軽にご相談を。

毎週月～金曜日（祝日を除く） 9：30～16：15
青少年相談センター（元県立小田原城内高校の北側）

※一般相談は、多重債務、相続、離婚など軽易な法律
問題の相談です。

※登記相談は、相続・贈与などの登記手続きに関する
相談です。

※行政書士相談は、相続･遺言、成年後見、各種許認可
申請などの相談です。

※法律相談は弁護士による相談です。

地域安全課　 33-1383

法テラスの日記念　高齢者・障がい者のための出前法律相談
地域安全課  33-1383

高齢者・障がい者を対象に、弁護士による
無料法律相談を行います。

4月17日㈫10：00～15：30
市役所
財産管理・成年後見・相続・多重債務・
近隣トラブルなど
7人・申込先着順　 事前申込制。

法テラス小田原
（ 050-3383-5370）

平日9：00～17：00。
法テラス小田原では収入の少ないか
たの無料法律相談や、弁護士費用の立
て替えなどを行っています。

不動産鑑定士による無料相談会
地域安全課　 33-1383

不動産鑑定士による地価評価などに関
する無料相談を行います。

4月14日㈯10：00～15：00
市民会館5階第1会議室
土地の価格、借地借家関係（地代家賃、
借地権割合、更新料など）、相続、売買
に関する相談など
当日先着順
(社)神奈川県不動産鑑定士協会

（ 045-661-0280）
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おだわら国際交流ラウンジ
ティーサロン
文化政策課　 33-1703

❶日中交流のつどい
中国文化の紹介を通じて楽しいひとと
きをお届けします。手作り餃子の試食
もあります。

11：00～14：00
500円（材料費）
西湘日本中国友好協会

❷国際交流事業 DE 小田原エスペラント会
原発エネルギー問題や少子化対策など
のテーマについて、国際共通語である

「エスペラント」を使って講演します
（日本語通訳つき）。

18：00～20：00
200円（資料・飲み物代）
ハンス・ラルソンさん
小田原エスペラント会

❶❷共通
おだわら国際交流ラウンジ

（小田原市栄町1-15-19
 栄町駐車場3階）

❶4/8㈰、❷4/9㈪

旬の味を楽しもう！たけのこ掘り
❶いこいの森　　 　 24-3785
❷JAかながわ西湘　 36-2184

❶集合 辻村植物公園駐車場　10：00
各100人・申込先着順
300円（たけのこ代300～500円/kg）

❷集合 JAかながわ西湘富水支店
9：00

300円（たけのこ代600円/kg）
9：00～16：30に電話で。

❶4/8㈰・14㈯・18㈬・22㈰・
30（休）、❷4/1㈰～30（休）

月例イベント

10：00～17：00
（展示最終日は15：00まで）
※４月1日㈰から、女性プラザは毎

週月曜日が休館日となります。
また、インターネットの閲覧も
できなくなります。

音羽プラーザビル２階
（小田原市栄町１-14-41）

● ワンコインで作るアクセサリー
❶UVレジンを使って透明液にモ

チーフを閉じ込めた小さなアク
セサリー

❷ファスナーで作るコサージュ
❸小さなピンクッション作り

３月18日㈰13：00～16：00
３月22日㈭10：00～12：00

　　　　　　  13：00～15：00
1個につき500円
6人・申込先着順

おだわら女性プラザおだわら女性プラザ
CC

チャットチャット

HATHAT茶茶
ちゃちゃ

っとっと
申込 人権・男女共同参画課 33-1725

● 東日本大震災被災地支援競輪
神静民報社杯争奪戦（FⅠ）
3月21日㈬～23日㈮

● 名古屋記念（GⅢ）場外
3月24日㈯～27日㈫

● 高知記念（GⅢ）場外
4月12日㈭～13日㈮

● サンサン・スプリングカップ（FⅡ）
4月14日㈯～16日㈪

14日㈯・15日㈰は高知記念（G
Ⅲ）全R併売、16日㈪は西武園

（ FⅠ）全R併売。

小田原競輪開催日小田原競輪開催日
事業課　 23-1101

その日の朝に水揚げされた新鮮な魚
や、干物、練り製品、新鮮農産物・季節
の花など地場産品をそろえています。

3月17日㈯・24日㈯・31日㈯
漁獲の少ない時期のため、中止
することもあります。

[鮮　魚][鮮　魚] 9：00～売り切れまで
[その他] [その他] 7：00～10：00
小田原漁港（早川）

小田原・港の朝市小田原・港の朝市
事務局　　　 22-4475
水産海浜課　 22-9227

「春風にのせて　スプリング・ミニコ「春風にのせて　スプリング・ミニコ
ンサート」ンサート」

3月28日㈬12：20～12：40
市役所2階談話ロビー
河村泰

やす

尚
ひさ

（ピアノ）
曲目　エステ荘の噴水、バラード1番、

おひさま ～大切なあなたへ
出演希望のかたは、ご連絡ください。

昼のミニコンサート昼のミニコンサート
文化政策課　 33-1706

毎月第2・第4土曜日、神奈川県指定重
要文化財二宮尊徳生家の保全のため、
いろりに火を入れて、けむり燻蒸を行
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
てもご説明します。

3月24日㈯、4月14日㈯
9：00～11：30
二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）
見学自由。

二宮尊徳生家のいろり二宮尊徳生家のいろり燻燻
くんくん

蒸蒸
じょうじょう

尊徳記念館　 36-2381

思い出の映画をお楽しみください。
4月20日㈮14：00～

　（開場13：40）
「麗

うるわ

しのサブリナ」
（1954年・字幕・113分）
監督　ビリー・ワイルダー
出演　ハンフリー・ボガート

オードリー・ヘプバーン
120人・当日先着順
3月16日㈮は「ひまわり」を上映。

かもめ名画座かもめ名画座
（協力：かもめ図書館フレンズ）（協力：かもめ図書館フレンズ）

かもめ図書館　 49-7800

●朝市 （売り切れ次第終了）
毎週日曜日　10：00～15：00
生産農家による花木・野菜の即売会

●みどりの相談所
毎月第3日曜日　10：30～12：00
植物専門家による園芸相談会

フラワーガーデンフラワーガーデン
フラワーガーデン  34-2814

一夜城ヨロイヅカファーム
春まつり
農政課　 33-1494

一夜城ヨロイヅカファームで春の訪れを
満喫しましょう。神奈川生まれの新種柑
橘「湘南ゴールド」の展示即売会や、地元
農業者、商業者による模擬
店が出店します。

10：00～15：00
一夜城ヨロイヅカファーム

　 （小田原市早川1352-110）

4/7㈯
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菜の花まつり
農政課　 33-1494

きれいな菜の花を見て、おいしい地場農
産物を食べて、春の訪れをみんなで楽し
みましょう！菜の花の摘み取りや地場農
作物の販売などもあります。

10：00～15：00
（25日は14：00まで）
尊徳記念館から酒匂川へ徒歩5分
菜の花の摘み取りやお楽しみコー
ナー、地場農作物の販売など

3/24㈯・25㈰

❶いぶき展
地元木工職人の若者たちの展示会。

3月18日㈰～4月1日㈰
❷足柄茶ティーサロン
「いぶき展」出展者の作品で足柄茶とお
菓子をいただきます。

3月19日㈪・21日㈬
11：00～16：00
500円（茶・菓子付き）
足柄茶コンシェルジュ　石崎雅美さん

清清
せいせい

閑閑
かんかん

亭イベント亭イベント　清閑亭 ・ 22-2834　観光課 ☎33-1521 

❸和のお掃除・論語の素
す

読
どく

会
ぬか袋で木を磨き、広いお庭をほうき
がけ。大きな声で素読などを体験。

3月30日㈮9：30～11：30
小中高生と同伴の大人30人・申込先着順
清閑亭に電話で。

清閑亭プロジェクト報告会清閑亭プロジェクト報告会
清閑亭活用の報告と今後の提案。

3月22日㈭18：00～19：00
市民会館6階第7会議室

❶～❸共通 清閑亭（小田原市南町1-5-73）　 11：00～16：00開館、火曜休館。

小田原文学館企画展「白秋の掛軸」
市立図書館　 24-1055

詩人・北原白秋自筆の掛け軸を紹介します。
9：00～17：00（入館は16：30まで）
小田原文学館本館
一般250円、小・中学生100円

団体割引有り。

3/16㈮～4/16㈪

食から春を感じよう！！
季節の弁当、加工品の販売
農政課　 33-1494

地元の農産物を使ったお弁当、加工品を
限定で販売します。湘南ゴールドを使用
したお菓子など、春を感じる味覚をお楽
しみください。

9：30～14：00
農産物直売所朝ドレファ～ミ♪
小田原市農産物加工品
普及推進協議会

3/24㈯・25㈰

第3回 かながわ朝市サミット
in 青物町商店街
青物町商店会　 22-1930（千両寿司）
産業政策課　　 33-1511

県内各地の朝市出店者約100店が集ま
り、地域の特産品などを販売します。

11：00～15：00
シンポジウム　テーマ「商店街の活性化」

13：00～15：00
小田原宿なりわい交流館
30人・当日先着順

3/25㈰

フラワーガーデン展示会
フラワーガーデン　 34-2814

❶春の小田原百花展
若手イラストレーター15人のグルー
プ展。「花」をお題にした作品群で、展示
室はまさに百花繚

りょう

乱
らん

。作家によるワー
クショップも開きます。
出展　小田原百花展実行委員会

9：00～17：00
（最終日は15：00まで）

● 無料切り絵ワークショップ
4月1日㈰13：30～
10組・当日受付、多数抽選

※13：00より整理券を配布します。

❷小田原盆栽愛好会展示会
丹精こめて育てた盆栽の展示。会員の
指導による無料体験会を行います。
出展　小田原盆栽愛好会
● 多肉植物のこけ玉壁掛けづくり

4月14日㈯・15日㈰13：30～
各日20組・当日受付、多数抽選
13：00より整理券を配布します。

❶3/17㈯～4/8㈰
❷4/10㈫～15㈰

小田原邸園スタンプラリー
市立図書館　 24-1055

清閑亭、小田原文学館、松永記念館、古
こ

希
き

庵
あん

、山
さん

月
げつ

の小田原の邸園を巡るスタンプ
ラリーを行います。それぞれの建物、邸
園の趣を表現したスタンプを新たに作り
ました。期間中にスタンプを全部集めた
かたには記念品を贈呈します。

スタンプラリーの台紙、記念品の受け
取りは、清閑亭、小田原文学館、松永記
念館で。

3/31㈯～5/13㈰

フラワーガーデン
スプリングフェスタ
フラワーガーデン　 34-2814

イースターにちなみ、エッグハント、卵ペ
イント、うさぎとお花のバルーンアート
などの無料体験、アロア・ワッド探検隊イ
ベントなどを開きます。
チューリップ、桜、ヒスイカズラなど、春
の花もたくさん咲いています。

http://www.seibu-la.co.jp/odaw
　 arafg/

3/31㈯～4/8㈰

切り絵で作る「北条五代」
～今蘇

よみがえ

る、若き日の北条早雲～
小田原城ミューゼ　 22-3823
観光課　　　　　　 33-1521

切り絵作家百
ひゃっ

鬼
き

丸
まる

さんが作成した、北条
早雲の等身大切り絵など、小田原にゆか
りの武将をモチーフにした作品を中心に
約80点展示します。

期間中の毎週土・日曜日に、即興で切
り絵にする「切り絵ライブ」を開催し
ます。
9：00～17：00（入館16：30まで）
小田原城ミューゼ1階

（小田原市城内6-1）

3/17㈯～4/15㈰

◀北条早雲
等身大切り絵
原画
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● 市立図書館　 24-1055
毎週土曜日15：00～15：30

● かもめ図書館　 49-7800
毎週土・日曜日15：00～15：30
毎月第2・第4火曜日10：30～11：00

● けやき図書室　 33-1871
3月24日㈯、4月14日㈯
14：00～15：00

絵本のよみきかせ

市立図書館　 24-1055
● 4月21日㈯13：30～（開場13：10）

アニメ 世界名作童話全集3
「青いとり」「北かぜとおひさま」
「そんごくう」（32分）

かもめ図書館　 49-7800
● 4月14日㈯14：00～（開場13：40）
「忍たま乱太郎の交通安全」（15分）
「忍たま乱太郎のがんばるしかないさ
よいと思うことをおこなう」（10分）

● 4月28日㈯14：00～（開場13：40）
アニメ グリム名作童話集1

「しらゆき姫」「わらと炭とそらまめ」
「つぐみのくちばしの王子」（35分）

図書館こども映画会

親子で楽しむ体操や手遊び、季節の工作
などを月替わりで用意しています。初め
てのかたも大歓迎。事前申し込みは不要。
直接会場にお越しください。

4月5日㈭10：00～11：30
（受付9：45～）
マロニエ
春いっぱいの楽しいあそび
入園前のお子さんとそのご家族
1家族100円（材料費）
ぴよぴよくらぶ 椎野

（ 090-6108-8783）

ぴよぴよくらぶ
子育て政策課　 33-1874

楽しい映画のあとに、金次郎についての
やさしいお話があります。

3月24日㈯10：00～
（開場9：50）
尊徳記念館
❶ニャニがニャンだー

ニャンダーかめんの
交通安全

❷吉
きっ

四
ちょ

六
む

どん
❸金次郎のおはなし
60人・当日先着順

子ども映画会と
金次郎のおはなし

尊徳記念館　 36-2381

▲県立小田原城北工業
高校デザイン科
浅田伽

か
奈
な

子
こ

さん作画

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

子育て支援センター関連イベント

●赤ちゃんデー
6か月までの乳児限定ひろばです。

❶3月16日㈮、4月20日㈮
13：00～15：00

❷4月18日㈬10：00～12：00
❶いずみ
❷マロニエ
助産師が参加する時間があります。

●マタニティひろば
助産師と妊婦の座談会です。乳児との
触れ合いもできます。

3月16日㈮、4月20日㈮
14：30～16：00
いずみ

●マロニエミニレクチャー
小田原女子短期大学の先生が講師を務
め、楽しく気楽に学びます。

3月21日㈬10：00～10：30
マロニエ
食育について

●こゆるぎホッとたいむ
似た育児環境のかたの座談会です。

3月23日㈮13：00～15：00
こゆるぎ
35歳以上で初産の母親と子ども
こゆるぎに電話で。

●専門職相談日
3月27日㈫管理栄養士
4月11日㈬臨床心理士
10：00～12：00
マロニエ
おだぴよには国際医療福祉大学の
看護師、作業療法士、理学療法士が
来る日があります（日程未定）。

●ママの座談会
助産師と子育てについての気軽な話を
します。

3月28日㈬14：00～15：00
おだぴよ
妊婦と0歳児
おだぴよに電話で。

●初
は

っぴ〜バースデー
4月に1歳になる親子のひろばです。
おはなしびっくりばこによる手遊びな
どもあります。

4月13日㈮13：00～15：00
こゆるぎ
こゆるぎに電話で。

●お産おしゃべりひろば
助産師とお産の話をします。お産お
しゃべりクラブが運営します。

4月18日㈬10：00～12：00
マロニエ
200円
マロニエに電話で。

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。
駐車場が込み合いますので、公共交通
機関をご利用ください。

学習や遊びの要素を取り入れた活動を
通して、子どもたちに図書館の楽しさを
もっと知ってもらうため、図書館こども
クラブの参加者を募集します。

4月21日㈯～9月15日㈯の毎月第3
土曜日10：00～12：00
かもめ図書館
カウンター業務や手作り絵本の製作、
高齢者とのふれあい
市内在住の小学4～6年生（4月からの
学年）20人・多数抽選
3月30日㈮までに、住所・氏名（ふりが
な）・電話番号・学校名・学年・保護者氏
名を書いて、直接、電話または郵送で。
〒250-0875
小田原市南鴨宮1-5-30
かもめ図書館
一度この事業に参加されたかたは、ご
遠慮ください。
小学1～3年生は
9月15日号で募
集します。

図書館こどもクラブ参加者
かもめ図書館　 49-7800
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4月～8月の土曜日10：00～12：00
（全9回）
城山庭球場
小学4～6年生40人・申込先着順
5,000円（傷害保険料含む）
小田原ソフトテニス協会指導員
3月31日㈯までに。

ソフトテニスジュニア教室
～丁寧な指導が人気～

体育協会　 38-3310
スポーツ課　  38-1148

4月～平成25年3月の土・日曜日
9：00～11：00（全12回）
城山陸上競技場

雨天時はトレーニングルーム。
小学4～6年生100人・申込先着順
3,000円（傷害保険料含む）
市陸上競技協会指導員
3月31日㈯までに。

小学生陸上競技教室
～走って風になろう！～

体育協会　 38-3310
スポーツ課　 38-1148

小田原アリーナの主な行事予定
＜3月15日～4月14日＞
小田原アリーナ　 38-1144

3月17日㈯ 小田原地区
個人卓球選手権大会

3月18日㈰ 県中体連剣道
新人研修会

3月20日㈷ バスケットボール
高校交歓会

3月24日㈯ キリンビバレッジ
フットサル大会

3月25日㈰ 杉本杯（フットサル）

3月27日㈫
28日㈬

中体連剣道
全国研修大会

3月29日㈭
30日㈮

中学足柄カップ
（バスケットボール）

3月31日㈯ 小田原オープン
バドミントン選手権大会

4月13日㈮
14日㈯

bjリーグ
（バスケットボール）

※イベント開催時は、一般利用ができな
いこともあります。

小田原アリーナなどに
指定管理者制度を導入
スポーツ課　 38-1148

4月から指定管理者による管理運営が始
まります。
施設名

小田原アリーナ、小田原テニスガーデ
ン、城山陸上競技場、小峰庭球場

指定管理者
小田原スポーツ・文化運営企業体

指定期間
平成24年4月1日～平成29年3月31日
選定経緯など、詳しくはホームページ
をご覧ください。

めだかやみかん、お猿のかごやなど、小田
原をイメージできる動きと、“なんば”の
動きを取り入れた市民体操「おだわら百
彩」の講習会を開きます。

● 4月9日㈪10：00～11：30
小田原アリーナ

● 4月20日㈮14：00～15：30
いそしぎ

各日20人・申込先着順
飲み物、室内履き、体操のできる服装

市民体操「おだわら百彩」講習会
健康づくり課　 47-0820

トレーニングルーム利用者講習会
＜４月分＞

❶小田原アリーナ　 38-1144
❷スポーツ会館　　 23-2465

高校生以上・予約制

❶小田原アリーナ
4月1日㈰･21日㈯9：30～11：00
4月12日㈭･27日㈮18：30～20：00
各日50人･申込先着順
3月15日㈭9：00～

❷スポーツ会館
4月11日㈬･28日㈯18：30～19：30
4月25日㈬14：00～15：00

おだわらメールマガジン好評配信中！
皆さんの自宅のパソコンや携帯電話に、
7種類のお役立ち情報を届けします。

● おだわら表情いいメール
● 市長のメールマガジン
● ママパパ子育て知恵袋メール
● 防災メール
● おだわら環境メールニュース
● おだわら安心・安全メール
● こらーぼ～協働のまちづくりメール～

「こらーぼ」は、18歳以上の市内在
住・在勤・在学のかたが対象です。

登録方法
❶登録ページにアクセス→ ❷必要
事項を入力→ ❸会員仮登録メール
が届く→ ❹登録メールにある URL
にアクセス→ ❺本登録完了です

パソコンからの登録は

携帯電話からの登録は
右記の二次元バーコード

（または https://www.city.
odawara.kanagawa.jp/
mmz/）からアクセス。

広報広聴課　 33-1263

小田原市　メルマガ

❶ちびっ子体操教室
5月9日㈬～6月27日㈬の毎週
水曜日15：30～16：30（全8回）
平成18年4月2日～平成20年4月
1日生まれの幼児35人･多数抽選

❷とび箱鉄棒教室
5月11日㈮～6月29日㈮の毎週
金曜日16：00～17：00（全8回）
平成15年4月2日～平成18年4月
1日生まれの児童35人･多数抽選

❶❷共通
スポーツ会館
5,300円（傷害保険料含む）
3月30日㈮までに、往復はがきにご
希望の教室名・住所・氏名（保護者、
本人）・電話番号・返信先を書いて郵
送で。はがき1枚で1人分。
〒250-0013
小田原市南町1-1-40
小田原スポーツ会館

こども体操教室
スポーツ会館　 23-2465



お
知
ら
せ

募
集

相
談

イ
ベ
ン
ト

こ
ど
も

ス
ポ
ー
ツ

健
康毎月15日発行 No.1055

【発行】小田原市 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 市役所総合案内 ☎0465-33-1302
【編集】企画部広報広聴課 ☎0465-33-1261・FAX 0465-32-4640　Ⓒ小田原市 2012・3

2月1日現在 小田原市の人口 197,413人  78,392世帯
広報小田原は、資源保護のため再生紙を使用しています。 

広報小田原くらしのガイド

おだわらいふ
twitterやFacebookでも情報発信中！

twitter（@Odawara_City）
ホームページのトピックスや重要情報などをツイート。

twitter（@odawara_promo）
Facebook（小田原シティプロモーション）
小田原の旬で魅力的な話題を発信中。

● Froｍ Odawara-City　 ● 防災一口メモON AIR 情報 毎週月～金曜日 1日2回好評放送中

健康
健康カレンダーとあわせてご覧ください。
保健センター（健康づくり課）

0465-47-0820

● 休日診療
受付　8：30～11：30（歯科9：00～） 

13：00～15：30

内科 小児科 耳鼻咽喉科 眼科 歯科

3月18日㈰ ○ ○ ○ ○ ○

20日㈷ ○ ○ ○ — ○

25日㈰ ○ ○ ○ — ○

4月   1日㈰ ○ ○ ○ ○ ○

8日㈰ ○ ○ ○ — ○

● 準夜間診療<内科・小児科>
受付　平日 19：00～22：00

　土・日曜日、祝日 18：00～22：00
休日・夜間急患診療所　  47-0823
休日急患歯科診療所 　  47-0825
休日・夜間急患調剤薬局  47-0826

● 重症の場合は24時間いつでも
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

保健センター　 保険証

事業名 対象・実施日など

4か月児健診 平成23年12月生
12・17・27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22年9月生　
6・10・19日

2歳児歯科
健診

平成22年3月生　
13・25日

3歳児健診 平成20年9月生
5・20・26日

いきいき親子
育児相談 保健センター

親子心理
カウンセリング

就学前の親子
（電話申込制）

4月の健康診査などの予定
詳しくは、健康カレンダーをご覧くださ
い。
● 赤ちゃんのための健診・相談など

● 大人のための相談
すこやか健康相談（電話申込制）
4月19日㈭ 午前

● 禁煙チャレンジ
たばこは必ずやめられます。保健師が
面接や電話などであなたの禁煙チャレ
ンジを応援します。まずは電話でお問
い合わせください。

麻しん風しん予防接種は2回接種です。
平成23年度、まだ予防接種を受けてい
ない次のかたは、3月31日㈯までに接種
を受けてください。4月1日㈰以降は有
料になります。
● 第2期（小学校就学前年長児）

平成17年4月2日～
平成18年4月1日生まれのかた

● 第3期（中学1年生）
平成10年4月2日～
平成11年4月1日生まれのかた

● 第4期（高校3年生相当）
平成5年4月2日～
平成6年4月1日生まれのかた

次のかたは、3月25日㈰から平成25年
3月31日㈰まで予防接種を受けること
ができますので、なるべくこの春休み中
に接種を受けてください。
● 第3期（小学6年生）

平成11年4月2日～
平成12年4月1日生まれのかた

● 第4期（高校2年生相当）
平成6年4月2日～
平成7年4月1日生まれのかた
取扱医療機関

健康カレンダー参照。
母子健康手帳、第3･4期は予診票

接種前に、医療機関にお問い合わせく
ださい。

麻しん (はしか)風しん予防接種

● ダイナシティ・イースト
3月20日㈷・24日㈯
10：00～12：00
13：00～16：00

献血 5月
16日

㈬

・オリエンテーション
・衛生的な調理と食中毒予防
・私たちを取り巻く食生活の現状

6月
13日

㈬
・健康づくりと食生活
・口腔ケアと食事

7月
17日

㈫

・運動習慣の効果、市民体操の
紹介

・食育推進計画と実践活動
8月

21日
㈫

・食生活と栄養の基礎知識
・調理実習❶～生活習慣病予防

9月
14日

㈮

・ライフステージ別健康づくり
　（乳幼児期から思春期）
・調理実習❷～子育て世代

10月
10日

㈬

・ライフステージ別健康づくり
　（20・30代・妊産婦）
・調理実習❸～単身者（若い女性）

11月
14日

㈬

・ライフステージ別健康づくり
　（壮年期から高齢期）
・調理実習❹～健康長寿

12月
7日
㈮

・小田原市食生活改善推進団
体の活動

・調理実習❺～地場産の食材
・修了式（13：00～14：00）

食生活を見直したいかた、料理が好きな
かた、食育に興味のあるかた、健康づくり
をしたいかたなど、一緒に楽しく学びま
しょう。男性もぜひお申し込みください。

講座全8回（約25時間）の予定

1～3回目　9：30～12：00
4～7回目　9：30～13：00
8回目　　10：00～14：00
保健センター

（初回のみ小田原合同庁舎）
次のすべてに該当されるかた
❶市内在住の20～60歳代
❷講座に8割以上出席し、修了証を交

付された後、「小田原市食生活改善推
進団体六彩会」の会員になり、ボラン
ティア活動をしていただけるかた

❸栄養士の免許を持っていないかた
30人・申込先着順
2,500円（調理実習費など）

3回目に集金します。
4月27日㈮までに電話で。

ヘルスメイト（食生活改善推進員）
養成講座のお知らせ

健康カレンダーは1年間保存を

平成24年度版「健康カレンダー」は4月
上旬に自治会を通じてお届けします。ご
家庭に届かないかたは、保健センター、
市役所2階総合案内、タウンセンター、支
所・連絡所、アークロード市民窓口、窓口
コーナーでお受け取りください。
休日夜間の急患診療のお問い合わせ先
など、いざという時の情報も掲載して
いますので、1年間保存してご利用く
ださい。


