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文化政策課
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今年で18回めを迎える県西地域最大級の国際交流イベント。
「小田原で世界旅行 ～あなたの国の話を聞かせて！～」
をテーマに、
会場全体が小さな世界となります。
今回は、5か国(ベラルーシ、コンゴ民主共和国、モロッコ王国、ウズベキスタン共和国、タンザニア )の
日本駐在大使館がフェスタに初参加します。
世界各国の文化を見て、聞いて、味わって、楽しみながら世界を知りましょう。
◆ 日本駐在大使館ブース
◆ 世界の味
（模擬店）
◆ 国際交流活動などの展示

◆ 世界の歌・踊りのステージ

◆ スタンプラリー

◆ 賞品がその場で当たる抽選会 など

◆ 文化体験
（民族衣装の試着など）
◆ 世界のマーケット
（フェアトレード商品など）

第35回 明るい選挙書道作品
コンクール入選作品の展示

お 知らせ
お知らせ

選挙管理委員会事務局

市議会3月定例会
議会総務課

33-1761

3月定例会は、
2月17日㈪から3月26日
㈬まで開かれる予定です。
主な会議

募集
相談
イベント

2月17日㈪ 本会議
(補正予算上程、提案説明、
質疑、常任委員会付託、請
願・陳情常任委員会付託、
新年度予算上程、施政方針
演説、
提案説明)
2月19日㈬ 建設経済常任委員会
2月20日㈭ 厚生文教常任委員会
2月21日㈮ 総務常任委員会
2月25日㈫ 本会議
(各常任委員長審査結果報
告、採決、請願・陳情審査結
果報告、
採決)
2月28日㈮ 本会議
(各派代表質問)
3月 3日㈪ 本会議
(各派代表質問)
3月 4日㈫ 本会議
(各派代表・個人質問、予算
特別委員会設置・付託)
3月 5日㈬ この間で、予算特別委員会
～25日㈫ を開催予定
3月26日㈬ 本会議
(予算特別委員長審査結果
報告、
採決)

こども
スポーツ

※本会議、各常任委員会は10：00開会
予定。
※会議の日程･時間などは変更になるこ
ともあります。
※本会議の傍聴受付は、
9：30から開始
します。開催日当日に直接市役所4階
傍聴受付にお越しください。
※代表質問通告一覧を2月24日㈪頃か
ら支所･連絡所、図書館で配布しますの
でご利用ください。
※本会議の中継や各常任委員会の審議事
項は、市議会ホームページをご覧くだ
さい。
http://www.city.odawara.kanagawa.
jp/citycounc/

小田原市選挙管理委員会賞
山口創士
(桜井)
そう

健康

2

｢議会放送(施政方針演説、
3月定例会各
派代表･個人質問)｣
3月8日㈯･9日㈰9：00～ (予定)

おだわらいふ 2/15号 2/15▶3/14

記号一覧

納税窓口を次のとおり開設します。
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。
2月22日㈯･23日㈰
9：00～16：00
市役所2階市税総務課(7番窓口)
※市役所正面玄関から入ることはできま
せん。けやき通り側の通用口(守衛室
わき )からお入りください。

優秀賞18人
裏岡千遥(三の丸)
髙瀬智菜(足柄)
田邊大智(足柄)
佐藤壮 夏(富水)
須藤真央(下府中)
櫻井らむ (千代)
有田久美(酒匂)
伊藤未咲(矢作)
石塚愛夏(富士見)

枝奈々海(三の丸)
岩永光太郎(足柄)
岡野和桜(早川)
髙田実優(町田)
勝俣翔吾(千代)
津山明仁(酒匂)
川上音(下中)
小野澤風花(矢作)
山本琴絵(富士見)

佳作30人
原喜也(足柄)
北澤美涼(芦子)
瀬戸愛里(早川)
宇田川栞凪(久野)
遠藤梢(富水)
越野いづみ (千代)
山口大輔(国府津)
葊井恵美(片浦)
川口空(片浦)
軽部日菜(矢作)
濱花芽依(報徳)
廣田真子(豊川)
中澤弥々 (豊川)
杉山海(豊川)
峯さくら (富士見)

本多未夢羽(足柄)
外山あんじゅ(大窪)
望月萌未(山王)
奥津水葵(富水)
星野桃華(千代)
杉﨑仁美(国府津)
加藤大雅(酒匂)
原菜摘(片浦)
石内さくら(東富水)
本田壮弘(矢作)
鈴木柚羽(報徳)
重松寛人(豊川)
野川こころ (豊川)
葊澤彩那 (富士見)
杉崎文香(富士見)
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2月28日㈮は、固定資産税･都市計画税
(第4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、
2月27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。必ず、納付書をご持参くだ
さい。

市税総務課 ☎ 33-1345

しょう こ
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33-1345
33-1361

納税窓口の休日開設

小田原市明るい選挙推進協議会賞
滝本尚 子
(足柄)

はま はな

ＪＣＮ小田原(ケーブルテレビ )
地デジ11ch デジタル111ch

※敬称略。
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AIR情報

納付関係…市税総務課
課税内容…資産税課

33 - 1742

小学校23校(5年生対象)1，312点の中
から、
入選作品50点が決定しました。
作品の展示は次のとおりです。
❶市役所2階市民ロビー
2月14日㈮～27日㈭
❷市立病院1階
3月3日㈪～14日㈮
❸マロニエ1階
3月18日㈫～25日㈫
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原動機付自転車の
ナンバーが選べます
市税総務課 ☎ 33-1343
3月から、原動機付自転車(50㏄)の新規
登録の際、希望されるかたは、
当日交付予
定のナンバープレート (約250枚)の中
から、ナンバーを選べるようになります。
3月3日㈪から
市役所2階市税総務課（8番窓口）
原動機付自転車第一種(50㏄ )
登録の申請書を提出する際にナン
バーを選んでください。
その他
● 当日先着順。予約･抽選は行いません。
また、ご希望のないかたは、受け付け順
に若い番号から交付します。
● ナンバー交換のみは不可です。
● ナンバーの選択に係る手数料などはか
かりません。
● 窓口でアンケートを実施しますので、
ご協力ください。
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内容

対象

定員

費用（記載のないものは無料）

持ち物

公的年金所得者の確定申告の
簡素化

バリアフリー ･省エネ ･耐震改修
住宅への固定資産税の軽減
資産税課

☎33-1371

支給額・謝礼

地域安全課 ☎ 33-1396

広報広聴課 ☎ 33-1261

自転車は、
道路交通法では軽車両として、
自動車やバイクなどと同じ｢車両｣とされ
ています。交通ルールとマナーを守って
安全運転に努めましょう。
特に、次のような運転は大変危険ですの
で絶対にやめましょう。
違反すると法律で罰せられます。
● 傘をさしながらの運転
● 携帯電話･イヤホンなどを使用しなが
らの運転
● 無灯火運転
● 飲酒運転
● 二人乗り
● 信号無視
● 歩行者妨害

市から市民の皆さんへ、行政情報などを
Ｅメールで配信しています。現在、登録
できるメールマガジンは9種類です。
登録方法
次の申し込み用ＵＲＬ
または二次元バーコード
から登録してください。
https://www.city.
▲二次元バーコード
odawara.kanagawa.
jp/mmz/
❶おだわら表情いいメール
｢広報小田原｣をテキスト形式(文字情
報のみ )のメールにして配信します。
❷市長のメールマガジン
市長の生の声を皆さんにお届けします。
❸ママパパ子育て知恵袋メール
妊婦さんから2歳までのお子さんを育
児しているママとパパに、保健師が配
信します (14ページ参照)。
❹防災メール
防災行政無線の内容や災害情報などを
メールで確認することができます。
❺おだわら環境メールニュース
生活に役立つ、環境に関するさまざま
な情報をお届けします。
❻おだわら安心・安全メール
不審者情報や、
子どもを狙った犯罪に関
する情報、
防犯情報などを配信します。
❼こらーぼ～協働のまちづくりメール～
市民の皆さんが市政に参加できる情報
や、アンケート情報をお届けします。
市内在住･在勤･在学の18歳以上のかた
❽健康づくりメール
大人の健康づくりやおすすめレシピな
ど、健康に役立つ情報を配信します。
❾おだわら･文化
文化イベントのお知らせや、
文化やイベ
ントに関するコラムをお届けします。
発行
❶毎月1日と15日、
❷❹❻❼随時
❸毎月1回、
❺毎月1～2回
❽毎月25日(号外あり )、
❾毎週月曜日

自転車安全利用五則
❶車道は左側を通行
❷自転車は、車道が原則、歩道は例外
❸歩道は歩行者優先で、
車道寄りを徐行
❹安全ルールを守る
❺子どもはヘルメットを着用
【TSマークを知っていますか】
自転車安全整備店の看板がある自転車
店で、自転車安全整備士が法令に定め
る安全な自転車であることを点検･確
認(有料)したときに、自転車につける
マークを TSマークといいます。
TSマーク制度は、法律上で車検制度の
ない自転車を、安全に利用していただ
くためのものです。
このマークには、傷害保険と賠償責任
保険がつきます (1年間有効)。詳しく
は、お近くの自転車販売店にお問い合
わせください。

講師

申し込み（期限があるものは必着）

Eメール

ホームページ

主催

関係課

問い合わせ

健康

選考

メールマガジンのご案内

スポーツ

任期

自転車も のれば車の なかまいり

こども

交通

障がいのある人もない人も、共に生きる
ことが当たり前であるというノーマラ
イゼーションの考え方に基づくまちづ
くりを進めるためには、社会の全ての
人々が、障がい者への差別や偏見をなく
し、障がいを十分理解し、配慮していく
ことが必要です。障がい者にとってやさ
しい社会は皆が暮らしやすい社会です。
市では、障がい者を支援する各種施策を
実施するとともに、社会の全ての人々の
理解を求めて啓発活動を進めます。

イベント

出演

食品表示法が平成25年6月に公布され、
２年以内に食品表示が一元化されます。
食品表示の文字が拡大され、用語が統一
されるなど、消費者・事業者双方にとって
分かりやすい表示になります。
また、
エネルギーなどの表示を義務化し、
消費者の健康保持増進につながることを
検討しています。詳しくは、消費者庁ホー
ムページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/foods/
index18.html

相談

❶バリアフリー改修住宅
平成28年3月31日までの間に、一定
のバリアフリー改修工事を行った賃貸
を除く住宅(平成19年1月1日以前に
建てられたもの )は、翌年度分の固定
資産税が100㎡分まで3分の1減額さ
れます。65歳以上のかた、
介護保険の
要介護または要支援の認定を受けてい
るかた、障がいのあるかたが住んでい
る住宅が対象となります。
❷省エネ改修住宅
平成28年3月31日までの間に、一定
の省エネ改修工事を行った賃貸を除
く住宅(平成20年1月1日以前に建て
られたもの )は、翌年度分の固定資産
税が120㎡分まで3分の1減額されま
す。なお、バリアフリー改修の軽減制
度と併用して適用することも可能で
す。
❸耐震改修住宅
平 成27年12月31日 ま で の 間 に、現
行基準に適合する耐震改修工事を行っ
た住宅(昭和57年1月1日以前に建て
られたもの )は、原則翌年度分の固定
資産税が120㎡分まで2分の1減額さ
れます。
❶～❸共通
費 用 が50万 円 を 超 え る 改 修 工 事
(平成25年3月31日までに改修工
事に係る契約が締結された場合は
30万円以上)
※工事完了後3か月以内に該当工事の
証明書や領収書などの関係書類を提
出する必要があります。詳しくは、
お問い合わせください。

～市人権施策推進指針から～
＜障がい者の人権＞

募集

公的年金などの収入額が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。
※ただし、所得税の還付を受ける場合に
は、確定申告が必要です。
※確定申告の必要がない場合でも、医療
費、生命保険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
税の申告が必要になる場合がありま
す。

地域安全課 ☎ 33-1775

お知らせ

市民税課 ☎ 33-1351

食品表示が変わります
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お 知らせ
お知らせ

尊徳記念館の臨時休館
尊徳記念館

36-2381

館内電源装置の更新工事を行うため、終
日臨時休館します。
なお、桜井窓口コーナーは通常どおり業
務を行います。
2月19日㈬～20日㈭
募集

生涯学習情報
～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
生涯学習課（けやき）

33-1890
33-1871

相談
イベント

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。
【学習情報】
「キャンパスおだわら情報誌」は、タイ
ムリー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皆さんの学
びにご活用ください。
http://www.campusodawara.jp/

郷土文化館･松永記念館の臨時休館

看板の設置には許可が必要です

郷土文化館

都市計画課

☎23-1377

● 郷土文化館

館内整理などのため、臨時休館します。
2月20日㈭～27日㈭
● 松永記念館
資料と展示室の保全のため、収蔵庫と
展示室の燻 蒸 作業を行いますので、臨
時休館します。期間中は庭園内への立
ち入りもできませんので、ご注意くだ
さい。
3月14日㈮～28日㈮
くん じょう

ペットはマナーを守って
飼いましょう
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。

小田原梅品評会 ( 梅干の部 )
優秀賞決定
農政課 ☎ 33-1494

こども

伝統に裏打ちされた品質のよさで好評を
得ている小田原の梅干し。1月15日に
行われた品評会の結果は次のとおりで
す。今年度も小田原オリジナル品種｢十
郎梅｣の梅干しが数多く出品されました。
優等･県知事賞 斉藤徳雄さん
優等･市長賞 穂坂美代子さん
優等 柏木洋子さん、小澤アイ子さん、
米山利枝子さん
のり

よう

スポーツ
健康

【キャンパスおだわら人材バンク】
キャンパスおだわら人材バンクでは、
“キャンパス講師”を随時募集していま
す。学ぶ喜び・教える喜びが実現でき、
登
録されたかたが活躍･成長できる人材バ
ンクです。皆さんもキャンパス講師とし
て、
まちじゅうに学びを広げましょう。
【学習相談窓口】
● けやき
33-1711
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
水曜日9：00～16：00
※マロニエ休館日を除く。

お

こ

カラス･ヒヨドリの駆除について
農政課

☎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。
不明な点は、お問い合わせください。

中小企業退職金共済掛金補助申請
産業政策課 ☎ 33-1514
中小企業退職金共済または特定退職金共
済に新規に加入した月から3年間を限度
に、事業主に共済掛金の一部を助成しま
す。対象事業主には2月下旬に申請書を
郵送します。
平成22年2月以降に、新規に制度に加
入した事業主が、平成25年1月～12
月に支払った共済掛金
3月3日㈪～10日㈪に、
直接または郵送
で。
※補助制度の新規受付は終了しました。

久野霊園行き臨時バスの運行
伊豆箱根バス (株)小田原営業所
34-0333
33-1586
みどり公園課
お彼岸の時期に合わせて、久野霊園への
直通臨時バスを運行します。
3月18日㈫･21日㈷･22日㈯･23日㈰
発車場所と時刻
【行き】小田原駅西口発
9：00～15：00(1時間間隔)
※12：00発は運休。
【帰り】久野霊園発
9：30～15：30(1時間間隔)
※12：30発は運休。
(片道)大人600円、小人350円

☎33-1494

農作物に被害を及ぼすカラス、ヒヨドリ
を猟友会が銃器で駆除します。
3月1日㈯～31日㈪
市内の山間部
市鳥獣被害防止対策協議会事務局
（JAかながわ西湘☎47-8183)

古い五月人形を調査しています
せ い か ん

清閑亭

22-2834

｢端午の節句｣に飾る、昭和初め頃まで
の五月人形を調査しています。情報を
お持ちのかたはご連絡ください。
引き取りのための調査ではありま
せん。
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おだわらいふ 2/15号 2/15▶3/14

申込方法のルール

各記事の担当部署名の前に 申込 とある場合は、直接電話でお申し込みください。

建築物防災週間

春季全国火災予防運動

建築指導課 ☎ 33-1433

建築指導課 ☎ 33-1433

予防課 ☎ 49-4428

住宅の耐震診断と耐震改修工事の費用の
一部を助成します。
市民のかたが所有し、
居住する住宅で、次の条件の全てに該当
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

東日本大震災では、甚大な被害がありま
した。本市でも、東海地震や神奈川県西
部地震の発生が心配されています。
市では、多くのかたが利用する建築物を
対象に、
避難施設などの安全点検や、耐震
診断･耐震改修などの普及･啓発を行いま
す。
皆さんもお住まいの建築物について、防
災対策の再確認をしてみましょう。
3月1日㈯～7日㈮

空気が乾燥する季節です。火の取り扱い
に注意しましょう。
3月1日㈯～7日㈮

国民年金保険料の2年前納(口座
振替)が始まります

婦人科が紹介制になります
市立病院産婦人科外来のうち婦人科疾患
については、
4月1日㈫から、紹介制とな
ります。
病気の治療や検査を希望するかたは、他
の医療機関からの｢紹介状｣をお持ちくだ
さい。
なお、
妊娠の検査･診断のために受診され
る場合と産科は、紹介状がなくても受診
できます。

相談
イベント

4月末の口座振替分から、割引額の大き
な2年前納がご利用いただけます。
2年間で約1万4千円の割引となります。
2年前納は口座振替のみご利用が可能で
す。詳しくは、
お問い合わせください。
口座振替を希望する口座の預金通帳、
金融機関お届け印、
年金手帳
2月28日㈮までに、ご希望の金融機関
または小田原年金事務所で。
保険課

医事課 ☎ 34-3175

住宅防火 いのちを守る 7つのポイント
＜3つの習慣＞
● 寝たばこは、
絶対にやめる。
● ストーブは、
燃えやすいものから離れ
た所で使用する。
● ガスこんろなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す。
＜4つの対策＞
● 逃げ遅れを防ぐために、
住宅用火災警
報器を設置する。
● 寝具や衣類、
カーテンからの火災を防
ぐために、防炎品を使用する。
● 火災を小さいうちに消すために、
住宅
用消火器などを設置する。
● 高齢者や体の不自由なかたを守るため
に、隣近所の協力体制をつくる。

募集

小田原年金事務所 ☎ 22-1391

お知らせ

耐震診断と耐震改修工事を補助

「子ども予防接種週間3月25日㈫〜31日㈪」
の予防接種取扱医療機関
健康づくり課

☎ 47-0820

期間中、診療日が増える医療機関があります。時間、予約の有無、取り扱う予防接種の種類は医療機関で異なりますので、あらかじめ
各医療機関へお問い合わせください。
所在地

医療機関名

電話番号

所在地

医療機関名

電話番号

☎24-0188

北ノ窪

横田小児科医院

☎34-0666

浜町小児科医院

☎22-2238

久野

小田原市立病院

☎34-3175

桑田医院

☎23-3423

板橋

山田クリニック

☎23-5522

古橋産婦人科

☎22-2716

中里

やまざき小児科医院

☎41-1150

寿町

清水内科クリニック

☎35-3500

あすなろクリニック

☎48-6543

東町

よう産科婦人科クリニック

☎35-1103

鴨宮クリニック

☎46-1788

南町

城山

南鴨宮

菱木医院

☎36-3222

村田医院

☎36-0433

遠藤クリニック

☎36-5550

富田医院

☎42-0822

武井内科医院

☎47-7113

川邊小児科内科医院

☎47-2351

古藤内科小児科クリニック

☎48-1292

西酒匂

小島クリニック

☎46-1267

中村原

ときわ内科クリニック

☎44-1888

窪倉医院

☎34-6335

髙見澤クリニック

☎35-851（代）
1

蓮正寺

螢田診療所

☎36-3230

西大友

中曽根

善ファミリークリニック

☎36-8800

曽我別所

飯田岡

川上医院

☎37-1527

国府津

加藤小児科医院

☎39-3301

木内医院

☎36-2592

生協おだわら診療所

☎39-1193

小杉産婦人科内科小児科クリニック

☎35-2521

堀之内

北ノ窪

市役所への郵便物

曽比
栢山

酒匂

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。

健康

☎36-8339

☎35-2251

スポーツ

樹 クリニック

川野小児科医院

扇町

たつき

こども

かみやまアレルギー科小児科クリニック

浜町
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市民活動応援補助金
公開プレゼンテーション

募集
お知らせ

地域政策課

献血
健康づくり課

● ダイナシティイースト

募集

2月16日㈰・22日㈯
3月2日㈰・8日㈯・16日㈰
10：00〜12：00、
13：00〜16：00
状況によって受付時間が前後する場
合があります。

人権･男女共同参画課

広報広聴課

33-1458

市では、市民主体のまちづくりを進める
ため、
活動団体に対し助成をしています。
平成26年度市民活動応援補助金の2次
審査を行うに当たり、1次審査を通過し
た事業のプレゼンテーションを開きま
す。プレゼンテーションはどなたでもご
覧いただけ、途中入退室も可能です。
3月8日㈯10：00〜12：30
市役所7階大会議室
100人・申込先着順
3月5日㈬までに。

47-0820

男女共同参画社会づくり啓発
イベント実行委員

動く市政教室（団体申込）

男女共同参画社会づくり啓発
講演会 スプリングトーク
『自分らしさを生きる』

33-1725

相談
イベント

男女共同参画情報紙｢おだわらの風｣を制
作する実行委員を募集します。会議は
10回程度を予定しています。
市内在住･在勤･在活動中のかた8人
平成27年3月31日まで
10,000円
（年間）
3月31日㈪までに、住所･氏名･電話番
号･生年月日･職業･400字程度の応募
動機（様式は自由）を書いて、人権･男
女共同参画課まで直接、郵送または E
メールで。
jinken@city.odawara.kanagawa.jp

人権･男女共同参画課

33-1725

子育てなどが一段落し介護にはまだ時間
がある、仕事も軌道に乗り安定している
が定年にはもう少し時間がある、という
皆さん。今を見つめ直し、自分らしく生
きるとはどういうことかを男女共同参画
の視点から考えましょう。
3月15日㈯13：30～15：30
けやき2階ホール
市内在住･在勤･在
学･在活動中のかた
200人･申込先着順
吉永みち子さん
（ノンフィクション作家）
託児（9か月～就学前）
を希望するかたは、 ▲吉永みち子さん
3月5日㈬までに予約してください。

こども

▲今年度の実行委員会のようす

パブリックコメント（市民意見）の募集
総務課

スポーツ

次の計画などの策定に当たり、市民の意見を募集します。計画などの案と意見記入
用紙は、担当課、タウンセンター、支所･連絡所、窓口コーナーなどで配布する他、市
ホームページに掲載します。また、
これらの案件の他、パブリックコメントを募集し
ている場合がありますので、
市ホームページをご覧ください。
意見提出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。
計画などの案の題名

健康

6

☎ 33 -1293

意見提出期間

文化政策課芸術文化創造係
☎33-1709

小田原市新型インフルエンザ
実施中～3月17日㈪
等対策行動計画

健康づくり課成人保健係
☎47-0820

日時

酒匂川の土砂管理に係る説明会
企画政策課

33-1239

平成22年9月の台風9号の影響により
大きく変化した酒匂川の現状と、管理者
である神奈川県の酒匂川における土砂管
理などの取り組みをお知らせする、説明
会を開きます。
3月8日㈯14：00～15：30
松田町立公民館1階展示ホール
（町役場横、松田町民文化センター内）
県西地域2市8町に在住･在勤･在学の
かた100人･申込先着順
3月3日㈪までに。
神奈川県西部広域行政協議会
駐車場に限りがありますので、公共交
通機関をご利用ください。

▲酒匂川

小田原市下水道条例等の一部
下水道総務課業務係
3月3日㈪～4月1日㈫
改正
☎33-1616

記号一覧

ハイブリッドバスで行く､公共施設の見
学会です。自治会､PTA､サークルや市
民団体などを対象に受け付けます。
4月17日㈭･23日㈬･24日㈭
5月8日㈭･14日㈬･15日㈭･19日㈪
6月12日㈭･25日㈬･27日㈮･30日㈪
20～40人の市内で活動する団体
希望日を第3希望日まで選び、
2月20
日㈭12：00までに、直接または電話
で｡ 申し込み終了後、過去の参加実績
を基に決定します
（実績の少ない団体
を優先）。
※見学施設については、原則として本市
の定める場所からの選択となります。
【抽選会】
希望日に同じ実績の団体が重複した場
合は、次の抽選会で決定します。
2月21日㈮10：00～
市役所3階広報広聴課

担当課・係

芸術文化創造センター管理運
実施中～3月11日㈫
営実施計画骨子

おだわらいふ 2/15号 2/15▶3/14

33-1263

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

33-1305

行政管理課

外国籍や帰国児童･生徒への
日本語指導ボランティア

雑誌スポンサー

市職員用パソコン広告掲載者

かもめ図書館

49-7800

じゃがいもの栽培体験

ミュージアム ･リレー
第197･198走

33-1472

環境政策課

わ

る

さ わ

エネルギー政策推進課

33-1424

の

任期

選考

支給額・謝礼

しょう す け

な ん

ば

だ

た つ お き

そ う

き ち

講師

申し込み（期限があるものは必着）

Eメール

33-1864

認知症は誰にでも起こりうる脳の病気で
す。症状を知り、発症予防に努め、
認知症
のかたやご家族を温かく見守りましょ
う。受講後、認知症サポーターリングを
お渡しします。今年度最後の講座です。
3月6日㈭14：00～16：00
市役所7階大会議室
市内在住のかた30人･申込先着順
前日までに。
● 認知症を知る講座応用編
認知症サポーターフォロー研修
認知症サポーター養成講座を修了され
たかたを対象に、
認知症のかたの欲求に
寄り添う支援法を学ぶ研修を開きます。
3月10日㈪13：30～15：30
市役所7階大会議室
50人・申込先着順
3月4日㈫までに。

市立病院看護師等奨学生
経営管理課

34-3175

試験日 4月13日㈰
受験資格
看護師等養成施設に在学しているか
たで、次の条件に該当するかた
❶成績が優れ性行が正しく身体健康
❷看護師および助産師として当院に
勤務する意思を有すること
募集人数
学 年 に よ っ て 異 な り ま す の で、市
ホームページをご覧いただくか、直
接お問い合わせください。
3月27日㈭までに、所定の申込書
に書いて、必要書類を添付し、直
接または郵送で。
〒250-8558
市立病院経営管理課

ホームページ

主催

関係課

問い合わせ

健康

交通

県西地域の博物館･美術館などが連携し
て、
毎月各館を訪ねる催しです。
❶フラワーガーデン（第197走）
2月は、フ ラワ ー ガ ー デ ン を 訪 ね、約
200種480本の梅が咲く渓流の梅林
と、
メイン施設｢トロピカルドーム｣のガ
イドツアー、
人気のイベント｢ミラクル
フルーツ体験｣や｢アロマミスト作り｣
などを行います。
2月28日㈮9：35～11：00
20人･申込先着順
200円
（入園料）
前日までに、フラワーガーデンへ電
話で。
❷すどう美術館･尊徳記念館（第198走）
3月は、現代美術を展示するすどう美
術館と、二宮尊徳の生家などがある尊
徳記念館を訪ねます。
3月26日㈬
①すどう美術館
開催中の大沢昌助、難波田龍起、菅創
吉などの作品展を館長の解説付きで
鑑賞します。
10：30～11：30
すどう美術館
（富水駅西側徒歩3分）
②尊徳記念館と周辺史跡の見学
二宮尊徳の生涯と事績の紹介の他、
尊徳生家、捨苗栽培地跡、善栄寺
（菩
提寺）
などを見学します。
13：00～15：00
①30人②50人･申込先着順
①のみ、
②のみの参加可。
①②とも3月14日㈮までに、尊徳記
念館へ電話で。

高齢福祉課

スポーツ

出演

り

34-2814
36-2381

フラワーガーデン
尊徳記念館

こども

講師による講演とパネルディスカッショ
ンにより、本市の地域主体の再生可能エ
ネルギーの利用について考えます。
3月2日㈰10：00～12：00
けやき2階大会議室
● 講演
静岡県における再生可能エネル
ギーの普及に向けた取り組みにつ
いて
服部乃利子さん
（しずおか未来エネルギー㈱代表
取締役）
● パネルディスカッション
加藤憲一市長、
服部乃利子さん 他
● 参加者との意見交換
100人・申込先着順
2月28日㈮までに。
小田原再生可能エネルギー事業化検
討協議会

認知症を知る講座
認知症サポーター養成講座

イベント

第2回市民意見交換会

❶
❷

1週間に1回程度学校を訪問し、市内の
小･中学校に在籍する、日本語が十分に理
解できない外国籍や帰国児童･生徒に日
本語指導をします。
特に、東南アジアの国々の言語、中国語、
ポルトガル語、スペイン語などの需要が
高くなっています。
これ以外の言語でも、募集に応じてくだ
さるかたは、教育指導課にご連絡くださ
い。

相談

環境再生プロジェクト活動地の和 留 沢
（久野）で、じゃがいも栽培を行います。
種イモの植えつけから収穫までの参加で
す。収穫時に試食会もあります。
3月15日㈯植えつけ
市内在住で、土寄せなど4回程度の作
業に参加できるかた10組･申込先着順
小学生以上1人500円
（いも2kg付き）
3月7日㈮までに。
和留沢わくワーク村実行委員会

33-1684

教育指導課

募集

雑誌スポンサーとは、雑誌の購入費用を
負担していただき、雑誌カバーの表面に
スポンサー名称、裏面と雑誌配架棚に広
告を掲載する制度です。
企業、
商店、団体
雑誌 図書館が作成した｢雑誌リスト｣か
ら選定していただきます。
詳しくは、市ホームページから、雑誌
スポンサー募集のお知らせをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

お知らせ

市職員が業務で使用している約1,500
台のパソコンの起動時に掲載する広告を
募集します。
募集枠 1月当たり2枠
（1枠10秒間表示）
掲載料 1月1枠当たり15,000円
2月28日㈮までに。
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。
2月3日より市ホームページでも募集を
行っています。申し込み時に既に枠が
埋まっている場合はご容赦ください。
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お知らせ

募集

地域･世代を超えた体験学習事業
｢Ｒ･Ｐ･Ｇin城下町｣

ノルディックウォーキングで
巡る箱根ジオパーク

城下町をフィールドに、学校や学年の違
う仲間と協力し、
写真を撮りながら小田原
の魅力を発見する｢R･P･G
（ラリー ･フォ
ト ･ゲーム）
｣を行います。創造性や感受
性を高める体験学習プログラムです。
3月22日㈯8：30～16：30
小田原城周辺
小学4～6年生30人･多数抽選
500円（保険料など）
弁当
2月28日㈮までに。

ホールアース自然学校
0544-66-0152
め い

び

募集
相談
イベント

風光明媚な相模湾の眺望
を楽しみながら、
源頼朝
にゆかりの深い石橋山古
戦場などの史跡を巡りま
す。参加条件など詳しく
は、ホームページをご覧く
ださい。
3月15日㈯9：30～15：00
荒天の場合は16日㈰。
早川･片浦地域
（約9kmのコース）
集合 根府川駅 解散 小田原漁港
30人
（中学生以下は保護者同伴）
･多
数抽選
3,000円
（ポール持参者･中学生以下は2,500円）
2月28日㈮までに、電話またはホーム
ページの専用フォームから。
http://www.hakone-geopark.jp/
箱根ジオパーク推進協議会
企画政策課

上級救命講習
消防課

こども
スポーツ
健康
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49-4603

青少年課

33-1731

指導者養成研修｢おだわら自然楽校｣
基礎編（第5回）
が っ

青少年課

こ う

33-1731

子どもを対象にした体験活動のプログラ
ムづくりの考え方を学びます。
3月15日㈯9：30～16：30
市役所6階601会議室
青少年育成、体験活動に関心のある高
校生以上のかた30人･申込先着順
1,000円
小清水哲郎さん
（Outdoor Life Style Produce）
2月28日㈮までに。

放課後児童クラブ指導員
青少年課

33-1736

普通救命講習Ⅰの内容に
「小児・乳児の心
肺蘇生法」
｢傷病者管理｣｢固定法｣｢熱傷の
手当｣｢搬送法｣などを加え、応急手当て全
般を学びます。
3月16日㈰9：00～18：00
消防署南町分署
小田原市消防管轄内に在住･在勤･在
学の中学生以上のかた20人･申込先
着順
2月17日㈪9：00から、電話または市
ホームページの電子申請で。

放課後児童クラブの指導員を募集します。
勤務時間 月～金曜日 放課後～18：30
土曜日8：00～18：30（2交替制）
勤務日数 週3～5日程度（応相談）
勤務場所 市内24小学校区の放課後児
童クラブ
放課後児童クラブでの児童の指導と
クラブ施設の管理など
時給870円
電話連絡後、履歴書を持参してくださ
い。随時受け付けます。

消防団員
～大切な人、
まちを守りたい～

公立保育園臨時保育士の登録

消防課

49-4602

職業に就きながら地域のために活躍する
消防団員。
「 大切な人、大切な自分のまち
を守りたい」
そんな気持ちがあれば、
消防
団に入団できます。詳しくは、
お近くの
消防団または消防課まで
お問い合わせください。
なお、女性消防団員に
ついては、多数の応募
をいただき、既に締め
切りました。

おだわらいふ 2/15号 2/15▶3/14

保育課

☎33-1455

選考のうえ、
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
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990円、
非常勤 時給920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。

申込方法のルール

市民農園利用者
農政課

33-1494

❶栢山ふれあい農園
曽比416
（小田急線栢山駅北東側）
10区画（30㎡／区画）
･申込先着順
設備 駐車場･更衣室･トイレ･農機具 他
20,000円（年額）
管理組合長の曽我さんに電話
（
36-0721）ま た は Eメ ー ル
（
yosi.soga918@nifty.com）
で。
❷上曽我ファミリー農園
上曽我2668
20区画（25㎡、50㎡／区画）･申込
先着順 設備 農機具倉庫
12,000円、24,000円
（年額）
農政課に電話で。
❸諏訪野原地区市民農園
利用は4月から。
久野3787-1,4
1区画（25㎡／区画）
･申込先着順
6,000円（年額）
農政課に電話で。

小田原ガイド協会
小田原ガイド協会

22-8800

● 企画ガイド参加者

❶相模湾の絶景と中村郷の桜と史跡
めぐり（約8km）
4月5日㈯10：00～15：00
集合 国府津駅（小雨決行）
❷川崎長太郎の散歩道（約5km）
5月17日㈯9：30～14：00
集合 早川駅（小雨決行）
各60人･申込先着順
❶500円（資料代、保険料）
❷2,000円（資料代、保険料、食事代）
開催日の約1か月前から電話
（9：00～16：00）で。

● 小田原の観光ガイドになろう
〈小田原

ガイド協会ガイド養成講座受講生〉
4月～平成27年3月（原則毎週木曜）
次の❶❷両方を満たすかた
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神奈川県内に在住しているかた
15人･申込先着順
12,000円
2月25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 城内3-22
NPO法人小田原ガイド協会
受講決定通知などは、
3月1日㈯
に応募者全員に発送します。
観光課

各記事の担当部署名の前に 申込 とある場合は、直接電話でお申し込みください。

小田原十郎梅ロゴマーク使用製品
農政課

☎33-1494

きつつき木工教室
｢無垢材ベンチづくり｣
む

小田原ちょうちん作りの
指導ボランティア

く

観光協会

22-5002

22-5027

｢小田原ちょうちん夏まつり｣で展示す
る、小田原ちょうちんの作り方を小学生
に教えましょう。
3月8日㈯13：30～
郷土文化館会議室
小田原ちょうちん保存会、小田原ちょ
うちん製作ボランティアの会
2月28日㈮までに、住所・氏名・電話番
号を電話またはファクスで。
観光課

｢農の学校2014｣参加者

シイタケのホダ木作り

小田原ちょうちん踊り教室

曽我みのり館

42-5320

いこいの森

24-3785

観光協会

小田原の深海魚を使った料理教室

観光モニター

小田原の魚ブランド化・消費拡大協
22-9227
議会事務局
（水産海浜課）
と

だい すけ

産業政策課

33-1514

市役所への郵便物

22-5027

観光行事の魅力向上を図るため、各行事
についてご意見をいただけるモニターを
募集します。詳しくは、観光協会ホーム
ページをご覧ください。
4月～平成27年3月（1年間）
本市
（観光協会主催）の観光行事に、年
6回程度来場し、調査票を提出
交通費は自己負担。
18歳以上のかた10人･多数抽選
3月7日㈮までに、住所･氏名･電話番
号･性別･年齢を書いて、観光協会に郵
送またはファクスで。
〒250-0014 城内1-21
小田原市観光協会
http://www.odawara-kankou.com/
モニターをお願いするかたには3月中
旬頃連絡をします。
モニターのかたには、お礼として小田
原の名産品を差し上げます。
観光課

初心者のための菊作り教室
観光協会

22-5002

22-5027

菊花展で見事な作品を出品している小
田原清香会の指導による、菊作り教室
です。
3月9日㈰、
6月15日㈰、
8月10日㈰
13：30～15：30
できるだけ3日間ご参加ください。
小田原箱根商工会議所（城内1-21）
500円（テキスト代）
3鉢分の苗
（スプレー菊、
大菊）
付き。
2月28日㈮までに、住所･氏名･電話
番号･人数を電話
またはファクスで。
観光課

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。

健康

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。
3月7日㈮❶10：00～❷11：00～
❸13：00～❹14：00～❺15：00～
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。

22-5002

スポーツ

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｣

観光協会

小田原ちょうちん踊りを練習して、
｢小田
原ちょうちん夏まつり｣に参加しましょ
う。
5月～平成27年3月の毎月第2金曜日
（10月のみ第3金曜日）18：00～
けやき
小田原ちょうちん踊保存会
住所･氏名・電話番号･人数
（団体の場
合は、団体名と代表者名）を電話また
はファクスで。
随時受け付けま
す。出張指導を
ご希望のかたは
ご相談ください。
観光課

こども

小田原で獲れる深海魚を使った料理を学
びます。
3月15日㈯10：00～14：00
崎村調理師専門学校(城山2-1-9)
市内在住の20代から40代の子育て
世代のかた20人･申込先着順
筆記用具、
エプロン、
三角巾、
室内履き
檜山大亮さん
（崎村調理師専門学校講師）
2月17日㈪9：00から。
水産海浜課

しょっ き ん

イベント

ナラの原木に専用ドリルで穴を開け、シ
イタケ菌の入ったコマを打つ｢植菌｣とい
う作業をしましょう。
2月15日㈯から
9：00～16：00
期間は原木の在庫が終了するまで。
休園日
（2月17日･24日、3月3日･
10日･17日･24日･31日）
を除く。
400～800円（原木の太さによる）
駐車場料金別途500円。
いこいの森管理棟に直接。
農政課

22-5027

相談

田んぼ、畑、
果樹、
ハーブの学校で、
土に触
れる楽しさを味わいましょう。
詳しくは、
ホームページをご覧ください。
4月より開始
曽我地区 他
コース別に3,000円から
3月5日㈬までに、
NPO法人小田原食と
みどりへ電話
（ 080-5385-0465）
で。
http://shoku-midori.or.jp/
農政課

22-5002

募集

2人でも座れるサイズ
（幅約90cm・奥行
30cm）のベンチを、小田原産材の一枚
板を使って作りましょう。
3月16日㈰9：30～
4組
（小学生以下は保護者同伴で）
･申
込先着順
3,500円
駐車場料金別途500円かかります。
3月11日㈫までに。
農政課

お知らせ

24-3785

いこいの森

原料に小田原市産の十郎梅を100％使
用しているもので、
小田原･十郎梅ブラン
ド向上協議会が承認した製品に対して、
ロゴマークが使用可
能になります。詳しく
は、市ホームページを
ご覧ください。
4月10日㈭までに。
応募用紙は、
市ホー
ムページからダウンロードするか、農
政課にお問い合わせください。
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相談

都市政策課

お知らせ

青少年相談
23-1482

青少年相談センター

創業相談・経営相談（3月）

住まいの相談会

募集

ひきこもりや若年無業者
（ニート）
、不登
校、親子や友人関係などの問題で悩む子
ども、若者（30代まで）やその保護者か
らの相談をお受けします。
毎週月曜日～金曜日
（祝日を除く）
9：00～12：00、
13：00～17：00
青少年相談センター
（城山4-2-11）

33-1307

おだわら街なか起業家支援センター

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。
1日㈯10：00～16：00
12日㈬･26日㈬11：00～17：00
13日㈭・27日㈭17：00～21：00
事前予約が必要です。上記以外の
日時でも受け付け中。
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）
産業政策課

地域のかたの安心できる住まいづくりや
円滑な住み替えを支援するために、各種
相談、
住宅情報などを提供します。
❶ 2月15日㈯10：00～15：00
フレスポ小田原シティーモール北館
1階フードコート前
❷ 2月23日㈰11：00～15：00
マロニエ3階マロニエホール前
当日は、地球市民フェスタ開催中のため、
外国籍のかたの相談にも対応します。

。

各種相談

● 市民相談
（3月）

地域安全課

23-6660

秘密厳守です。お気軽にご相談ください。

33-1383

市役所2階（土・日曜日、
祝日を除く）

相談

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

9：00〜12：00
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

13：30〜15：30

毎週水曜日

13：30〜16：00

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）
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

11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

13日㈭

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）

18日㈫

13：30〜15：30

行政苦情

国･県･市への要望や苦情

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

27日㈭

13：30〜15：30

イベント

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に関する相談

15日㈯

14：00〜16：00

● その他の相談

消費生活相談
消費生活センター

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
33-1777
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

こども

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）

スポーツ

県の出張労働相談
かながわ労働センター湘南支所
0463-22-2711（代）

働くかたのいろいろな悩みに、県職員がお答えします。お電話でもお受けします。
毎週水曜日
（祝日を除く） 9：00〜12：00、13：00〜17：00
県小田原合同庁舎1階
（ 32-8000
（代）
）

建築等紛争相談
33-1307
都市政策課

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
33-1573
都市計画課

小田原の地域ごとの特性を活かした景観を形成するため、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、相談をお受けします。なお、設計などは行いません。
必要に応じ、
専門家がアドバイスします。

分譲マンション管理相談
33-1307
都市政策課

分譲マンションの管理組合の運営全般、規約の見直し、大規模修繕、長期修繕計画の見直し
やその他日常生活のトラブルに関する相談などをマンション管理士がお受けします。
毎月第2金曜日13：30～16：30（予約制）
市民相談室（市役所2階）
市内分譲マンションの管理組合の役員・区分所有者・居住者のかた

女性相談
人権・男女共同参画課
健康

児童相談
子育て政策課

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）
人権・男女共同参画課
33-1737
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 ☎0570-0-55210

33-1454

10 おだわらいふ 2/15号 2/15▶3/14

こ こ に でん わ

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
子育て政策課
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。

記号一覧

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

イベ ント

おだわら雛の道中
～おひなさまのひなたぼっこ～

図書館総合歴史講座
｢歴史災害と小田原｣

せ い か ん

清閑亭

市立図書館

22-2834

34-2814

2/15〜3/16の土・日曜日
（2/23を除く）
わんぱくらんど竹細工教室
わんぱくらんど管理事務所

24-3189

昔懐かしい、竹とんぼやぶんぶんごまを
作って、
芝生広場で遊んでみましょう。
午前の部 9：30～12：00
午後の部13：00～15：00
エントランス広場または、あおぞら広場
300円
（材料費）

おだわらハートフェスタ
～精神保健福祉地域交流事業～

交通

任期

選考

支給額・謝礼

予防課

49-4428

3月1日から7日の春季火災予防運動の
実施に合わせて開催します。消防車両や
防火服などの展示、各種体験コーナーが
あります。ご家族でぜひご来場ください。
10：00～15：00
雨天決行。
ダイナシティウエスト
（西武小田原店）
1階キャニオン正面口
防火服の着装や、消火・AEDの体験、
消防車両の展示、住宅用火災警報器の
コーナー など
雨天時は、時間・内容などを一部変更
して行います。
11：00〜14：00

生活サポートセンターやすらぎ
34-1351
33-1467
障がい福祉課
10：00～18：00
ダイナシティウエスト
（西武小田原店）1階
市内事業所の活動発表、作品展示、ク
イズラリー、アルコール体質判定、ス
トレスチェック など

第59回
小田原梅まつり菓子展示会
産業政策課

2/23㈰
本のりさいくるフェア
かもめ図書館

49-7800

図書館で不用となった本や雑誌を、無償
で提供します。
9：00～16：00
かもめ図書館2階集会室・創作室
本を持ち帰るための紙袋など
協力 かもめ図書館フレンズ
小田原の図書館を考える会

33-1511

菓子職人のわざを披露する｢かざり菓
子｣の展示や、作りたてのお菓子の即売
など、市内の菓子店自慢の逸品が大集
合します。和菓子と抹茶を楽しめるお
茶席（土･日曜日のみ）や、人気のおやつ
教室（整理券制）も行います。
2月21日㈮〜23日㈰
10：00～17：00（23日は16：30まで）
市民会館
1～3階

健康

出演

消防フェスタ2014

スポーツ

詳しくは、ちらしまたは、当園ホーム
ページをご覧ください。
http://www.seibu-la.co.jp/odawarafg/

3/1㈯

こども

❹花と風景の写真展
日常で、旅先で、メンバーが出会った
花々を風景と一緒に撮りました。
9：00～17：00
（最終日は16：00まで）
出展 写真好五人衆
❺防災フェア｢そなえパークの日｣
公園は憩いの場であると同時に、地域
防災の拠点でもあります。3年前、東
日本大震災が発生したこの時期に、い
ま一度身の回りを振り返ってみましょ
う。
16日 ㈰ は、消 防 車 の 試 乗、け む り 体
験、ファイヤーけしまるクイズ大会な
ど、楽しみながら防災について学べる
イベントが盛りだくさん。防災グッズ
の販売や、震災復興支援として気仙沼
物産市も開催します。

し も じゅう

イベント

2/20㈭･21㈮

江戸時代の小田原を繰り返し襲った地震
は、どのような被害をもたらしたのか。
最も甚大な被害があったとされる元禄地
震を中心にその歴史をひも解きます。
13：30～15：30
かもめ図書館2階視聴覚ホール
80人･申込先着順
下重清さん（東海大学文学部非常勤講師）

相談

❶小田原フラワーガーデン梅まつり
早 咲 き か ら 遅 咲 き ま で、約200品 種
480本の梅が咲き誇り、期間中の土･
日曜日はイベントを行います。8日㈯
と9日㈰は気仙沼物産市も開きます。
❷押し葉絵展
押し葉や木の枝などを素材に、微妙な
色合いを利用して四季を描き出しま
す。
9：00～17：00
（ 初 日 は13：00か
ら、最終日は15：00まで）
出展 押し葉絵風の会
❸第19回洋らん展示会
丹精込めて育てられた見事ならんが出
展されます。らんの即売会もあります。
9：00～17：00
（最終日は16：00まで）
共催 小田原洋らん同好会

24-1055

募集

今年も市内の参加店舗などが、それぞれ
に趣向を凝らした雛人形を飾ります。小
田原の街で春のひとときをお楽しみくだ
さい。
市内約40の店舗など
小田原駅観光案内所にあるマップを
ご利用ください。
観光課
ひ な

フラワーガーデンのイベント
フラワーガーデン

3/1㈯
お知らせ

❶開催中～3/9㈰
❷2/18㈫～3/2㈰
❸3/5㈬～9㈰
❹3/11㈫～23㈰
❺3/15㈯･16㈰

開催中～3/3㈪

ね

▲おやつ教室
（煉り切り）

講師

申し込み（期限があるものは必着）

Eメール

ホームページ

主催

関係課

問い合わせ
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イベ ント

3/2㈰

お知らせ

わんぱくらんど de 宝探し
24-3189

わんぱくらんど管理事務所

3/1㈯～23㈰
根府川おかめ桜まつり
33-1494

農政課

3/15㈯
で

募集
相談

根府川地区では、地元住民を中心におかめ
桜を植え、桜の里づくりで地域活性化に
取り組んでいます。
3月8日㈯には、
JAかな
がわ西湘片浦支店駐車
場で地元農家による直
売や、ポン菓子・豚汁の
無料提供があります。
また、各施設でイベント
を開きます。詳しくは、
各施設にお問い合せください。
開花状況は次のホームページでも確
認できます。
● きのこ苑お山のたいしょう
（ 29-1393）
http://www7b.biglobe.ne.jp/
kinokoen/
● 離れのやど星ヶ山
（☎28-1122）
http://www.hosigayama.com/
● オーランジェガルデン
（☎29-0703）
え ん

イベント

せい

3/8㈯

3/15㈯

洋らん教室

「ふるさとの森づくり運動｣植林
34-2814

フラワーガーデン

｢第19回洋らん展示会｣に併せ、洋らん
教室を行います。ご自宅のらんの鉢植え
を持ち込んでのご相談もお受けします。
13：30～15：00
管理棟2階研修室
50人･申込先着順
奥田勝さん（奥田園芸）
2月15日㈯から。

清閑亭
22-2834
清閑亭
（南町1-5-73） 11：00〜16：00開館

た い い ち

33-1481

環境保護課

市の鳥コアジサシが良好な環境で子育て
できるよう、酒匂川の中州の整備と周辺
の清掃を行います。
9：30～11：30
酒匂川右岸JR鉄橋周辺
清掃活動、生息地の整備 他
日本野鳥の会西湘ブロック
3月7日㈮までに。

農政課

33-1491

市民の皆さんの参加により、水源地域の
森林を守り育てていく｢ふるさとの森づ
くり運動｣。植林をして、森づくりに参加
しましょう。クラフト体験もあります。
9：00～14：00頃
いこいの森
集合･解散 小田原駅西口北条早雲公像前
30人・申込先着順
3月7日㈮までに。

3/16㈰

かん

❶ほっとひといき雛まつり抹茶のふる
まい
（菜の
清閑亭の水屋で、高橋台一さん
花店主）
の呈茶をご堪能ください。
3月2日㈰11：30～
90分おきに開席。
各回10人程度･申込先着順
一席800円
（抹茶･菓子代）

さ と

家族でアスレチックや広場でのゲームな
どによるオリエンテーリングを行います。
9：00～12：30
あおぞら広場
年長から小学6年生までの子どもと保
護者150組･申込先着順
1人200円（保険料など）
直接、ファクス
（ 21-3189）、また
は当園ホームページから。
http://www.odawara-park.com/

清閑亭イベント

ひ な

コアジサシの郷づくり

火曜休館。

こども

❸学んでガッテン学芸員講座⑩
3月のテーマは、｢美麗な世界へよう
こそ！近代三茶人が蒐 集 めた仏画｣で
す。
講座後に交流会があります。
3月3日㈪14：00～16：00
40人･申込先着順
500円（交流会の茶菓代）
市生涯学習課学芸員
あ

つ

かもめコンサート
チェロリサイタル
かもめ図書館

49-7800
か ん

かもめ図書館に寄贈された故石井歡さん
（作曲家）愛用のピアノを活用し、小田原
ゆかりの若手演奏家によるコンサートを
開きます。未来を担う若き演奏家の奏で
る音色をお楽しみください。
16：00～17：00（15：45開場）
かもめ図書館2階視聴覚ホール
100人･申込先着順
ピーティ田代櫻（チェロ）
（ピアノ）
半澤佑果
曲目 チェロソナタ（ラフマニノフ）
、
無伴奏チェロ組曲より（バッハ）、
チェロソナタ（ヒンデミット）他
公共交通機関をご利用ください。
さくら

スポーツ
健康

❷お雛さまとクラシックコンサート
ヴァイオリン奏者の白井英治さんを
迎え、雛まつりにちなんだヴァイオ
リンコンサートを開きます。
3月2日㈰13：00～15：00
40人･申込先着順
3,000円
（中学生以下500円、高
校生1,000円）
白井英治さん（東邦音楽大学特任
准教授）

❹東日本大震災追悼企画
｢小田原大海嘯｣展
｣津
明治35年に小田原を襲った｢大海嘯（
波のような高波）
。小田原周辺に残され
た絵巻物のパネル展を開きます。
3月10日㈪～23日㈰
だ い か い しょう

ゆ う

か

▲ピーティ田代櫻さん

12 おだわらいふ 2/15号 2/15▶3/14

申込方法のルール

▲半澤佑果さん

各記事の担当部署名の前に 申込 とある場合は、直接電話でお申し込みください。

3/30㈰

第10回
ワクワク ･のりのりコンサート

小田原桜まつり｢きもので街歩き｣

障害者支援センターぽけっと
39-2007
33-1467
障がい福祉課

22-5002

22-5027

桜咲く春の城下町を着物で自由に散策
し、小田原の魅力を再発見しましょう。
交流会や小田原ガイド協会によるガイド
ツアーもあります
（希望者のみ ･申込先着
順）
。
10：00～15：00
雨天決行。
集合 市民会館
500円
（保険代･記念品など）
着付け希望者は、別途1,000円。

3/23㈰

月例イベント

塩麹を使った料理教室
農政課

着物･帯･小物一式
3月20日㈭までに、所定の申込書に書
いて、ファクス、郵送
またはホームページで。
〒250-0014
城内1-21
小田原市観光協会
http://www.odawara-kankou.com/
観光課

募集

障がいの有無に関わりなく、皆さんがと
もに楽しめるコンサートです。
13：30～
（会場13：00～）
けやき2階ホール
手話ソング、
バンド演奏など

観光協会

お知らせ

3/16㈰

33-1494

し お こうじ

市民撮影会2014
～辻村植物公園でミス湘南を撮ろう～
文化連盟（石塚）
文化政策課

090-3437-5477
33-1706

塩のはたらきを知ろう！
健康づくり課

47-0820

市役所への郵便物

ひ な

カミイチ（かみふなかクラフト市）
上府中公園管理事務所

42-5511

手作りのクラフト品を中心として約
40店舗が出店します。
毎月第4土曜日
直近は、2月22日㈯。
10：00～16：00
（悪天候中止）
https://www.facebook.com/kamiichi2012

小田原競輪開催日
事業課

23-1101

● 日刊スポーツ新聞社杯争奪戦
（FⅠ）

2月15日㈯～17日㈪
四日市記念（GⅢ）場外全Ｒ併売。
● 四日市記念 場外 2月18日㈫
● 小田競･サイクル杯
（FⅡ）
3月6日㈭～8日㈯
松山記念
（GⅢ）
場外全R併売。
● 松山記念 場外 3月9日㈰

尊徳記念館

36-2381

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。
2月22日㈯･3月8日㈯
見学自由。
9：00～11：30
二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）
く ん じょう

かもめ名画座

（協力：かもめ図書館フレンズ）
かもめ図書館

49-7800

思い出の映画をお楽しみください。
3月21日㈷13：30～（開場13：10）
120人･当日先着順
｢噂の二人｣
（1961年・109分）
監督 ウィリアム ･ワイラー
出演 オードリー ･ヘプバーン
シャーリー ･マクレーン
ジェームズ ･ガーナー
※2月21日㈮は「陽 のあたる場所」を
上映。
ひ

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）

毎週日曜日10：00～15：00

● なるほど園芸講座

毎月第3日曜日10：30～11：30
大坪孝之さんの園芸講座を開催し
ま す。2月 の テ ー マ は｢ 接 ぎ 木 と
は？｣です。ご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。

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。

健康

食べ物にはどのくらい塩が入っている
か、体験しながら、
楽しく学びましょう。
10：00～11：30
（受付9：30～）
保健センター
市内在住の小学5･6年生20人･申込
先着順
エプロン、三角巾、マスク、手拭き用タ
オル、室内履き、
筆記用具
3月24日㈪までに。

10：00〜17：00（ 展 示 最 終 日 は
月曜休館。
15：00まで）
音羽プラーザビル2階
（栄町1-14-41）
● ひなかざり展
つるし雛 やたくさんの手作りお雛
様を展示します。まちなかで開催
中の｢雛の道中｣参加イベントです。
2月19日㈬～3月2日㈰
グループミモザ
● ｢イギリス児童文学のふるさとを訪
ねて｣展
児童文学の宝庫であるイギリスを
訪ねた写真や絵本を展示します。
3月6日㈭～18日㈫
｢イギリスの絵本のおはなし会｣
小学生から大人まで楽しめる絵
本の読み聞かせの会です。
3月9日㈰14：00～15：00
楽しい絵本を広める会｢子どもの本箱｣

二宮尊徳生家のいろり燻蒸

スポーツ

3/26㈬

33-1725

こども

辻村植物公園で、2013ミス湘南をモデ
ルに、撮影会を行います。事前申し込み
は不要で、
どなたでも参加できます。
10：00～15：00
（12：00～13：00は休憩）
辻村植物公園
駐車場料金別途500円。

人権・男女共同参画課

イベント

3/23㈰

ちゃ

おだわら女性プラザ CHAT茶っと

相談

塩 麹 作りと、手作りの塩麹を使った料理
3品を作りましょう。塩麹はお持ち帰り
できます。
9：00～11：30
けやき４階調理実習室
30人･申込先着順
1,500円
エプロン、
三角巾
夢みるみどりの探検隊

チャット

13

こど も

子ども映画会と
金次郎のおはなし

お知らせ

尊徳記念館

絵本のよみきかせ
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
2月22日㈯、
3月8日㈯
14：00～15：00
● 市立図書館

募集

図書館こども映画会
市立図書館
かもめ図書館

相談
イベント

よいこ名作劇場

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。初めてのかたも大歓迎
です。事前申し込みは不要です。
3月6日㈭10：00～11：30
（受付9：45～）
マロニエ
「ぴよぴよ卒業お
めでとう」
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）

親子のコミュニケーション講座
～ ｢怒らず｣ ｢伝える｣ しつけの方法～

33-1871

こども

3月1日㈯❶10：30～12：00
❷13：30～15：00
けやき3階視聴覚室
「よっちゃんの不思議なクレヨン」
「おやゆび姫」
「フォックスウッド物語～ひみつがいっ
ぱい～」
各70人･当日先着順

ママパパ学級
スポーツ

47-0820

妊 婦 さ ん と パ ー ト ナ ー が、講 義 や グ
ループワーク、実習を通じて、妊娠・出
産・育児について学ぶ講座です。
● 子育てクラス
3月17日㈪13：20～15：30
保健センター
沐 浴 実習・赤ちゃんのお着替え体
験、
先輩家族の話
妊娠6か月（20週）以降の妊婦さん
とパートナー
母子健康手帳、筆記用具、エプロン､
手拭きタオル
3月14日㈮までに。
もく

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。
2月22日㈯
10：00〜11：00
（開場9：50）
尊徳記念館
「北風のくれた
テーブルかけ」
「エジソン物語」
▲県立小田原城北工業
「金次郎のおはなし」 高校 デザイン科
60人・当日先着順
川口 奈々 さん

子育て政策課

3月15日㈯14：00～（開場13：40）
「愛の若草物語」
（30分）
● かもめ図書館
2月22日㈯14：00～（開場13：40）
「木こりときんのおの」
他
（33分）
3月8日㈯14：00～
（開場13：40）
「ミッキーマウスと魔法の帽子」他
（19分）

健康づくり課

36-2381

ぴよぴよくらぶ

24-1055
49-7800

● 市立図書館

けやき

子育て支援センター
関連イベント

よく

健康

14 おだわらいふ 2/15号 2/15▶3/14

記号一覧

青少年相談センター ☎23-1481
しつけの悩みを解決するヒントが満載の
親子関係をよくする楽しい講座です。
❶2月21日㈮9：30～11：30
❷3月12日㈬9：30～11：30
青少年相談センター（城山4-2-11）
❶効果的なほめ方
❷問題を事前に防ぐ方法
小学生以下の子どもの保護者
各10人・申込先着順
前日までに。

ママパパ子育て知恵袋メール
健康づくり課

☎47-0820

妊娠から2歳になるまで、月齢に合わせ
た子育てに関するミニ情報をメールしま
す。
イベント情報の紹介などもあります。
この機会に、ぜひご登録ください。
ママ用・パパ用で内容が
異なります。
申し込み用URLまたは
二次元バーコードから
登録してください。
▲二次元バーコード
https://www.city.
odawara.kanagawa.jp/mmz/

日時

期間

時間

場所

内容

対象

子育て政策課
マロニエ子育て支援センター
おだぴよ子育て支援センター
いずみ子育て支援センター
こゆるぎ子育て支援センター

33-1874
48-8698
34-6181
37-9077
43-0251

● 妊婦さんの集いの場

妊娠中のかたが集まって、出産や子
育てについて気軽にお話をする会で
す。
❶2月19日㈬10：00～12：00
❷2月21日㈮14：30～16：00
❸2月28日㈮10：30～11：15
❶マロニエ、
❷いずみ、❸おだぴよ
❸はおだぴよに電話で。
❶❷は助産師が参加する時間があ
ります。

● 赤ちゃんデー

6か月までの乳児限定ひろばです。
❶2月21日㈮13：00～15：00
❷3月 5日㈬10：00～12：00
❸3月13日㈭10：00～11：45
❶いずみ、
❷マロニエ、❸おだぴよ

● すくすくデー

0歳児とママの会です。上の子も一
緒に参加できます。
3月14日㈮13：00～15：00
こゆるぎ
15組
こゆるぎへ電話で。

● ヨチヨチデー

7～11か月の乳児限定のひろばです。
2月18日㈫、3月11日㈫
10：00〜12：00
マロニエ

● こゆるぎホッとたいむ

4月に仕事復帰するママのおしゃべ
り会です。親子で一緒に参加できま
す。
2月28日㈮13：00～15：00
こゆるぎ
10組
こゆるぎへ電話で。

● 専門職相談日

❶小児科医師
3月6日㈭10：00～12：00
❷小児科医師
3月6日㈭13：00～15：00
❶マロニエ、
❷おだぴよ
申し込みが必要なもの以外は、直接
会場にお越しください。
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。

定員

費用（記載のないものは無料）

持ち物

ス ポーツ
小田原アリーナ

38-1144

効率よく体脂肪を消費する運動プログラ
ムや、筋力アッププログラムなどを多数
用意しています。
利用には、事前に｢トレーニングルー
ム利用者講習会｣の受講が必要です。

38-1144
23-2465

❶小田原アリーナ
❷スポーツ会館

小田原アリーナ

38-1144

バドミントン県シニア
選手権大会

3月 2日㈰

関東都県対抗インドア
ソフトテニス大会

3月 8日㈯ 小田原尊徳マラソン大会
9日㈰（8日㈯は準備）
イベント開催時は、一般利用ができな
いこともあります。

小田原球場

☎42-5511

出演

交通

任期

選考

支給額・謝礼

インストラクター募集

小田原テニスガーデン

小田原アリーナ

☎37-4712

テニスレッスンを1人で受けることに不
安があるかたのために、2人以上の申し
込みでレッスンが受けられる｢初心者ク
ラス｣を開講しています。
1回60分で週に1回、月に4回の内容で
す。この機会にお友達を誘ってテニスス
クールに通ってみましょう。
その他のクラスも体験レッスンを随
時受け付けています。詳しくは、お問
い合わせください。

65 歳からの筋トレ教室
高齢福祉課

☎33-1825

❶いそしぎ マシン教室
個々の体の状態に合わせ､トレーニング
マシンなどを利用した個人指導です。
4月7日㈪～6月27日㈮の週2回
市内在住の体力に自信がない65歳
以上のかた20人･多数選考
❷いそしぎ ストレッチ教室
ストレッチの他､ヨガ､太極拳の体の使
い方などを学びます。体を動かすこと
が苦手なかたにお勧めです。
4月7日～6月23日の毎週月曜日
11：45～13：00
市内在住のやや体力に自信がない
65歳以上のかた20人･多数選考
日程の他に、事後面談・体力測定有り。
❸アリーナ ストレッチ教室
楽しくストレッチや筋トレを行います。
4月1日～6月26日の毎週火･木曜日
10：30～12：00
市内在住の65歳以上のかた20人・
多数選考
❶～❸共通
各タイトルの場所で行います。
1,500円
（保険料）
2月28日㈮まで｡
医師から運動を止められているかた
と、介護認定を受けられているかたは
参加できません。

講師

申し込み（期限があるものは必着）

Eメール

38-1144

城山陸上競技場で行う各種教室のインス
トラクターを募集します。
❶陸上教室
走･投･跳のレベルアップを目指す
小･中学生、高校生を指導するかた
❷健康運動教室
トレーニングルームで、各種ダンス
教室、体操教室などの健康運動教室
を指導するかた
❸文化教室
会議室で書道教室や着付け教室な
どの文化教室を指導するかた
電話で受け付けた後、履歴書、希望時
間、内容、指導方法を書いた企画書を
持って小田原アリーナまで直接。

おだわら駅伝競走大会の結果
体育協会

38-3310

1月19日に行われた｢第7回おだわら
駅伝競走大会｣の地区対抗・事業所対抗
の各順位とチーム名です。
順位

地区対抗

事業所対抗

優勝

酒匂

2位

東富水

3位

十字

富士フイルム B

4位

桜井

ライオン

5位

国府津

6位

橘北

富士フイルム A
小田原警察署

印刷局小田原
小田原循環器病院

健康

小田原球場をより多くのかたに利用して
いただくため、
一般のかたに開放します。
3～12月までの第2日曜日
次回予約可能日は、
4月6日㈰です。
利用前月の3～10日までに、小田原球
場に直接
（多数抽選）
。
大会開催時は日程変更の
場合があります。
詳しくは、
お問い
合わせください。

テニスガーデンテニス教室

スポーツ

小田原球場の一般開放日

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
2月20日㈭14：00～15：30
❷小田原アリーナ
3月4日㈫10：00～11：30
各20人・申込先着順
室内履き、飲み物、タオル
体操のできる服装でお越しください。

こども

2月23日㈰

4月から柔道や剣道を一緒に行う仲間を
募集します。
火･木曜日18：30～
柔道
火･水曜日18：30～
剣道
スポーツ会館
小学1年生～中学3年生
登録料
（年額）
1,800円
保険料含む。
使用料
（月額）
1,300円
3月30日㈰までに。
一般
（高校生以上）の教室は､お問い合
わせください。

☎47-0820

イベント

小田原アリーナの主な行事予定
＜2月15日～3月14日＞

健康づくり課

相談

高校生以上・予約制
❶小田原アリーナ
毎週月曜日
19：00～20：00
毎週木曜日
14：00～15：00
毎週金・日曜日11：00～12：00
各30人・申込先着順
❷スポーツ会館
3月15日㈯、
26日㈬
18：30～19：30

スポーツ会館

募集

トレーニングルーム利用者講習会
＜3月分＞

市民体操「おだわら百彩」講習会

23-2465

お知らせ

トレーニングルーム

柔道 ･ 剣道練成教室

ホームページ

主催

関係課

問い合わせ

15

健康

子ども予防接種週間
3月25日㈫～31日㈪

お知らせ

3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
募集

4か月児健診

がん検診を受けましょう

対象・実施日など

日本人の2人に1人は｢がん｣にかかって
います。本市の死亡原因の第1位も｢が
ん｣です。がんの早期発見には、定期的な
検診の受診が効果的です。
市では、特定の年齢のかたに、がん検診な
どを無料で受診できるクーポン券をお送
りしています。今年度のクーポン券の期
限は、
3月31日㈪です。期限が近づいて
いますので、早めに受診しましょう。

平成25年11月生
11・19・25日

8〜9か月児健診 取扱医療機関にて

相談

1歳6か月児健診

平成24年8月生
6・14・20日

2歳児歯科健診

平成24年2月生
3・7日

3歳児健診

平成22年8月生
12・18・26日

いきいき親子
育児相談

保健センター4日
小田原アリーナ13日

親子心理相談

～思春期、
青年期の食育～

入園･入学に備えて、必要な予防接種を済
ませ、
病気を未然に防ぎましょう。
期間中、診療日が増える医療機関があり
ます。詳しくは、5ページにある一覧表
をご確認いただき、事前に各医療機関へ
お問い合わせください。

健康カレンダーと併せてご覧ください。
保健センター
（健康づくり課）
47-0820

事業名

食育コラム

がん集団検診
（電話申込制）
時間･内容など詳しい内容については、
健康カレンダーをご覧ください。
● 胃がん集団検診
3月 7日㈮市役所車庫棟前
3月14日㈮保健センター
● 乳がん
（マンモグラフィ併用検診）、
子宮頸がん集団検診
2月16日㈰保健センター
3月14日㈮保健センター

就学前の親子
（電話申込制）

● 大人のための相談

イベント

すこやか健康相談
（電話申込制）
2月26日㈬午前
3月13日㈭午後
● 禁煙チャレンジ
保健師が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。

け い

子宮頸がん検診を受けましょう
子宮頸がんの原因はヒトパピローマウイ
ルスの感染といわれ、20～30歳代から
発症率が増加し、感染してから長い時間
をかけてがんになります。
本市では、
20歳以上のかたを対象に｢子
宮頸がん検診｣を行っています。
子宮頸がんは早期発見により治癒率も高
いがんです。年に1度は検診を受け、自
身の健康管理に努めましょう。

小田原市国民健康保険
特定健康診査
こども

平 成25年 度 特 定 健 康 診 査 の 受 診 期 間
は、3月31日㈪までです。
対象のかたには、ピンク色の封筒で受診
書類をお送りしています。がん検診と併
せて、必ず受診しましょう。

スポーツ

休日・夜間急患診療
カレンダー
保健センター

内科 小児科

保険証

健康

広報小田原くらしのガイド

おだわらいふ

眼科

歯科

2月16日㈰

○

○

○

○

○

23日㈰

○

○

○

ー

○

3月 2日㈰

○

○

○

○

○

9日㈰

○

○

○

ー

○

● 休日診療

受付 8：30〜11：30（歯科9：00〜）
13：00〜15：30

耳鼻
咽喉科

毎月15日発行 No.1101
1月1日現在 小田原市の人口 195,958人 79,782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。
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ON AIR 情報

●

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

この時期は、生活習慣が自立するとと
もに、不規則になりやすく、
欠食や孤食
（一人での食事）が増えてきます。孤
食は、好き嫌いを増加させ、栄養素の
不足や偏りなど、健康への悪影響も考
えられます。特に本市の20歳代では
｢毎食、家族や友人と食べる｣の回答が
38.0 ％ と 全 国 平 均 よ り 低 い 状 況 で
す。食を通じたコミュニケーションは
社会性や協調性を育て、心身の健康に
もつながります。家族や仲間との楽し
い食事を心掛けましょう。

「風しん予防接種」の一部費用助成
近年、風しん患者が増えています。流行
の 中 心 は、定 期 予 防 接 種 の 機 会 の 少 な
かった20～40歳代の男性ですが、妊娠
初期の妊婦が感染すると、生まれてくる
子どもが難聴や心疾患などの先天性風し
ん症候群を発生する恐れがあります。
風しんの感染予防には予防接種が効果的
です。市では、緊急対策として、
風しんの
予防接種費用の一部を助成しています。
3月31日㈪まで
19歳以上で風しんにかかったことの
ない、または風しん予防接種を2回接
種していない次のかた
❶妊娠を予定または希望している女性
❷妊娠しているかたの配偶者
❸❶の配偶者
風しん単独ワクチン4,000円
風しん麻しん混合ワクチン
（MR）
8,000円（共に別途自己負担有り）
※妊娠しているかたは、予防接種を受け
る こ と は で き ま せ ん。 詳 し く は、市
ホームページをご覧ください。

● 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
47-0825
休日急患歯科診療所
休日・夜間急患薬局
47- 0826
● 重症の場合は24時間いつでも
49-0119
消防署
● 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
34-3175
市立病院

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。

