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11月4日㈰
早川一夜城きらめき早川一夜城きらめき
ガーデン秋まつりガーデン秋まつり
コスモス摘み取り体験コスモス摘み取り体験
農政課　  ☎33-1494
早川活性化推進協議会
　　　　  ☎22-0513
コスモス摘み取り体験は10：00～の
1回のみ。1人1束まで。はさみ持参。
この他、地元団体による模擬店が出
店します。

10：00～15：00  ※小雨決行。
早川一夜城きらめきミニガーデン

10月下旬～11月下旬頃
ざる菊園ざる菊園（久野：鈴木さん宅）（久野：鈴木さん宅）
観光課　　　☎33-1521

ざる菊園　☎34-4925
久野在住の鈴木さんが丹精込めて育
てた、1,500株ものざる菊でいっぱい
の庭を、一般に無料開放します。
11月3日㈷には「菊まつり」を行います。

小田原駅東口2番バス乗り場
から小田原フラワーガーデン
行きバス「ざる菊園前」下車
※公共交通機関をご利用ください。

11月3日㈷～15日㈭
第62回小田原城菊花展第62回小田原城菊花展
観光課　　　☎33-1521

観光協会　☎22-5002
小田原城のミニチュアを小菊で飾った総合
花壇をはじめ、大菊・懸

けん

崖
がい

・盆栽・スプレー
菊・小中学生の作品など、丹精込めて育てら
れた菊花の逸品約700点を展示します。
また、期間中は小田原清香会による「菊づ
くり相談所」が開かれます。

10：00～16：00
小田原城本丸広場
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既存宅地開発許可制度の廃止が
平成26年11月28日まで延長
開発審査課　 33-1442

平成24年9月議会において、既存宅地開
発許可制度を廃止する期日を平成26年
11月28日まで延長する議員提出議案
が可決され、2年間延長することとなり
ました。
なお、市街化調整区域に土地をお持ちの
かたには、10月下旬に既存宅地開発許可
制度の延長のお知らせをお送りします。

固定資産税の減額（長期優良住宅）
資産税課　 33-1371

平成21年6月4日から平成26年3月31
日までの間に、長期優良住宅の認定（建築
指導課 33-1433）を受けて新築され
た住宅は、新築から5年度分（マンション
などの中高層耐火建築物は7年度分）の
固定資産税が120㎡分まで2分の1減額
されます。
適用を受けるためには、新築した年の翌
年1月31日までに申告が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。

平成24年度9月補正予算の概要
財政課　 33-1313

一般会計補正予算（専決処分）の概要一般会計補正予算（専決処分）の概要
● 酒匂川スポーツ広場災害復旧事業費の

計上（2,900万円追加）
6月19日の台風4号により被害を受け
た酒匂川スポーツ広場の災害復旧を行
う必要が生じ、特に緊急を要したため専
決処分としました。

9月補正予算の概要9月補正予算の概要
● 一般会計補正予算
（6億281万円追加）

● 競輪事業特別会計補正予算
（3,108万4千円追加）

● 介護保険事業特別会計補正予算
（1,497万5千円追加）

この結果、全会計の予算額は、1,370億
8,195万8千円となりました。

補正予算の主な内容は、次のとおりです。
一般会計一般会計
● 危険な塀撤去、耐震診断、耐震補強工事

の補助金の増額
● 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

サービス状況を情報共有するための携
帯端末などの整備費補助金の計上

●「障害者虐待防止法」（10月から施行）
の啓発費の計上

● 精神障害者保健福祉手帳１級を所持
する者の通院（平成25年1月診療分か
ら）に係る医療助成費の計上

● 住宅用太陽光発電システムの設置に対
する補助金の増額

● 地域農業の「未来の設計図」となる「人・
農地プラン」作成費の計上

● 八幡山古
こ

郭
かく

東曲
くる

輪
わ

（城山地区）の史跡指
定された用地取得費の計上

● テニスガーデン南側人工芝（8面）の張
替等改修費の計上

● 国府津プール改修設計費の計上

また、「寄附者一覧」のとおりご寄附をい
ただきましたので、そのご意思を生かせ
るように、各基金に積み立てます。
寄附者一覧（敬称略）寄附者一覧（敬称略）
● ふるさと文化基金寄附金
（合計36万3,822円）

○ 山
やま

吹
ぶき

流
りゅう

寿
す

三
み

翁
おう

会
かい

○ 小田原カラオケ連合会
○ 小田原太極拳同好連合会

● 社会福祉基金寄附金（合計2万円）
○ 小田原盆栽愛好会

● ふるさとみどり基金寄附金
（合計17万868円）

○ あいおいニッセイ同和損害保険㈱
○ 小田原庭園業組合
○ 匿名

全国都市交通特性調査
（小規模調査）にご協力ください

国土交通省都市局都市計画課都市計画調査室
調査実施本部　 0120-080-326
都市政策課　　 33-1267

国土交通省では、全国の都市交通の特性
や経年変化を把握するため、本市をはじ
めとする16都市と協力して、人の動き
に関する交通実態調査を実施します。
市内から無作為に抽出した約2,500世
帯のご家庭に調査票を郵送しますので、
ご協力をお願いします。

税務署合同年末調整等説明会
市民税課（給与支払報告書） 33-1354
小田原税務署（年末調整・法定調書）

35-4511

小田原地区の事業所を対象に年末調整の
方法と法定調書･給与支払報告書の作成
方法の説明会を開きます。

11月8日㈭13：30～16：00
けやき2階ホール
用紙配布は30分前から。
別地区の説明会については、小田原税
務署までお問い合わせください。
お車でのご来場はご遠慮ください。

平成25・26年度競争入札
参加資格認定申請
管財契約課　 33-1324

平成25・26年度競争入札参加資格の定
期申請を受け付けます。市が発注する工
事や物件の買い入れ、委託などの競争入
札に参加する資格です。

11月30日㈮までに、｢かながわ電子
入札共同システム｣の資格申請システ
ムにより申請。
http://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/

認定期間
平成25年4月1日～平成27年3月31日

公的年金からの住民税特別徴収
市民税課　 33-1351

65歳になったかたを対象に、10月支給
分の公的年金から住民税（市県民税）の
特別徴収（天引き）が始まります。これ
は法令に基づく納付方法の変更で、年税
額が増えるものではありません。また、
特別徴収される税額は、公的年金などに
かかるものです。対象となる年金は、老
齢または退職を支給事由とする年金（老
齢基礎年金または老齢年金・退職年金な
ど）です。

10月の納税
納付関係…市税総務課　 33-1345
課税内容…市民税課　　 33-1351

10月31日㈬は、個人市民税・県民税（第
3期）の納期限です。納期限までに納税
してください。
なお、口座振替をご利用のかたは納期限
の前日、10月30日㈫までに預貯金残高
をご確認ください。

土・日曜日、祝日の納税には、マロニ
エ住民窓口・アークロード市民窓口、
またはコンビニエンスストアをご利
用ください。

かながわ若者就職支援センター
「若者のための働き方相談」

産業政策課　 33-1514

就職活動の悩みや不安に、キャリアカウ
ンセラーがアドバイスをします。応募書
類の添削や面接練習もできます。

求人の紹介はしません。
11月2日㈮ ❶10：00～、❷11：00～
❸13：00～、❹14：00～、❺ 15：00～
❻16：00～（1人1時間程度）
市役所
30歳代までのかた6人･申込先着順
直接または電話で。
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お知らせ 10月15日㈪～21日㈰は
行政相談週間
地域安全課　 33-1383

総務大臣から委嘱された行政相談委員が、
国の行政機関などの業務に関する苦情や要
望などをお聞きし、解決をお手伝いします。

毎月第3木曜日13：30～16：00
市役所2階地域安全課

行政相談委員
瀬戸　　勇

いさむ

　 47-7554
田中　幸

さち

子
こ

　 37-0892
鈴木　祥

さち

子
こ

　 37-8848
田中　篤

あつ

男
お

　 34-8990

共同募金運動実施中
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

赤い羽根共同募金･年末たすけあい募金
は、身近な地域の福祉を支援するための
募金です。街頭、自治会、職場、学校など
で、ぜひ募金にご協力をお願いします。

12月31日㈪まで

小田原地方交通安全
総ぐるみ大会
地域安全課　 33-1396

小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町での
交通事故を防止し、交通安全意識の啓発
を図るために、「小田原地方交通安全総ぐ
るみ大会」を開きます。
地域や事務局などで交通安全活動に取り
組まれているかたへの表彰や、神奈川県
警察音楽隊の演奏も行われます。

11月13日㈫17：00～19：00
けやき2階ホール

耕作放棄地再生モデル事業
農政課　 33-1494

増加する耕作放棄地を解消するモデル事
業として、ボランティアによる草刈り、
片付けなどの軽作業を行います。参加者
には、再生された農地で、来年の春頃収穫
予定の野菜などがプレゼントされます。

11月24日㈯9：30～15：00
市内耕作放棄地
詳しくは、11月1日㈭以降に市ホーム
ページをご覧ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/

統計グラフコンクール入賞者
総務課　 33-1295

市内小･中学生を対象に統計グラフコン
クールを行いました。作品377点が寄
せられ、37点が入賞しました。入賞作
品は県コンクールに出品します。
各部金賞受賞者各部金賞受賞者
小学1・2年生の部（以下、敬称略）

栁川萌
もえ

花
か

（富士見小）
小学3・4年生の部

勝俣翔吾（千代小）　小川萌（久野小）
小学5・6年生の部

山崎真
ま

有
ゆ

佳
か

（報徳小）　
松田美

み

紅
く

･松田美
み

桜
お

（千代小）
中学生の部

小泉沙
さ

耶
や

香
か

（千代中） 小島遥
はる

花
か

（鴨宮中）
香川直

なお

幹
き

（千代中）　内野友
とも

裕
ひろ

（泉中）
山
やま

縣
がた

佳奈（泉中）

県最低賃金改定
神奈川労働局労働基準部賃金課
　　　　　　 045-211-7354
産業政策課　 33-1514
10月1日から県最低賃金は、時間額
849円（改定前836円、13円引き上げ）
に改定されました。
県内のアルバイト ･パートを含むすべ
ての労働者に適用されます。

交通安全ポスターコンクール
入賞者と入賞作品
地域安全課　 33-1396

市内の小･中学校
か ら327点 の 作
品が寄せられま
した。市長賞など
各団体長賞の受
賞 者 は、11月13
日㈫に開かれる

「小田原地方交通
安全総ぐるみ大
会」で表彰します。

● 市長賞（以下、敬称略）
菊地理

り

子
こ

（富士見小4年）
● 警察署長賞

富田純一（白鷗中2年）
● 交通安全協会長賞

入江百
もも

花
か

（矢作小2年）
● 安全運転管理者会長賞

古津清正（酒匂小1年）
● 教育委員会教育長賞

木村友
ゆう

哉
や

（千代中1年）
この他にも優秀賞12人、優良賞21人が
選ばれました。

▲市長賞

教育委員の任命
教育委員長、職務代理者の選任
教育総務課　 33-1671

任期満了に伴い、市議会の同意を得て和
田重宏さんと山口潤さんを教育委員に任
命しました。任期は10月1日から4年間
です。
また、教育委員会９月定例会で、教育委員
長に和田重宏委員を選任し、委員長職務
代理者に山田浩子委員を選任しました。
任期は10月1日から1年間です。

▲教育委員長
　和田重宏さん

▲委員長職務代理者
　山田浩子さん

▲教育委員
　山口潤さん

平成25年度放課後児童クラブ
青少年課　 33-1723

❶入所を希望する児童クラブの小学
校区に住む、小学1～3年生の児童

❷保護者の就労または長期疾病など、
市が定める入所要件を満たす児童

10月24日㈬～11月22日㈭に、申請書
類に必要事項を書いて、添付書類を添え
て、直接または郵送で。書類の配布、
提出は青少年課または各児童クラブで。
継続する際も、手続きが必要です。
審査の結果、または定員超過により入
所できない場合があります。

不登校出張相談会
教育相談指導学級マロニエ教室

　　　　　　 45-1188
教育指導課　 33-1685

専門家と個別に相談ができます。
11月22日㈭13：00～17：00

（1回50分）
マロニエ
4組･申込先着順

カウンセラー
登校拒否文化医学研究所
臨床心理士　高橋良

よし

臣
おみ

さん
教育指導課心理相談員  赤田彩子
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児童プラザラッコ・マロニエ
子育て支援センターの臨時休館
子育て政策課　 33-1874
マロニエ子育て支援センター
　　　　　　　 48-8698

床面の補修を行うため、臨時休館します。
10月19日㈮～22日㈪

人権を考える講演会
人権・男女共同参画課　 33-1755

我が子を犯罪者にしないための子育て方
法や、ネット社会における子育てをテー
マに、元警視庁警察官で子育てアドバイ
ザーの幸

こう

島
じま

美智子さんをお招きします。
11月19日㈪13：30～15：00
けやき2階ホール
450人･当日先着順
手話通訳･要約筆記有り。

合併処理浄化槽整備補助金
環境保護課　 33-1483

合併処理浄化槽設置費用の一部を助成し
ます。

下水道事業認可区域外（市街化調整区
域など）で、平成25年3月31日まで
に、単独処理浄化槽または、くみ取りト
イレから合併処理浄化槽に転換する
かた（建築確認申請を伴わないもの）
  5人槽　332,000円
  7人槽　414,000円
10人槽　548,000円

酒匂川の土手に花を植えよう
～環境再生プロジェクト～

環境政策課　 33-1472

ごみのない環境づくりを目指して、マツバ
ギクの植栽を行います。

10月20日㈯9：00～10：30
雨天の場合、11月4日㈰に延期。

酒匂川左岸小田原大橋の下
公共交通機関をご利用ください。

汚れてもよい服装、滑りにくい靴、帽子
軍手、園芸用シャベルは任意でご用
意ください。

10月17日㈬までに電話で。

省エネナビを貸し出します
環境政策課　 33-1472

電気使用量の「見える化」により省エネが
期待できる、省エネナビを使いましょう。

12月～平成25年2月（3か月間）
市内在住で省エネに興味のあるかた、
契約電力が75Ａ

アンペア

以下のかた15台･申
込先着順
10月30日㈫までに。
個別の電化製品の消費電力が分かる
ワットアワーメーターも貸し出します

（3台･申込先着順）。

11月11日㈰は
全市一斉美化清掃の日
環境保護課　 33-1486

自治会総連合では、市と協力して毎年
11月の第2日曜日を「全市一斉美化清掃
の日」としています。
皆さんの家の周りをきれいにしましょう。
実施基準日　11月11日㈰

自治会によって、日程が異なる場合が
ありますので、回覧でご確認ください。

11月は児童虐待防止推進月間
子育て政策課　 33-1454

11月は児童虐待防止
推進月間です。
オレンジリボンは「児
童虐待防止」のシンボ
ルです。
児童虐待に関する相談件数は依然とし
て増加しており、子どもの生命が奪われ
るなど重大な事件も後を絶ちません。
児童虐待の発生予防、早期発見・早期対
応にご協力ください。
虐待と疑われることがありましたら、子
育て政策課までご相談ください。

児童虐待防止推進月間の標語
「気づくのは あなたと地域の こころの目」

女性に対する暴力をなくす運動
人権・男女共同参画課　 33-1725

11月12日㈪から、「女性に対する暴力
撤廃国際日」である11月25日㈰までの
2週間は、女性に対する暴力をなくす運
動期間です。
● 女性の人権ホットライン強化週間

～一人で悩まずご相談を～
DVやセクハラなど女性に関わる心配
ごとや困っている問題について、電話
でご相談ください。

11月12日㈪～18日㈰
8：30～19：00

（土･日曜日は10：00～17：00）
横浜地方法務局・神奈川県人権擁護
委員連合会　 0570-070-810

● DV防止パネル展
11月10日㈯～25日㈰
10：00～17：00

（最終日は15：00まで）
おだわら女性プラザ

（栄町1-14-41音羽プラーザビル2階）
● パープルリボンプロジェクト

期間中、女性への暴力根絶を願い、
紫色のリボンをつけるキャンペー
ンを行います。市役所ロビー、おだ
わら女性プラザなどでパープルリ
ボンを配布します。

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
か14：00～19：00など）

常勤:時給970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。

生涯学習講座情報
～キャンパスおだわらコーナー～

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。

【学習講座】【学習講座】
情報紙10月号に掲載のおすすめ講座
を紹介します。申し込みなど、詳しく
は、情報紙をご覧ください。
● 歴史デビュー「小田原城物語」

ダイジェスト版『城郭編』
11月10日㈯10：00～12：00
けやき２階大会議室

【学習情報】【学習情報】
「キャンパスおだわら情
報誌」は、旬な学習講座
の情報が満載です！市
内公共施設などで入手
できますので、ホーム
ページと併せてご活用
ください。

http://www.campusodawara.jp/
【公募型市民企画講座を募集】【公募型市民企画講座を募集】
市民の皆さんやサークル・団体などの
皆さん自身が企画・運営して、学習希望
者に提供する講座を募集します。

キャンパスおだわら事務局 33-1890 
けやき　　　　　　　   33-1871
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お知らせ 国民年金保険料の控除証明書
小田原年金事務所  22-1391

保険課　　　　　　　 33-1867

国民年金保険料は、全額が社会保険料控
除の対象です。年末調整や確定申告で国
民年金保険料を申告するための「社会保
険料（国民年金保険料）控除証明書」が、
11月上旬に日本年金機構から送付され
ます。

10月1日以降に、今年初めて国民年
金保険料を納付されたかたには、平成
25年2月上旬に送付される予定です。

10月は臓器移植推進月間です
健康づくり課　 47-0820

自分が最期を迎えたときに誰かの命
を救うことができるかもしれません。
自分の意思を尊重するためにも、臓器移
植について考え、家族と話し合い、「提供
する」「提供しない」、どちらかの意思を
示しておくことが大切です。
臓器移植意思表示カードは、保健セン
ターの他、マロニエ、いずみ、支所・連絡
所、窓口コーナーにあります。ぜひご利
用ください。

市立病院の診療費のクレジット
カード払いが可能に
医事課　 34-3175

診療費は、11月1日㈭からクレジット
カードで支払いができるようになりま
す。なお、支払いの際には、カードの暗証
番号の入力が必要となります。
● 利用できるカードブランド

VISA、Maste r、JCB、Dine rs、
American Expressのロゴが記載さ
れているクレジットカードなど

● 利用できる時間帯
原則24時間

市立病院の受診
医事課　 34-3175

❶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（呼吸器内科は、要予約）
● 総合診療科
● 心身医療科（要予約）
● 耳鼻いんこう科
● 整形外科
● 心臓血管外科（要予約）
● 泌尿器科（他の医療機関にかかりつ

けの場合）
❷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。

❸夜間も外来会計ができます
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。
❶❷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。

改正国民年金法・
年金機能強化法の公布

厚生労働省年金局事業管理課
03-3595-2811

日本年金機構　　 0570-05-1165
保険課　　　　　  33-1867

平成24年8月22日に年金機能強化法な
どが公布されました。詳しくは、厚生労
働省または日本年金機構へお問い合わせ
ください。
❶老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済

年金、寡婦年金などの受給資格期間が、
従来の25年から10年に短縮

❷遺族基礎年金の受給権者が、子を有す
る妻から、子を有する配偶者に拡大

❸厚生年金被保険者の対象範囲が、所定
労働時間週20時間以上、継続して1年
以上の雇用見込み、報酬月額88,000
円以上に拡大（ただし、当分の間、従業
員500人以下の事業所で、所定労働時
間が通常の4分の3未満は適用除外）

❹厚生年金保険料などについて、産前産
後休業期間中は、申し出により、事業主
負担と本人負担とも免除

❺基礎年金の国庫負担2分の1を維持す
るため、所要の安定財源確保

❻共済年金を厚生年金に統合
❼60代前半の公務員退職者に係る老齢

厚生年金の支給調整額を46万円から
28万円に引き下げ

❽70歳以上の在職者に係る老齢厚生年
金の支給停止措置の適用除外の廃止

❾2つ以上の種別の被保険者であった場合
は、当該期間を合算し、20年以上になる場
合は、老齢厚生年金に加給年金額を加算
❿2つ以上の種別の被保険者であった場

合は、当該期間を合算し、20年以上に
なる場合は、遺族厚生年金に中高年寡
婦加算額を加算
⓫遺族恩給、遺族共済年金の転給制度の廃止
施行日　❷、❺平成26年4月1日

❸平成28年10月1日
❹2年以内に政令で定める日
その他は平成27年10月1日

精神保健福祉活動展示
障がい福祉課　 33-1467

精神科医療機関や精神障がい者団体、事
業所、関連機関、個人などによる展示活動
発表を行います。
近年増加している「こころの病」につい
て、活動展示を通じて理解を深め、そのか
たたちを取り巻く環境を学びましょう。

10月25日㈭～31日㈬
8：30～17：15
市役所2階市民ロビー

手話通訳者･要約筆記者の派遣
障がい福祉課　 33-1467
　　　　　　　 33-1317

聴覚に障がいをお持ちのかたに、手話通
訳者･要約筆記者（手書き ･パソコン）を
派遣する事業を行っています。
病院の受診、行政相談など、日常生活や社
会におけるコミュニケーションが円滑に
行われるよう、支援しています。

公的年金等の受給者の
扶養親族等申告書

日本年金機構　 0570-05-1165
小田原年金事務所 22-1391
保険課　　　　　 33-1867

10月下旬までに、老齢年金受給者のう
ち、受給額が65歳未満で108万円以上、
65歳以上で158万円以上のかたに、日本
年金機構から「公的年金等の受給者の扶
養親族等申告書」をお送りします。期限
までに日本年金機構へご提出ください。
期限までにご提出いただくと、源泉徴収
の際に各種控除の適用を受けられ、源泉
所得税が軽減されます。扶養親族がいな
くても、この申告書を提出すれば基礎控
除を受けることができます。
退職共済年金または厚生年金基金を受給
されているかたは、共済組合または厚生
年金基金にお問い合わせください。

農産物の放射性物質濃度検査結果
農政課　 33-1494

県が市内のみかん、米の放射性セシウ
ムを検査し、安全性が確認されました。
❶みかん：5.3ベクレル（合計値）
❷米：検出限界値未満

一般食品の基準値：100ベクレル /kg
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認知症を知る講座
高齢福祉課　 33-1864

認知症の症状を知り、認知症のかたやそ
の家族を温かく見守りましょう。

❶10月24日㈬、❷11月16日㈮
10：00～12：00
❶下中老人憩いの家（小船672）
❷マロニエ2階集会室203
市内在住･在勤･在学のかた30人･申
込先着順
❶10月23日㈫まで、❷11月15日㈭
まで。

上手につきあう糖尿病
健康づくり課　 47-0820

糖尿病予防のための調理実習と糖尿病薬
についての薬剤師による教育講演です。

11月11日㈰
❶10：00～12：30
❷13：00～15：00
保健センター
❶調理実習、❷教育講演
❶35人、❷200人・申込先着順
横須賀共済病院薬剤科 土井路子さん
11月5日㈪までに電話で。
小田原地区糖尿病週間行事実行委員会

病院ボランティア講座
社会福祉協議会　 35-4000

福祉政策課　　　　  33-1861

病院内で受付などの案内をするボラン
ティアを育成する講座です。車イス介助
法、病院ボランティアとしての接し方を
学びます。

11月2日～12月7日の毎週金曜日
10：00～12：00（全5回、23日を除く）
社会福祉センター 他
終了後活動できるかた20人･申込先
着順
13円（保険料）

お口の健康教室
高齢福祉課　 33-1825

全身の健康のためにも口腔
くう

ケアは大切です。
❶11月12日㈪、12月10日㈪、

平成25年1月15日㈫、2月18日㈪
❷11月14日㈬、12月12日㈬、

平成25年1月16日㈬、2月20日㈬
❶❷共通　 4回で1コース。

10：00～12：00
❶梅の里センター、❷西湘老人ホーム
市内在住のおおむね65歳以上のか
た15人程度・申込先着順
歯科医師、歯科衛生士

市立病院職員（平成25年度採用）
経営管理課　 34-3175

12月2日㈰
採用職種　作業療法士、助産師、看護師

作業療法士は2次試験（平日）有り。
受験資格　職種により受験資格が異なり

ます。詳しくは、市立病院ホームペー
ジで、またはお問い合わせください。
11月26日㈪までに、所定の申込書と
その他必要書類を添付し、直接または
郵送で。
http://www.city.odawara.kanagawa.
jp/hospital/

市立病院看護補助員（臨時職員）
経営管理課　 34-3175

看護師の補助業務、病棟の患者給食の配
膳、シーツ交換などを行う看護補助員を
募集しています。

1,110円～ /時
交替制勤務

❶7：00～15：45、❷10：00～18：45、
❸14：15～23：00

待遇　当院臨時職員の規定による。
申し込み方法など、詳しくは、経営管
理課へお問い合わせください。

家族介護教室
高齢福祉課　 33-1864

介護に関する基礎的な知識や技術につ
いて学ぶ講座です。1回のみの参加も可。

❶11月7日㈬
「介護保険サービスについて」

❷12月5日㈬「認知症について」
❸平成25年1月9日㈬
「排泄

せつ

介助について」
❹平成25年2月6日㈬
「食事介助について」

❺平成25年3月6日㈬
「福祉便利グッズについて」

13：30～15：30
❶、❷マロニエ2階集会室201
❸～❺マロニエ2階集会室202
家庭で高齢者の介護をしている家族
25人･申込先着順
前日までに、直接または電話で。

手話入門講座
社会福祉協議会　 35-4000

福祉政策課　　　　  33-1861

耳の不自由なかたとのコミュニケー
ションの一つである手話を手話サーク
ル松の会と一緒に学びましょう。

11月1日～29日の毎週木曜日
10：00～11：30（全5回）
社会福祉センター4階講堂
20人･申込先着順
手話サークル松の会
11月1日㈭は、県聴覚障害者福祉セン
ター所長黒﨑さんの特別講演会です。

認知症の介護者を支援する会
「おだわら家族会」のお誘い

高齢福祉課　 33-1864
小田原保健福祉事務所保健予防課
　　　　　　 32-8000（内線3244）

認知症のかたを介護する家族の集いの
場です。同じ立場だからこそ話せる、分
かり合える介護の悩みや困りごと。一緒
に語り合いましょう。

毎月第2火曜日10：00～12：00
小田原合同庁舎 4階
小田原保健福祉事務所集団活動室
日時・場所は、変更の可能性有り。

精神障がい者家族教室
小田原保健福祉事務所保健予防課

　  32-8000（内線3243）
　  32-8138
障がい福祉課　 33-1467

精神疾患（主に統合失調症）のあるかたの
ご家族を対象に学習会を開きます。病気
や障がいについての理解を深め、対応方
法を学びましょう。

❶10月17日㈬
「病気の理解」
～統合失調症ってどんな病気？～

❷10月31日㈬
「治療とリハビリテーション」
～薬と作業療法のはなし～

❸11月13日㈫
「家族の関わり方の工夫」
～対応のポイント～

❶～❸共通
14：00～16：00
小田原合同庁舎2階2G会議室
各30人・申込先着順
各開催日の前日までに、小田原保健
福祉事務所保健予防課に、電話また
はファクスで。

学校給食物資の納入業者
保健給食課　 33-1693

12月3日㈪～14日㈮
土･日曜日は除く。

生鮮物資全般･調味料･乾物類 他
保健給食課にある申請用紙に必要事
項を書いて、直接または郵送で。



7 日時 期間 時間 場所 内容 対象 定員 費用（記載のないものは無料） 持ち物  記号一覧おだわらいふ   10/15号 10/15▶11/14

こ
ど
も

健
康

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

相
談

募
集

お
知
ら
せ

募集
平成24年度短期労働講座

（県西地域）
県かながわ労働センター湘南支所

　  0463-22-2711（内2517）
　  0463-21-2848
産業政策課　 33-1514

❶11月6日㈫
「労働契約の締結と解雇・雇止め」

❷11月9日㈮
「就業規則と賃金」

❸11月13日㈫
「労働時間、休日、年次有給休暇」

関東学院大学法学部教授
山下幸司さん

❹11月16日㈮
「仕事と家庭の両立を支える法律知識」

(独)労働政策研究・研修機構研究員
内藤忍

しの

さん
❶～❹共通

18：30～20：30
小田原合同庁舎2階2E会議室
50人･申込先着順
県かながわ労働センター湘南支所、
小田原市、小田原箱根商工会議所

市営住宅入居者
建築課　 33-1553

申し込みには所得制限があり、市税の滞納
がないこと、市内に1年以上在住、単身者
の年齢制限など一定の資格が必要です。
募集予定戸数　約20戸
家賃　住宅の築年数や間取り、入居する

世帯の所得で毎年度決定
敷金　 入居時の家賃の3か月分

風呂がま・浴槽設置は入居者負
担（浅原住宅を除く）。

公開抽選　11月中旬（予定）
入居手続き　連帯保証人1人の印鑑登録

証明書、所得証明などの書
類を提出

入居許可日　 平成25年1月1日㈷
鍵渡しは12月下旬。

申込用紙　10月24日㈬から市役所、タ
ウンセンター、支所･連絡所、
窓口コーナーで配布

申込期間　11月1日㈭～6日㈫
8：30～17：00

3日は12：00まで、4日は受付不可。
申込用紙に必要事項を書いて、住民票
や所得の証明など必要書類を添えて、
本人または入居家族が直接。受付審
査があります。
次回の募集は来年6月です。

プチボラから始めましょ！
～市民活動入門講座～

市民活動サポートセンター  22-8001
地域政策課　　　　　　  33-1458

日常生活の中で気軽にできる「プチボラ
ンティア」についての4回連続講座です。

11月17日㈯･23日㈷、12月1日㈯･8日㈯
14：00～16：00（全4回）
マロニエ
25人･申込先着順　 1,600円
10月16日㈫から、電話または市民活
動サポートセンターホームページで。
http://odasapo.net/

「ワタシ時間」の作り方
タイムマネジメント講座

人権･男女共同参画課　 33-1725

自分らしい充実した毎日のために、1日
をムリなくムダなく過ごすコツを学ぶ
女性のための講座です。

11月14日㈬10：00～12：00
いずみ2階集会室201
市内在住･在勤･在学の女性20人･申
込先着順
未就学児の託児は、11月9日㈮までに
予約してください。おやつ代などと
して100円がかかります。

「介護ですりへらない！
ひとりでがんばらない介護」講座

人権･男女共同参画課　 33-1725

壮絶な介護経験をもとに、「ひとりでが
んばらない介護」を提唱する、野原すみ
れさんの講演です。

11月8日㈭13：30～15：30
けやき2階大会議室
市内在住･在勤･在学のかた30人･申
込先着順
未就学児の託児は、11月2日㈮までに
予約してください。おやつ代などと
して100円がかかります。

女性とパソコン講座（入門編）
人権･男女共同参画課　 33-1725

11月28日㈬～30日㈮
10：00～15：00（全3回）
日立IA小田原研修センタ（国府津）
ワード ･エクセルの基本操作
市内在住で、再就職や地域での活動を
希望し、全日程参加できるパソコン初
心者の女性15人･多数選考
11月9日㈮までに、はがきに「女性と
パソコン講座希望」･郵便番号･住所･
氏名･年齢･電話番号･簡単な志望動機
を書いて郵送で。1人1枚のみ。

青少年相談センター「親子講座」
～親子のよりよい関係作り～

青少年相談センター　 23-1481

ビデオを見たり、ロールプレイ（演習）を取
り入れ、参加者同士の意見も聞きながら、
ゆっくり、楽しく学び合います。

10月29日㈪10：00～12：00
青少年相談センター

（城山4-2-11）
小学生以上の子どもの保護者10人･
申込先着順
前日までに、直接または電話で。

探検！発見!!小田原の自然
～小・中学校理科副読本
　「小田原の自然」活用講座～

教育指導課　 33-1730

「小田原の自然」を使って、小田原の植物
や生き物、地質などを学ぶ講座です。

11月3日㈷8：30～11：30
下曽我（弓張の滝）
集合　JR下曽我駅
 「小田原の地質・地形を調べよう」
小学4年～中学3年生とその保護者、
または教職員 50人･申込先着順
10月26日㈮までに電話で。

不登校教育セミナー
「不登校からの出発
～体験者を招いて～」
教育指導課　 33-1685

お子さんとの関わり方について有意義
な話を聞きましょう。

11月8日㈭14：00～16：00
マロニエ3階集会室301
児童･生徒の保護者50人･申込先着順
登校拒否文化医学研究所
臨床心理士　高橋良臣さん
教育相談指導学級マロニエ教室

（ 45-1188）に電話で。

青少年相談員
青少年相談センター　 23-1481

青少年やその家族からの相談、または
必要な支援 他
臨床心理士などの資格をお持ちのかた、
または相談員の実務経験のあるかた

勤務条件　原則週4日（9：00～17：15）
書類審査、面接
月額206,000円（交通費含む）
11月9日㈮までに、800字以内で「青
少年に関する家族からの相談を受け
る時に大切なこと」の小論文と、履歴書

（顔写真付き）を直接、または郵送で。
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犬のしつけ教室
環境保護課　 33-1481

小田原獣医師会との共催による、犬のし
つけ教室を開きます。

11月17日㈯・18日㈰
❶10：00～11：30、❷13：30～15：00
マロニエふれあい広場
混合ワクチン、狂犬病予防注射接種済
みの1歳までの犬・各回20組
1組2,000円
岸良

りょう

磨
ま

さん（ドッグライフプランナーズ）
小田原獣医師会の各動物病院に電話で。
http://odawara-va.main.jp/

植物観察会
小田原の植物研究会　 42-2278

環境保護課　　　　　　  33-1481

❶函
かん

南
なみ

原生林（自家用車利用）
11月10日㈯8：00～18：00
集合　小田原駅西口（周辺の駐車場

へ駐車してください）
❷洒

しゃ

水
すい

の滝
12月8日㈯9：00～16：00
集合　山北駅

❶❷共通
20人・申込先着順  100円（保険料）
開催日の1か月前から電話で。

酒匂川水系上流の河川状況
～不安定な要因を探る～

酒匂川水系保全協議会事務局
（環境保護課内）　 33-1481

足柄平野を悠々と流れる酒匂川も上流
に目を向けると、広大な富士山麓や西丹
沢山塊から流れ出た水が狭あいな谷間
に集められ、不安定な河川状況に変貌し
ます。その要因を考えてみましょう。

10月30日㈫14：00～15：30
けやき2階大会議室
40人･申込先着順
山北町の環境を考える会

植林とバーベキュー会
農政課　 33-1491

久野から箱根へとつながるハイキング
コース｢奥和

わ

留
る

沢
さわ

みはらしコース｣の周
りに植樹をし、昼食はみんなでバーベ
キューとぼたん鍋を楽しみましょう。

11月11日㈰9：00～15：00
奥和留沢
集合　和留沢公民館（久野4870）
30人･申込先着順
1,500円（昼食･苗木代）
美しい久野･里地里山協議会

募集

地球市民フェスタ2013参加者
文化政策課　 33-1703
　　　　　　 33-1526

平成25年2月24日㈰10：00～16：00
マロニエ
❶自国の紹介（外国籍のかた）
❷世界の歌と踊り、❸世界の味
❹展示・体験
❺運営サポートスタッフ
❶～❹は11月15日㈭まで、❺は平成
25年1月7日㈪までに、参加申込書を
直接、郵送またはファクスで。
詳しくは、市ホームページで。

小田原市民写生会
西相美術協会（庄野）　 23-3716
文化政策課　　　　　 33-1709

11月10日㈯8：00～17：00
沼津市内浦
集合 小田原駅西口7：50 小雨決行。
40人･申込先着順
3,000円 当日の不参加は全額負担。
昼食
はがきに住所･氏名･電話番号を書い
て郵送で。
〒250-0013 南町1-7-28
西相美術協会　庄野満子

いこいの森木工教室
～竹馬づくり～

いこいの森　 24-3785

竹馬づくりに挑戦後、練習したり競争し
たり。自分で作った竹馬で遊びましょう。

11月11日㈰❶9：30～、❷13：30～
いこいの森　 各回5組・申込先着順
1組800円
別途駐車場代500円がかかります。

間伐＆工作教室
環境政策課　 33-1472

水源林に親しむため、間伐と山北産の木
材でマイ箸

はし

作りを行います。
11月11日㈰9：00～17：00
山北町川西の森林（貸し切りバスで移動）
集合  小田原駅西口（北条早雲公像前）
小学4年生以上50人・申込先着順

小学生は保護者同伴。
500円（材料費、保険料 他）

別料金で箸に漆を塗ってもらえます。
軍手、昼食（注文もできます。豚汁付
きで500円/個）、飲み物、タオル
10月30日㈫までに電話で。
神奈川県西部広域行政協議会環境部会
酒匂川水系保全協議会

協力　山北町森林組合
伝統小田原漆器協同組合

献血

● ダイナシティ イースト
10月20日㈯・27日㈯、11月10日㈯
10：00～12：00、13：00～16：00

● 下曽我市民集会施設
10月16日㈫
10：00～12：00、13：00～16：00

健康づくり課　 47-0820

男性のための料理教室
水産海浜課　 22-9227

魚を使った初心者向け料理を学びます。
11月17日㈯10：00～13：00
保健センター2階調理実習室
28人･申込先着順
500円（材料費など）
筆記用具、エプロン、三角巾、スリッ
パ、食器用布巾2枚、台布巾1枚
10月16日㈫9：00から。

普通救命講習Ⅰ
警防課　 49-4446

新しい蘇
そ

生
せい

ガイドラインに基づいた成
人の心肺蘇生法と AEDの取り扱いにつ
いて学びます。

11月25日㈰9：00～12：00
消防署南分署
市内在住･在勤･在学の中学生以上の
かた20人・申込先着順
10月18日㈭9：00から電話で予約
後、11月15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。

土木遺産認定1周年記念
「荻窪用水と関連施設の散策」

道水路整備課　 33-1548

11月24日㈯9：00～12：00
集合　風祭駅前
風祭駅～萬

ばん

松
しょう

院
いん

～丸塚隧
ずい

道
どう

～山縣水
道水源池～桜田隧道～板橋用水取水口
～煙

えん

硝
しょう

蔵
ぐら

堰
せぎ

取入口～土木遺産記念碑
～荻窪用水溜池跡～日透上人の墓
～水車小屋～市方神社～めだかの学校
～小田原駅西口･解散
60人･申込先着順
小田原ガイド協会が案内します。
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一般 離婚、相続、多重債務など日常生活上の軽易な問題に関する相談 月～金曜日   9：00～11：00
13：00～16：00

心配ごと 家庭や地域で困ったこと、悩みごとに関する相談 毎週月曜日 13：00～15：30
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 13：30～15：30
登記 相続・贈与などの登記手続きに関する相談   8日㈭ 13：30～15：30
人権擁護 嫌がらせ ･名誉き損･プライバシーの侵害などに関する相談 13日㈫ 13：00～15：00
行政苦情 国･県･市への要望や苦情 15日㈭ 13：30～16：00
税務 相続･贈与･譲渡所得税などの税金に関する相談 20日㈫ 13：30～15：30
宅地建物取引 不動産の売買など取引に関する相談 22日㈭ 13：30～15：30

各種相談
市役所2階（土・日曜日、祝日を除く）

マロニエ2階集会室203

●● 市民相談（11月）

●● 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をご相談ください。電話でもお受けします。
月～金曜日（祝日を除く）　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（面接は要予約）　 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。
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

23-1482

ひきこもりや若年無業者（ニート）、不登校などさまざまな問題で悩む子ども、若者(30代
まで )やその保護者からの相談、また、青少年の健全育成を図るための相談をお受けします。

毎週月～金曜日（祝日を除く） 9：00～12：00、13：00～16：00
青少年相談センター（元県立小田原城内高校の北側）

地域安全課　 33-1383

行政書士 相続･遺言、成年後見、各種許認可申請などに関する相談　　  17日㈯ 14：00～16：00

秘密厳守です。お気軽にご相談ください。

相談
公的融資相談・総合相談

小田原箱根商工会議所 23-1811
産業政策課　　　　　　  33-1555

11月6日㈫10：00～16：00
小田原箱根商工会議所1階ホール
年末の事業資金などの融資相談、総合
相談（意匠・特許・労務など）  予約制
市内で事業を営む商工業者
決算書、確定申告書2期分、試算表

創業相談･経営相談（11月）
おだわら街なか起業家支援センター

　　　　　　 23-6660
産業政策課　 33-1555

起業家支援センターの専門職員による創
業や経営に関する無料相談を行います。

事前予約制。
8日㈭・22日㈭17：00～21：00
10日㈯10：00～16：00
14日㈬・28日㈬11：00～17：00

（上記以外の日時でも受付中）
おだわら街なか起業家支援センター

（栄町3-15-11 吹田ビル2階）

巡回特設相談所開設
地域安全課　 33-1383

家庭や近所のことで困ったことや悩み
ごと、国･県・市への要望や苦情、名誉き
損、プライバシーの侵害など、お気軽に
ご相談ください。
行政相談委員、人権擁護委員、民生･児童
委員が親切、丁寧に応じます。

10月17日㈬13：30～15：30
市役所2階展示・広報ロビー
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おだわらスマートシティフェア
環境政策課　 33-1472

10月28日㈰10：00～15：00
ダイナシティウエスト
● 展示

○ 絵画･ポスターコンクール入賞作品
○ 創エネ ･省エネ機器、低公害車など

● ステージイベント
○ 省エネ講座
○ 太陽光パネル設置実演
○ 白井貴子さんステージ
○ 絵画・ポスターコンクール表彰式

同時開催同時開催
市民と市長の交流の場「まちカフェ」

14：15～15：00
ロビンソン小田原店1階キャニオン

テーマ　「再生可能エネルギーを活
用した持続可能なまち小
田原を目指して」

事前意見を10月24日㈬までに、タ
ウンセンター、支所･連絡所などに
おいてあるちらしに書いて、広報広
聴課、タウンセンターに直接。市
ホームページからも投稿できます。
http://www.city.odawara.
kanagawa.jp/
広報広聴課 33-1263
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第2回松永記念館交流美術展
「中川一政-西湘の風土との対話-」

郷土文化館　 23-1377

9：00～17：00　 松永記念館
一般500円、大学・高校生300円
中学生以下無料

ギャラリートーク
10月27日㈯❶13：00～、❷15：00～
各20人・申込先着順
新井人志さん

協力　真鶴町立中川一政美術館

10/27㈯～11/25㈰

青果市場朝市まつり
青果市場管理事務所　 48-1551

青果市場開設40周年を記念して、一般
に市場を開放し、新鮮な野菜･果物を販売
します。ふだんは入れない場所ですので
見学を兼ねて、ぜひご来場ください。

9：00～12：00　 荒天中止。
小田原市公設青果地方卸売市場
野菜・果物の販売、せり体験、模擬店、
珍しい果実の展示など

10/28㈰ 月例イベント

10：00～17：00（展示最終日は
15:00まで） 月曜休館。
音羽プラーザビル2階（栄町1-14-41）

● 交通安全ポスター展
10月23日㈫～11月4日㈰
交通安全母の会連絡協議会

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

HHAATT茶茶
ちゃちゃ

っとっと
人権・男女共同参画課 33-1725

● 千葉記念（ＧⅢ）場外
10月18日㈭～21日㈰　

● 取手（ＦⅠ）場外
10月22日㈪～24日㈬

● 一宮記念（ＧⅢ）場外
10月25日㈭

● 輪太郎くんカップ（ＦⅡ）
10月26日㈮～28日㈰

一宮記念（ＧⅢ）全Ｒ併売
● 大垣記念（ＧⅢ）場外

11月1日㈭～2日㈮
● 小田原ケーブルテレビ杯（ＦⅠ）

11月3日㈷～5日㈪
3日㈷～4日㈰は大垣記念（ＧⅢ）
全Ｒ併売
5日㈪は前橋（ＦⅠ）全Ｒ併売

● 前橋（ＦⅠ）場外
11月6日㈫～8日㈭

小田原競輪開催日小田原競輪開催日
事業課　 23-1101

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。

10月27日㈯、11月10日㈯
9：00～11：30　 見学自由。
二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）

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

●朝市 （売り切れ次第終了）
毎週日曜日　10：00～15：00

●みどりの相談所
毎月第3日曜日　10：00～11：30

●トロピカルドームガイドツアー
毎月第2日曜日　13：30～

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

11月16日㈮14：00～（開場13：40）
「悪魔の美しさ」
（1951年･字幕･97分）
監督  ルネ・クレール
出演  ミシェル・シモン、
　　  ジェラール・フィリップ
120人・当日先着順

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

「ピアノ連弾・フォーレへの憧れ」「ピアノ連弾・フォーレへの憧れ」
10月24日㈬12：20～12：40
市役所2階談話ロビー

（ピアノ）船橋登美子、金平千賀子
曲目 「3つの無言歌」Op.17より1.3番

シシリエンヌ 他（作曲：フォーレ）

昼のミニコンサート昼のミニコンサート
文化政策課　 33-1703

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。

10月20日・27日、11月10日・
17日・24日 毎週土曜日

11月3日㈷はお休みします。
[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

おだわら国際交流ラウンジ
ティーサロン「ハロウィンパーティー」
文化政策課　 33-1703

仮装あり、お菓子ありの楽しい空間で、一
緒にハロウィンを楽しみましょう。
お子さんの参加も大歓迎です！

13：00～15：00
おだわら国際交流ラウンジ
500円（小学生以下、または料理持参
のかたは無料）

ホスト　小田原海外市民交流会

10/28㈰

シンポジウム
「相模湾の環境保全と水産振興」
相模湾水産振興事業団　 22-5989
水産海浜課　　　　　　 22-9227

台風や大雨による河川の増水、洪水が、
川や海の環境や生物に与える影響、その
保全策について考えます。

9：30～15：00
けやき2階ホール
低気圧による集中豪雨と川、海への影
響、酒匂川の環境や生物の変化など

10/31㈬
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リサイクル ･リユースフェア
環境政策課　 33-1471

リサイクル家具の販売やフリーマーケッ
トの他、廃棄物を利用したゲームコー
ナーもあります。ぜひご来場ください。

9：30～11：00 雨天時、フリマ中止。
環境事業センター　 駐車場あり。

販売方法
１点ごとに購入希望者が投票。11:10
から抽選を行い、購入者を決定します。

家具はご自分でお持ち帰りください。

10/20㈯

第55回尊徳祭
尊徳記念館　 36-2381

今年も、二宮尊徳翁の優れた考えや教え
に親しむ講演会や催しを行います。また、
東日本大震災で甚大な被害を受けた相馬
地区の復興を支援する催しも行います。

9：00～17：00
各催しの開催時間は、お問い合わせ
ください。

尊徳記念館、二宮尊徳生家
(＊は事前申込制・申込先着順)

20日㈯20日㈯
●「二宮金次郎とわたし」作文発表会
● ＊報徳の集い　 150人
● こども報徳市とエコたわし販売

21日㈰21日㈰
● ＊報徳記を読もう　 40人
● ＊「報徳塾」公開講座　 150人
● ＊草履づくり体験　 親子40人
● ＊二宮金次郎柴

しば

刈りウォーク
100人

● 報徳市　 ● 抹茶サービス
● 尊徳祭アトラクション

両日両日
● 尊徳生家特別展示といろり燻蒸実演
● 展示室無料開放 他

10/20㈯・21㈰

上府中公園まつり
上府中公園管理事務所　 42-5511
湘南ベルマーレ（横山･勝部）
　　　　　　　　 0463-25-5800

10：00～16：00　 上府中公園
フリーマーケット、湘南ベルマーレス
ポーツフェスタ、親子サッカー教室など
詳しくは、お問い合わせいただくか、上
府中公園ホームページをご覧ください。
http://odawara-jigyo-kyokai.jp/
kouen/

10/20㈯

第28回一夜城まつり
観光協会　 22-5002

観光課　　 　 33-1521

10：00～15：00
石垣山一夜城歴史公園
和太鼓、野

の

点
だて

、甲
かっ

冑
ちゅう

仕舞、出店 他
JR早川駅・箱根登山線箱根板橋駅か
ら会場までシャトルバスを運行

料金：1回大人100円、小学生50円。
9：00～14：50頃まで約20～55
分間隔で運行。

10/21㈰

農業を体験しよう!
黒豆の枝豆収穫体験
農政課　 33-1494

6月に種をまき、7月に定植をした、黒豆
の枝豆収穫体験を行います。自由参加で
すので直接会場にお越しください。

9：00～　 雨天中止。
フラワーガーデン前の畑
1株200円
作業しやすい服装、帽子、飲み物
夢みるみどりの探検隊

10/21㈰･27㈯

フラワーガーデンのイベント
フラワーガーデン　 34-2814

❶フラワーガーデン植物画展
植物の標本画として描かれてきた精密
画、「ボタニカルアート」の展示会。

9：00～17：00（21日は15：00まで）
出展　ボタニカルアートはなな会

❷秋のさつき展
さつき盆栽の展示。即売会も併設。

9：00～17：00（28日は15：00まで）
出展　小田原さつき会

❸かぼちゃのランタン作り
フラワーガーデンハロウィンイベン
トの一環として、本物のかぼちゃをく
り抜いてランタンを作ります。

14：00～　 各日親子10組
❹秋のローズフェスタ

色が濃く、香り
が 高 い 秋 バ ラ
が 見 頃 を 迎 え
ま す。 期 間 中
の土・日曜日は
ロ ー ズ ミ ス ト
作り、ローズソープ作りなど、バラに関
するイベントを開きます。11日㈰は、
マリンバ奏者の鈴木あさみさんによる
演奏もあります。カフェ「ハイビスカ
ス」では限定ローズジュースの販売も
行います。

❺第3回花展
花をテーマにした油彩・水彩画の展示。

9：00～17：00（25日は15：00まで）
出展　フェンネルの会

小田原養護学校「文化祭」
障がい福祉課　　 33-1467
小田原養護学校　 37-2758

「皆が金メダル☆文化祭」のテーマのも
と、文化祭を開催します。児童・生徒の皆
さんの学習の成果をぜひご覧ください。
また、この機会に養護学校を見学し、共に
楽しみ理解を深めてください。

10：00～11：30（20日は14：10まで）
小田原養護学校
公共交通機関をご利用ください。

10/19㈮･20㈯

第22回川東ひかり祭り
川東ひかり祭り実行委員会

　　　　 38-2985
観光課　 33-1521

11：00～19：40
（21日は19：20まで）
鴨宮駅北口商店街
防犯教室、園児遊戯、歌謡ショー、
郷土芸能、ねぷたパレードなど

10/20㈯･21㈰

生涯学習センターフェスティバル
けやき　 33-1881

市内で生涯学習活動を行っているグルー
プが、日頃の活動内容を発表します。合
唱、朗読、楽器演奏、フラメンコなどの舞
台発表や、油絵、写真、木工芸、書道などの
展示発表をします。体験コーナーや模
擬店、子どもたちが楽しめる昔遊びコー
ナーもあります。

10：00～16：00
けやき

10/27㈯・28㈰
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文化財建造物　秋の観覧会
文化財課　 33-1717

「国登録有形文化財」、「小田原ゆかりの優
れた建造物」他、ふだん見られない文化財
建造物を一般公開します。ガイド協会員
の説明もあります。

10：00～15：00
岩瀬家住宅主屋（鴨宮692）、静山荘（南
町3-1-20）、旧古

こ

稀
き

庵庭園（あいおい
ニッセイ同和損保研修所（板橋827））
100円（旧古稀庵庭園のみ）

11/11㈰

社協　粋
いき

☆生
い

きまつり
社会福祉協議会　 35-4000
福祉政策課　　　 33-1861

「つながろう　地域のきずな」をテーマ
に、お祭りを開きます。

9：00～15：30　 雨天決行。
社会福祉センター
OKグランプリ最終審査会、小田原特
産品･東北物産品販売、福祉施設自主
製品販売、模擬店、景品付きのスタン
プラリーなど

11/10㈯

H
ホ ロ

oloH
ホ ロ

olo朝市
障がい福祉課　 33-1467

障がい者の手作り品や、一般公募による
手作り品を朝市で展示即売します。

10：00～15：00　 雨天中止。
上府中公園

出店者募集
10月26日㈮までに、HoloHolo朝
市実行委員会･岩田（ 36-0201）
に電話で。

11/11㈰

弁護士フェスタ
in KANAGAWA2012
横浜弁護士会業務課 045-211-7707
地域安全課　　　 33-1383

今回のテーマは「法教育を知っています
か - 共に生きる社会を目指して-」です。
お気軽にお立ち寄りください。

10：30～17：00
横浜市開港記念会館
法教育をテーマとした劇、パネルディ
スカッションなど

11/18㈰

季節を感じる
TAKUMI＋WAZA展～秋編～

事業協会　 23-6660
産業政策課　　 33-1515

間伐材の寄木細工など、小田原周辺の森
を感じる伝統工芸品を展示します。

10：00～17：00  17日は8：00～。
小田原宿なりわい交流館

寄木模様のものさし作り体験
17日㈯･18日㈰13：00～、15：00～
各15人･申込先着順　 1,000円

11/16㈮～18㈰

夢見遊山いたばし見聞楽
郷土文化館　 23-1377　 板橋秋の交流会実行委員会

松永記念館❶本館2階和室、❷本館前、❸烏
う

薬
やく

亭、❹老
ろう

欅
きょ

荘、❺香林寺、❻松永記念館周辺

日時 場所 内容 他
11
月
10
日
㈯

10：00～11：00 ❶ ☆講演「日本電力業の発展と松永安左ヱ門」
橘
きつ

川
かわ

武郎さん（一橋大学大学院商学研究科教授）

13：00～14：00 ❶ ☆講演「中川一政の美　松永耳
じ

庵
あん

の眼」
角田拓朗さん（県立歴史博物館学芸員）

11
月
11
日
㈰

10：00～11：30 ❷ 大窪地区の小田原囃
ば や

子
し

　 大窪地区子ども会
11：00～15：00 ❸ 庭園呈

て い

茶
ち ゃ

　 1席300円
11：00～ ❹ 「耳庵が愛した味」そば（限定100食）　 1食950円
12：00～13：00 ❷ オカリナ演奏　 オカリナアンサンブル「にじ」

13：00～14：00 ❶ ☆講演「電力王　松永安左ヱ門」
新井恵美子さん（ノンフィクション作家）

14：30～16：00 ❶ ☆劇的朗読「今だから語る松永耳庵Ⅱ」
松川真澄さん（劇的朗読家）、バヤラトさん（馬頭琴演奏家）

16：00～16：45 ❷ 下中座と子ども会お囃子のコラボレーション
16：45～17：45 ❸ 琴演奏　 綾部雅

が

翔
しょう

さん、諸星雅
まさ

彩
あや

さん

17：00～18：00 ❺ ★相模人形芝居下中座特別公演
「坂田金時 怪童丸物語 足柄山の段」

松永記念館周辺催事
11
月
11
日
㈰

10：00～15：00 ❻ 板橋夢散歩ガイド（小田原ガイド協会）
11：00～16：00 ❻ いたばし見聞楽市

16：30～19：00 ❻ 夢灯
とう

篭
ろう

・灯りの回廊

☆ 各40人・申込先着順　★ 80人・申込先着順

ふるさと歴史講座～今年没後70
年となる北原白秋に想いを寄せて～

文化政策課　  33-1709
文化連盟（勝俣）　 34-3939

13：00～15：00
市民会館5階第3会議室

演題　「小田原の歴史・風土・文化から生
まれた白秋作品」

70人･申込先着順
北原白秋研究家 竹村忠孝さん
10月15日㈪8：30から電話で。

11/23㈷

サポセン祭り「は ･に ･わ」
～ は なやかに  に ぎやかに
　　 わ いわいと～
市民活動サポートセンター 22-8001
地域政策課　　　　　　  33-1458

市民活動サポートセンターを利用する各
団体が工夫を凝らして活動紹介をします。

10：00～15：00　 マロニエ
● 実演･体験（甲冑の着付け、映画など）
● 販売（農作物、各種雑貨、小物、焼そば、

たい焼き、菓子など）
● 活動紹介パネル展示
● パフォーマンス（大正琴、朗読など）
● スタンプラリー

同時開催　市民活動紹介パネル展
サポセン祭りのほか、各団体の活動紹介
パネルを展示します。
❶ 11月16日㈮～18日㈰

市民会館1階フロア ･2階展示室
❷ 11月28日㈬～30日㈮

市役所2階市民ロビー
❶❷共通

9：00～17：00
初日は11：00～、
最終日は15：00
まで。

11/11㈰
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イベント

清閑亭イベント清閑亭イベント

❶政財界人の邸園巡りと「小田原花街」
グルメツアー
近代日本を築いた政財界人の邸園巡
りと宮小路の料亭を巡るツアーです。

10：00～15：30
40人･申込先着順
3,000円（昼食･老舗グルメ付き）

❷白秋記念日　歌の散歩道
北原白秋70年忌に、白秋童謡の生ま
れた舞台を巡りソプラノ歌手の橋本
京子さんと一緒に歌います。

10：00～13：30、12：00～15：30
各回25人･申込先着順
2,500円（昼食付き）

❸講演会「明治の扉を開けた女性-瓜
うり

生
う

繁子生誕150年記念茶話会」
小田原で晩年を過ごした日本初の女
子留学生の一人、瓜生繁子生誕150
年を記念した講演会。帰国後ピアノ
教師として活躍した繁子が愛した名
曲も味わいます。

14：00～16：00
40人･申込先着順
1,500円（茶菓子付き）
永井李

り

枝
え

さん（ピアノ）
生田澄江さん（近代史家）

❹政財界人の邸園巡りと「東海道中箱
根越え三大土産」グルメツアー
近代日本を築いた政財界人の邸園巡
りと老舗グルメを巡るツアーです。

10：00～15：30
40人･申込先着順
3,000円（昼食・老舗グルメ付き）

❺第12回小田原まちあるき検定
まち歩きツアーと検定試験を融合さ
せた全国的にもユニークなご当地検
定です。受験者には得点に応じて認
定証と特製バッジが贈られます。

13：00～17：30
60人・申込先着順　 1,500円
小田原箱根商工会議所

（ 23-1811）

清閑亭　　　 22-2834
文化政策課　 33-1709
清閑亭（南町1-5-73）
11：00～16：00開館  火曜休館。

❶ 10/27 ㈯、❷ 11/2 ㈮
❸ 11/11 ㈰、❹ 11/17 ㈯
❺ 11/23 ㈷

小田原城茶会
文化政策課　 33-1709

平服で気軽に参加できるお茶会（野点）で
す。三曲会による琴の演奏もあります。

10：00～15：00　 荒天中止。
小田原城 銅

あかがね

門広場
前売り茶券2,000円（3席分）
当日茶券　　700円（1席分）

茶道具の三和、徳増他で販売。
小田原城茶会実行委員会･譲原

（ 47-8008）

11/4㈰

かもめ図書館ファミリー映画会
かもめ図書館　 49-7800

14：00～（開場13：30）
120人･当日先着順
文部科学省選定・日本赤十字社推薦
アニメーション映画「ジュノー」

（2010年･64分）
タイムスリップした2人の少女の目を
通じ、原爆投下直後の広島で被災者支
援に奔走したジュノー博士の生涯が
描かれています。

11/3㈷

板橋周辺　歴史的建造物リレー
第4走「白秋童謡館の魅力」
郷土文化館　 23-1377

国登録有形文化財の白秋童謡館で、本年
没後70年を迎えた北原白秋の童謡創作
にまつわる事績などをしのびます。

11：00～15：00
小田原文学館、白秋童謡館
30人・申込先着順
3,000円（ランチ代 他）
板橋秋の交流会実行委員会
● 講話「蓄音機で聴く北原白秋の声」

11：00～12：00  竹村忠孝さん
● 白秋好みのメニューによるランチ

12：00～13：00
● 講話「北原白秋の世界―白秋と白秋

ゆかりの人びとの自筆の手紙」
13：00～14：00  竹村忠孝さん

● 白秋童謡コンサート
14：10～15：00
島田澄子さん・小菅真美さん 他

11/3㈷

第12回　松永記念館茶会
郷土文化館　 23-1377

近代小田原三茶
人（松永耳庵・野
崎 幻

げん

庵
あん

・益 田 鈍
どん

翁
のう

）ゆかりの地
で、お 茶 に 親 し
んでいる市民グ
ループのかたが、お茶席を設けます。

10：00～15：00
松永記念館　 1席400円

11/3㈷

国際医療福祉大学･市民公開講座
これからの健康づくりに向けて
～わくわく測定の結果を
　　活

い

かした過ごし方～
国際医療福祉大学  21-6500

文化政策課　　　　　 33-1703

13：00～（1日2講座、1講座60分）
国際医療福祉大学小田原キャンパス
1講座100円
http://odawara.
iuhw.ac.jp/

11/10㈯、12/1㈯

母なる川　酒匂川写真展
酒匂川水系保全協議会事務局

（環境保護課内）　 33-1481

酒匂川の自然を守ることの大切さを認識
するため、多くの応募の中から入選作品
を展示します。

ダイナシティウェスト・ロビンソン
小田原店1階キャニオン

表彰式
11月3日㈷11：00～11：30

11/1㈭～7㈬

小田原民俗芸能保存協会
後継者育成発表会
文化財課　 33-1717

民俗芸能の後継者育成に取り組む小田原
民俗芸能保存協会に加盟する７団体が集
まり、若手後継者や小･中学生が日頃の練
習成果を発表します。

13：00～16：30
けやき2階ホール

11/4㈰
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● 市立図書館
11月17日㈯13：30～（開場13：10）

「あらいぐまラスカル」（30分）

● かもめ図書館
❶ 11月10日㈯14：00～（開場13：40）

「ぼくの家にはカバがいる」（48分）
❷ 11月24日㈯14：00～（開場13：40）

アンデルセン物語「マッチ売りの
少女」・「鉛の兵隊」（45分）

図書館こども映画会
市立図書館　　 24-1055
かもめ図書館　 49-7800

● 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
11月10日㈯14：00～15：00

絵本のよみきかせ

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

●赤ちゃんデー
6か月までの乳児限定ひろばです。

❶10月19日㈮13：00～15：00
❷11月  7日㈬10：00～12：00
❸11月  8日㈭10：00～11：45
❶いずみ❷マロニエ❸おだぴよ

●妊婦さんの集いの場
出産や子育てについてお話をします。

❶10月19日㈮14：30～16：00
❷10月26日㈮10：00～11：00
❸11月  7日㈬10：00～12：00
❶いずみ❷おだぴよ❸マロニエ
❸のみ200円
❶は直接、❷❸はそれぞれ電話で。
❶❸は助産師が参加する時間があ
り、相談や乳児と交流もできます。

●パンダくらぶ
「ベビーマッサージ」

10月26日㈮10：00～11：00
いずみ
3か月～ハイハイ期15人･申込先着順
いずみに電話で。

●こゆるぎホッとたいむ
「子どもの食と健康」

10月26日㈮13：00～15：00
こゆるぎ
こゆるぎへ電話で。

子育て支援センター
関連イベント

図書館では、読書週間（10月27日㈯～
11月9日㈮）に合わせて、小学生向けと
中学生向けのおすすめの本を紹介した
リーフレットを配布します。

「読書の秋」何を読もうか迷ったら、ぜひ
リーフレットをご覧ください。
配付場所

市内の図書館、図書室、図書コーナー、
生涯学習施設など

市ホームページからもご覧いただ
けます。

読書週間リーフレットの配布
市立図書館　 24-1055

よみきかせボランティアの皆さんが、か
もめ図書館にて、「ミニおたのしみ会」を
開きます。参加自由です。ぜひ親子で遊
びにきてください。

11月3日㈷15：00～16：00
かもめ図書館1階こどもクラブ室
● パネルシアター
「かめのこうらにひびがあるわけ」

● カードあそび
「なぞなぞあそび」

● 大型紙芝居
「花のき村とぬすびとたち」

よみきかせミニおたのしみ会
かもめ図書館　 49-7800

読書マラソンに参加してもっと本に親し
みましょう。
まず、申し込みをして、スタンプカードを
入手します。
本を借りると渡される「読書カード」に書
いて、スタンプを集めていきます。

10月20日㈯～11月18日㈰
小･中学生
市内の図書館、図書室、図書コーナー
提出された読書カードは、後日ファイ
ルにまとめて記念としてお返ししま
す。

としょかん読書マラソン
かもめ図書館　 49-7800

11月3日㈷
けやき3階視聴覚室
1回目　10：30～12：00

「またあえるねツバメ君」
「白いカラス」
「ゆきちゃんのこんにちは」
2回目　13：30～15：00

「あしたぶたの日ぶたじかん」
「ゆきちゃんのこんにちは」
各70人・当日先着順

よいこ名作劇場
けやき　 33-1871

小児科医のお話、妊産婦と家族のための
栄養、歯科、たばこの話など。

11月13日㈫13：20～15：30
保健センター2階集団検診室
妊娠中のかたとそのパートナー
母子健康手帳、筆記用具
前日までに電話で。

健康づくり課　 47-0820

ママパパ学級〜講座クラス〜

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。

10月27日㈯
10：00～11:00

（開場9：50）
尊徳記念館

「しろいぞう」
「とししゅん」
「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

   下
しも

畝
せ

 沙
さ

貴
き

さん

初めての子育てをしている母親のための
仲間・絆・学びのプログラムです。

11月20日㈫・27日㈫
12月3日㈪・11日㈫10：00～
保健センター
2～5か月の乳児とその母親12組前
後・多数抽選（全4回参加できるかた）
11月7日㈬までに電話で。

親子の絆
きずな

作りプログラム
「赤ちゃんがきた」

子育て政策課　 33-1874

親子で楽しむ体操や手遊び、季節の工作
などを行います。事前申込は不要です。
直接会場にお越しください。

11月1日㈭10：00～11：30
（受付9：45～）
マロニエ

「七五三のお話」と「山の音楽家」
おもちゃのチャチャチャでリズム遊び
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
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スポーツ

誰でもできる簡単フィットネスです。
春のローズフェスタで大人気だった BN
体操教室を再び開きます。椅子に座った
ままできる、高齢者でも安心・安全な運動
です。お試し体験につき無料。

11月10日㈯13：00～15：00
フラワーガーデンアルカディア広場
バラ園
30人・申込先着順
BN体操普及協会　野田功さん
11月9日㈮までに電話で。

フラワーガーデン　 34-2814
バラに囲まれてＢ

ボトム

Ｎ
ネック

体操！

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。
❶いそしぎ

10月23日㈫14：00～15：30
❷小田原アリーナ

11月7日㈬10：00～11：30
❶❷共通

各20人・申込先着順
体育館用の靴、飲み物、タオル
体操のできる服装でお越しください。

健康づくり課　 47-0820

市民体操「おだわら百彩」講習会

トレーニングルーム利用者講習会
＜11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

毎週水・日曜日14：00～15：00
毎週木曜日9：30～10：30
毎週金曜日19：00～20：00
各日30人･申込先着順
10月15日㈪9：00から。

❷スポーツ会館
11月14日㈬・17日㈯
18：30～19：30

小田原アリーナの主な行事予定
＜10月15日〜11月14日＞
小田原アリーナ　 38-1144

10月20日㈯ 小田原会長杯オープン
団体卓球大会

10月21日㈰ 県社会人バドミントン
秋季リーグ戦

10月27日㈯ ふれあい
子どもフェスティバル

10月28日㈰
こゆるぎ杯・
袖ヶ浦杯争奪
全国中学校剣道大会

11月  3日㈷ スポーツ少年団
スポーツフェスティバル

11月  4日㈰ 関東甲信越ブロック
インディアカ大会

11月11日㈰ 県高体連新人卓球大会

※イベント開催時は、一般利用ができな
いこともあります。

小田原フレンドリークラブと一緒に、
楽しみながらスポーツ体験ができます。
元プロ野球選手の仁志敏久氏による野球
教室もあります。

10月21日㈰9：30～16：00
城山陸上競技場　 無料
運動のできる服装、飲み物、グローブ

（野球教室参加希望のかた）
種目 グラウンドゴルフ、スポーツ吹き

矢、アーチェリー、Ｔボール、軟式
テニス、そとヨガなど

総合型地域スポーツクラブ
「運動まつり」
スポーツ課　 38-1149

11月1日～11月15日の毎週木曜日
10：00～11：30（全３回）
小田原アリーナ
市内在住の20歳以上のかた30人･
申込先着順
1人1,000円（傷害保険料含む）
フィットネスインストラクター
笹川さゆりさん
10月24日㈬までに電話で。

フィットネスウオーキング教室
〜体の中から綺麗になろう！〜

体育協会 38-3310
スポーツ課　 38-1149

11月3日～24日の毎週土曜日
10：15～11：45（全4回）
小田原アリーナ
市内在住の20～60歳の女性25人･
申込先着順
1人3,000円（傷害保険料含む）
三森文枝さん
10月31日㈬までに電話で。

やさしいヨガ教室
（ヒーリングヨガコース）

体育協会 38-3310
スポーツ課　 38-1149

第59回 小田原市民文化祭 ～没後70年北原白秋に想いを寄せて～
文化政策課　 33-1709

10/15㈪～11/14㈬

日時 事業名 場所

10
月

17日㈬～21日㈰
10：00～18：00

（最終日は17：00まで）
小田原市写真展 けやき

20日㈯11：00～17：30 ＊日本舞踊公演 市民会館
21日㈰12：30～19：00 ＊市民合唱祭 市民会館
25日㈭～28日㈰
10：00～17：30 ＊いけばな諸流展 市民会館

27日㈯13：00～15：00 小田原地区吹奏楽連合演奏会 マロニエ
27日㈯18：00～20：30
28日㈰13：00～15：30 劇団こゆるぎ座定期公演 市民会館

31日㈬～11月5日㈪
9：00～16：00

（最終日は15：00まで）
盆栽展 小田原城常盤木門

11
月

3日㈷～15日㈭
10：00～16：00 小田原城菊花展 小田原城本丸広場

4日㈰10：00～15：00 小田原城茶会 小田原城銅門広場

4日㈰13：00～16：30 小田原民俗芸能保存協会
後継者育成発表会 けやき

10日㈯18：00～20：00
11日㈰14：00～16：00

演劇プロデュース
螺旋階段公演 けやき

小田原市、小田原市民文化祭運営委員会、小田原市文化連盟

＊は、北原白秋に関する内容の事業
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9月1日現在 小田原市の人口 196,876人  78,923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）

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

10月21日㈰ ○ ○ ○ ○ ○

28日㈰ ○ ○ ○ — ○

11月  3日㈷ ○ ○ ○ — ○

4日㈰ ○ ○ ○ ○ ○

11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24年7月生
15・20・30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23年4月生
1・9・27日

2歳児歯科健診 平成22年10月生
7・29日

3歳児健診 平成21年4月生
6・8・14日

いきいき親子
育児相談

保健センター 2日
小田原アリーナ22日

親子心理相談 就学前の親子
（電話申込制）

11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）
11月22日㈭ 午後

● ママパパ子育て知恵袋メール
妊婦から2歳までのお子さんをお持ち
のかたに、おばあちゃんの知恵袋のよう
なメールマガジンをママとパパそれぞ
れに、保健センターの保健師からお届け
します（配信されない月齢のときもあ
ります）。下記の申し込み用URLから
アクセスできます（PC・携帯電話共通）。

https://www.city.odawara.
kanagawa.jp/mmz/

9月から不活化ポリオワクチンは取扱医
療機関での個別接種となりました。
保健センター、小田原アリーナでの秋の
集団接種は中止となります。
不活化ポリオワクチンの接種不活化ポリオワクチンの接種

取扱医療機関（詳しくは、市のホーム
ページをご覧ください）
生後3か月～7歳6か月未満

初回接種（3回）　生後3か月～12か月の
間に3回（初回接種は
12か月過ぎても接種
できます）。

追加接種（1回）　初回接種の3回目終了
後、12か月～18か月
後に1回。

合計4回の不活化ポリオワクチンを接種
しましょう。

現在、追加接種は定期予防接種の対象
外です。臨床試験のデータが整い次
第定期接種となる予定です。
生ポリオワクチンを1回接種したかた
は、残り3回を不活化ポリオワクチン
で接種します。不活化ポリオワクチ
ンを接種したことのあるかたは、合計
4回になるように残りを不活化ポリオ
ワクチンで接種します。
母子健康手帳

ポリオの接種方法が変わります

「脳卒中予防講演会」
本市は、脳卒中で亡くなるかたが、県内
19市中ワースト1位となっています。
脳卒中について、一緒に学びましょう。

11月18日㈰10：30～12：00
（受付10：15～）
保健センター3階大会議室
市内在住のかた60人・申込先着順
小田原医師会　小澤優

まさ

樹
き

さん
11月16日㈮までに電話で。

生活習慣病予防教室オープン講座

血管年齢測定、体脂肪測定、血圧測定、
健康・栄養相談などを行います。

10月24日㈬上府中分館
11月28日㈬けやき

9：30～11：30

はつらつ健康相談（予約不要）

5日間のコースで、医師、健康運動指導
士、栄養士、保健師が脳卒中予防のサポー
トをします。

11月4日㈰・18日㈰、12月1日㈯
16日㈰、平成25年1月13日㈰
10：00～12：00（受付9：15～）
保健センター、いそしぎ
市内在住の64歳以下のかた20人・
申込先着順
10月31日㈬までに電話で。

生活習慣病予防教室
防ごう ! 脳卒中!!
〜血圧・血糖・コレステロール・
　中性脂肪が高い人へ〜

食育コラム 一人一人ができること
〜〜胚胚

はいはい

芽米には栄養がいっぱい〜芽米には栄養がいっぱい〜

お米の栄養は、胚芽の中に豊富に含ま
れていますが、白米にすると、この胚
芽は取り除かれて、同時に多くの栄養
素も失われてしまいます。一方、胚芽
米には胚芽が80%以上残っているの
で、疲労回復に必要なビタミン B1や
認知症の予防効果があるビタミン E、
整腸作用のある食物繊維などの栄養素
が多く残っています。味も白米と変わ
らず、おいしく食べることができます
ので、胚芽米を食べる機会を増やして
みてはいかがでしょうか。

詳しくは、健康カレンダーをご覧ください。
● 胃がん集団検診

10月19日㈮下中老人憩の家
10月20日㈯保健センター
10月25日㈭市役所車庫棟前
10月30日㈫保健センター
11月  2日㈮橘支所
11月  8日㈭国府津学習館
11月10日㈯小田原アリーナ駐車場

● 乳がん（マンモグラフィ併用検診）
子宮頸

けい

がん集団検診
10月30日㈫保健センター

乳がん検診は、午後のみ受け付け。

がん集団検診（電話申込制）


