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約35,000本もの白梅が咲き誇り、関東の富士見百
景にも選ばれた「曽我梅林」を中心に、期間中さまざ
まなイベントが行われます。

菓子職人の技を披露する
「かざり菓子」の展示や菓
子の即売など、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、お
やつ教室（整理券制）に加
え、第60回記念のお楽し
み袋の販売もあります。

◦�土・日曜日、祝日は会場周辺が大変混雑します。なるべく公共交通
機関をご利用ください。
◦電車でお越しのかたへ
　�最寄駅の御殿場線下曽我駅では、toica（トイカ）･Suica（スイカ）･�
PASMO（パスモ）などのICカードは利用できません。
　あらかじめ出発駅できっぷをお買い求めください。

産業政策課　☎33-1511

10:00～17:00　※22日（日）は16:30まで。
市民会館1～3階

　【土·日曜日限定】ハルネ小田原ハルネ広場（パネル展示のみ）

第45回
小田原梅まつり
1月31日（土）～3月1日（日）　
曽我梅林·城址公園　他
観光協会　☎22-5002

第60回
小田原梅まつり
菓子展示会を開催します!

2/20（金）
～22（日）

印：バス停

中河原配水池

曽我梅林周辺地図
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中河原会場

別所会場

県
道

松
田

国
府

津
線

駐在所

下曽我小
入口

下曽我駅
入口

下曽我駅

別所梅林 下別所

線
道
海
東
Ｒ
Ｊ

駅
津
府
国JR御殿場線

至 東京

至 松田

至 小田原

JA

小田原牧場
アイス工房

梅の里センター

原会場

流鏑馬会場



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 出演 交通 任期 選考 支給額・謝礼　    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2

12月補正予算の概要
財政課　☎33-1312

市議会12月定例会の概要
総務課　☎33-1291

審議された主な内容は、次のとおりです。
◦�専決処分の報告について（事故賠償）2件
◦�専決処分の承認について（平成26年度
一般会計補正予算）
〈平成26年度補正予算〉
◦一般会計補正予算
◦競輪事業特別会計補正予算
◦下水道事業特別会計補正予算
◦国民健康保険事業特別会計補正予算
◦介護保険事業特別会計補正予算
〈新たに制定した条例〉
◦�指定介護予防支援等に関する基準等を
定める条例
◦�地域包括支援センターの包括的支援事
業の実施に関する基準を定める条例
〈一部を改正した条例〉
◦国民健康保険条例
◦介護保険条例
◦障害児通園施設条例
◦市立病院の診療報酬等に関する条例
◦消防団員等公務災害補償条例
◦火災予防条例
◦�教育長の給与、勤務時間その他の勤務
条件に関する条例
◦常勤の特別職職員の給与に関する条例
◦�職員の給与に関する条例及び一般職の
任期付職員の採用等に関する条例
〈予算･条例以外〉
◦�新たに生じた土地の確認について（小
田原漁港特定漁港漁場整備事業）
◦�字の区域の変更について（小田原漁港
特定漁港漁場整備事業）
◦指定管理者の指定について
◦鴨宮ケアセンター
◦梅の里センター
◦わんぱくらんど及び辻村植物公園

◦�工事請負契約の変更について（平成25
年度公共下水道第１工区工事）
◦�固定資産評価審査委員会委員（北村幸
弘さん）の選任について
◦�核兵器禁止条約締結の早期実現に関す
る意見書

審議された主な内容や議案などは、行政
情報センター（市役所4階）、支所･連絡所
に配架します。また、詳しい審議の内容
は、市ホームページまたは「市議会だよ
り」（2月上旬配布）をご覧ください。

一般会計補正予算（専決処分）の概要
◦�衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判
官国民審査費の計上（6,990万2千円追
加）。

11月21日に衆議院が解散したことに伴
い、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判
官国民審査を執行する必要が生じ、特に緊
急を要したため専決処分としました。

平成26年度12月補正予算の概要
◦一般会計補正予算
　（4億9,501万6千円追加）
◦競輪事業特別会計補正予算
　（8億9,246万9千円追加）
◦下水道事業特別会計補正予算
　（1,389万3千円追加）
◦国民健康保険事業特別会計補正予算
　（98万9千円追加）
◦介護保険事業特別会計補正予算
　（3,753万7千円追加）
この結果、全会計の予算額は、1,500億
4,113万2千円となりました。
補正予算の主な内容は、次のとおりです。
【一般会計】
◦�県知事及び県議会議員並びに市議会議
員選挙費の計上
◦�受給者の増加に伴う生活保護費の増額
◦�放課後児童クラブ室及び空調設備整備
費の計上

【競輪事業特別会計】
車券発売金及び競輪開催費の増額
【下水道事業特別会計】
消費税及び地方消費税の増額
【国民健康保険事業特別会計】
国民健康保険団体連合会負担金の増額
【介護保険事業特別会計】
事務処理システムの改修費の増額

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）
◦ふるさと文化基金寄附金
　（合計7万9,592円）
◦鈴乃会　鈴木二三子
◦小田原吟剣詩舞道連盟

◦�社会福祉基金寄附金（合計10万5,400円）
◦明治大学校友会小田原地域支部
◦小田原陶芸同好会
◦�公益社団法人小田原市シルバー人材
センター

◦ふるさとみどり基金寄附金
　（合計8万8,880円）
◦�公益社団法人神奈川県宅地建物取引
業協会小田原支部
◦山田幸範　◦匿名

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な
ど、多くの苦情が寄せられています。猫
を室内で飼うことをお勧めします。

住宅の耐震化費用の一部を補助
建築指導課　☎33-1433

耐震診断費、耐震改修費に加え、耐震設計･
工事監理費の補助を始めました。
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

看板の設置には許可が必要です
都市計画課　☎33-1593

店舗などの看板の設置には、市の許可が
必要です。設置した際の看板業者に、許可
が適切に取得できているか、今一度確認
してください。許可証を発行したかたに
は、許可期限を記載したシールを交付し
ています。

　

高齢福祉課　☎33-1864
2月1日（日）より、高齢者の総合相談機関
である「第三地区地域包括支援センター」
が移設します。
新所在地　堀之内7-1
電話番号　☎39-5551（変更ありません）

第三地区地域包括支援
センターの移設
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カラス・ヒヨドリの駆除について
農政課　☎33-1494

農作物に被害を及ぼすカラス・ヒヨドリ
を猟友会が銃器で駆除します。
�2月21日（土）～3月22日（日）
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）

里帰り分べん受け入れの休止
医事課　☎34-3175

小田原市立病院で分べんを希望されるか
たが急増しているため、現在、里帰り分べ
んの新規受け入れを一時休止していま
す。ご理解とご協力をお願いします。

かもめ図書館の臨時休館
かもめ図書館　☎49-7800

電気設備の点検のため、終日休館します。
返却はブックポストをご利用ください
（ただし、紙芝居･大型絵本･視聴覚資料は
開館日に直接カウンターへ）。
2月9日（月）

小田原梅まつり開催中の行事

〈曽我梅林〉　　　　　� 　　　　　　　（※）…天候不良の場合、中止 〈城址公園･市民会館〉

〈小田原梅品評会（梅干の部）の作品展示と販売〉
展示　 1月31日（土）～3月1日（日）9:00～17:00
　　　 梅の里センター
販売　 3月3日（火）～10日（火）
　　　 農産物直売所「朝ドレファ～ミ♪」
農政課　☎33-1494

〈絵画コンクール〉
曽我梅林、城址公園、辻村植物公園、フラワーガーデンの梅
を題材とした絵画を募集します。出品方法など詳しくは、観
光協会（☎22-5002）にお問い合わせください。
市内在学の小･中学生　 2月26日（木）までに。

〈NPO法人小田原ガイド協会による観光案内〉
梅園と史跡めぐり
�期間中の土･日曜日（2月1日（日）を除く）の9日間

　9:00～10:40に随時出発
　受付　下曽我駅改札前

〈積善会看護専門学校による健康相談〉
2月19日（木）･20日（金）

　10:00～15:30
梅の里センター

　

観光協会　☎22-5002　観光課　☎33-1521

月 日 行　事 時　間 場　所
1月 31日（土）開園式 10:00〜11:00 梅の里センター

2月

1日（日）俳句大会 10:00〜 梅の里センター

7日（土）
ミカンの皮とばし大会 13:00〜

別所会場
（雨天時8日（日）
12:00に延期）

地元子ども達による
祭ばやし 14:30〜 別所会場（※）

8日（日）
落語

（東海大学落語研究部）11:00〜
別所会場（※）

寿獅
し

子
し

舞 13:30〜13:50

11日（祝）流
や ぶ さ め

鏑馬（12:00〜北條
太鼓の演奏）

13:00〜14:30
原会場

（雨天時15日
（日）に延期）

14日（土）

子ども達の民舞と太鼓 10:30〜11:00 別所会場（※）

琴と尺八の合奏
11:10〜11:30 別所会場
13:30〜14:00 中河原会場 

瑞雲寺本堂外
うい

郎
ろう

売
うり

の口上 14:00〜

書道パフォーマンス
（相洋高校書道部） 14:00〜

別所会場
（雨天時15日（日）
11:00に延期）

地元子ども達による
祭ばやし 15:00〜 別所会場（※）

しもそが五郎十郎市
（下曽我商工振興会） 10:00〜16:00 梅の里センター

駐車場

15日（日）

寿獅子舞 13:30〜13:50
別所会場（※）

小田原ちょうちん踊り 13:55〜
梅の中コンサート

（歌･ピアノ） 14:00〜 中河原会場 
瑞雲寺本堂

しもそが五郎十郎市
（下曽我商工振興会） 10:00〜16:00 梅の里センター

21日（土）

種とばし大会 13:00〜
中河原会場
瑞雲寺境内

（雨天時22日（日）
12:30に延期）

地元子ども達による
祭ばやし

13:00〜
15:00〜 別所会場（※）

22日（日）

小田原ちょうちん踊り 11:00〜
別所会場（※）

寿獅子舞
13:15〜

14:00〜 中河原会場 
瑞雲寺境内（※）

28日（土）地元子ども達による
祭ばやし

13:00〜
15:00〜 別所会場（※）

月 日 行　事 時　間 場 所

2月

  4日（水） 立春青空句会 10:00〜11:00 本丸広場
15日（日） 俳句大会 10:00〜16:00

市民会館20日（金）〜
22日（日） 菓子展示会

10:00〜17:00
（22日（日）は
16:30まで）

〈関連行事〉�
第20回全国梅サミットＰＲイベント

観光課　☎33-1521
「第20回全国梅サミット」開催に伴い、協議会に加盟する
12市町のPRイベントを、小田原地下街「ハルネ小田原」で
行います。各市町の特産品をそろえた物産展と、名産品
などをプレゼント
する抽選会やご当
地キャラクターの
登場など、楽しい
イベントです。
2月7日（土）

　10:00～16:00　
ハルネ小田原
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国民年金のお知らせ
小田原年金事務所　☎22-1391

❶国民年金関係書類の送付について
◦社会保険料（国民年金保険料）控除証
　明書
昨年10月以降に初めて国民年金保
険料を納付されたかたに、2月上旬
に日本年金機構から送付されます。

◦公的年金等源泉徴収票（平成26年分）
老齢年金を受給されているかたに、
1月末日までに送付します。
共済年金と企業年金については、そ
れぞれ加入していた年金機関にお問
い合わせください。

※�紛失などによる再発行手続きについ
ては、お問い合わせください。

❷国民年金保険料の口座振替前納
国民年金保険料を4月に1年分または
半年分前納する場合、口座振替にする
と割引額が多くお得です。さらに、割引
額がより大きくなる「2年前納」（口座
振替のみ）が、導入されました。
口座振替の前納には、2月末までの手
続きが必要です。希望する口座の預金
通帳、金融機関届け印と年金手帳を
持って、希望の金融機関または小田原
年金事務所へお申し出ください。
保険課

確定申告指導会
青色申告会　☎24-2614

所得税や消費税などの確定申告指導会
を行います。税理士による無料相談コー
ナーもあります。
2月1日（日）～3月16日（月）

　9:00～16:00（土･日曜日、祝日と最終
　日は15:00まで）
青色会館3階大ホール（本町2-3-24）
確定申告をする全てのかた
（公社）小田原青色申告会
市税総務課

下水道に関するお知らせ
下水道総務課　☎33-1616

◦下水道に異物を流さないでください
下水道に、水に溶けない紙や髪の毛、油
などの異物を流すと、汚水ポンプや下水
道本管が詰まり、汚水があふれるなどの
影響を及ぼすおそれがあります。異物を
流さず大切に使用してください。

◦�水洗化工事費（下水道接続工事費）補助金
新たに下水道が整備された区域の既存
住宅にお住まいのかたに、接続工事費
の一部を補助します。
�下水道が使えるようになった日（供
用開始）から3年以内に接続を行っ
たかたで、市税や下水道受益者負担
金に滞納がないかた。

※�合併浄化槽からの切り替えの場合は、
上記に加え、7万円の補助が受けられま
す（供用開始から3年以内に限る）。
※�アパートなどの集合住宅の場合は、供
用開始後の年数に関係なく、1戸につき
1万円の補助が受けられます。
※�接続工事完了後30日以内に申請して
ください。

市民税課からのお知らせ
市民税課　❶☎33-1351

　　　　　　❷☎33-1354
❶公的年金所得者のかたへ
公的年金等の収入額が400万円以下で
それ以外の所得が20万円以下の場合に
は、確定申告をする必要はありません。
しかし、医療費など源泉徴収票に含まれ
ない控除を追加する場合は、市･県民税申
告が必要になりますので、市民税課で申
告をしてください（既に確定申告が済ん
でいる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
◦必要に応じて
医療費の領収書、生命保険料控除証
明書、地震保険料控除証明書　など

※�申告をしないと昨年と比較して市･県
民税が増額になる場合があります。

❷事業主のかたへ
平成26年分の給与支払報告書の提出
期限は2月2日（月）です。
給与支払報告書は、金額にかかわらず、
受給者の平成27年1月1日現在の住所
地である市町村へ、早めに提出してく
ださい（パート･アルバイト、退職者分
もお願いします）。

市有地を売ります
営業課　☎41-1202

遊休地の市有地を申し込み先着順で売却
します。詳しくは、お問い合わせください。
物件　蓮正寺字三丁河原707番91
面積　209.58㎡
売却価格　18,170,000円
2月2日（月）～3月13日（金）までに。

20歳になったら国民年金
～新成人のためのＱ＆Ａ～
保険課　☎33-1867

日本国内に住所のある20歳から60歳ま
での全てのかたに、国民年金の加入義務
があります。新成人のかたには、誕生月に
日本年金機構から案内が送られます。
Ｑ�なぜ年金の保険料を納めなければいけ
ないの？
Ａ�年金は、世代間で支え合う制度です。皆
さんが納める保険料により高齢者の生
活を支え、自分たちが高齢になったら
次の世代に支えてもらいます｡
Ｑ�年金の保険料はいくらなの？
Ａ�国民年金第1号被保険者1か月当たりの
保険料は15,250円です（平成26年度）。
Ｑ�年金の保険料はいつまで納めるの？
Ａ�国民年金は20歳から60歳になるまで40
年間保険料を納付します。40年間の納
付で満額の老齢基礎年金が受けられま
す。
Ｑ�保険料が納められないときはどうすれ
ばいいの？
Ａ�学生のかたは社会人となってから保険
料を支払う｢学生納付特例制度｣が、30
歳未満で所得が少なく納付が困難な時
は「若年者納付猶予制度」が利用できま
すので、市役所または小田原年金事務
所へご相談ください。
Ｑ�年金は老後のためだけのもの？
Ａ�国民年金には、病気やけがで重度の障
がいが残ったときに受けられる障害基
礎年金、一家の生計を支えてきた加入
者が亡くなったときに受けられる遺族
基礎年金もあります。
Ｑ�将来、年金は本当にもらえるの？
Ａ�国民年金は、国が責任を持って運営し
ている制度ですので、年金は必ず受け
取ることができます。

補助対象 補助金額
供用開始から1年以内　 5万円
供用開始から2年以内　 2万円
供用開始から3年以内　 1万円

　

納付関係…市税総務課　☎33-1345
課税内容…市民税課　　☎33-1351

1月は、個人市民税･県民税（第4期）の納
期です。納期限（2月2日（月））までに納め
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、祝日の納税は、マロニエ住

民窓口･アークロード市民窓口、コンビ
ニエンスストアをご利用ください。た
だし、納付書が必要です。

1月の納税
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市役所への郵便物　記事に指定がある場合を除き、各記事の担当部署へ郵送する場合は、
　　　　　　　　   「〒250-8555 小田原市○○課（室）」で届きます。 おだわらいふ　1/15号　1/15→2/14 5

所得税と市･県民税の申告は期間内にお早めに
所得税･･･小田原税務署　☎35-4511（自動音声によるご案内になります）

　　　　　　　　　　��　　市県民税･･･市民税課　　☎33-1351～3

　

戸籍住民課　☎33-1386
税の電子申告に必要な公的個人認証サービスの電子証明書の発
行･更新手続きを、確定申告直前の1月20日～3月10日の火曜日
は、時間を拡大し受け付けます。
月、水～金曜日9:00～16:40　火曜日9:00～18:40

※�火曜日の17:00以降は予約されたかたのみ。その他の時間は、
予約のかたを優先しますので、事前にご予約ください。

電子証明書発行･更新について

〈所得税と復興特別所得税の確定申告　相談と申告〉
2月16日（月）～3月16日（月）　※土･日曜日を除く。

　なお、還付申告は、2月13日（金）以前でも行うことができます。
小田原税務署（申告書の記載がお済みのかたは郵送でも可）

◦確定申告が必要なかた
❶�事業所得や不動産所得などがあるかたで、平成26年中の所
得金額の合計額が、扶養控除などの各種所得控除の合計額
を超えるかた
❷�給与所得者で、�
◦平成26年中の給与収入が2,000万円を超えるかた
◦給与所得の他に20万円を超える所得があるかた
◦2か所以上から給与を受けているかた　
❸不動産やゴルフ会員権などの資産を譲渡したかた　など

◦確定申告の受け付け
◦所得税の確定申告は、税務署で受け付けます。
◦�還付申告などは、2月16日（月）～3月13日（金）に市役所（2
階展示･広報ロビー）でも受け付けます。
◦�青色申告、譲渡所得･事業所得･不動産所得または退職所得が
ある申告、亡くなったかたの確定申告、雑損控除･住宅借入金
等特別控除を受ける申告、平成25年分以前の確定申告などの
場合は、税務署での受け付けとなります。
◦�2月25日（水）～27日（金）の3日間は、市役所での受け付けは
していませんのでご注意ください。

◦確定申告のご注意
◦�申告書や収支内訳書の記入できるところは、事前に記入して
ください。
◦昨年の申告書の控えをお持ちください。
◦�医療費控除を受けられるかたは、必ず事前に領収書の合計額
を計算してください。
◦�国民年金保険料などの社会保険料控除の領収書などをお持
ちください。�

◦所得税･事業税･市県民税の申告相談
2月3日（火）�9:30～12:00（受付11:00まで）

�13:00～16:00（受付15:00まで）
マロニエ3階マロニエホール

◦小田原税務署主催の税理士による無料申告相談
2月4日（水）�9:30～12:00（受付11:00まで）

�13:00～16:00（受付15:00まで）
マロニエ3階マロニエホール

◦納税　
所得税の納付は、便利な振替納税や電子納税をご利用くださ
い。納付書で納付される場合は、お近くの金融機関で3月16日
（月）までに納付してください。
※�振替納税や電子納税を利用するためには、事前の手続が必要
です。

〈市･県民税の申告〉
�2月16日（月）～3月13日（金）8:30～16:30　※土･日曜日を除く。　
市役所2階展示･広報ロビー

※�2月25日（水）～27日（金）と上記の期間以外は、市民税課（市役
所2階9番窓口）で受け付けます。
※�市役所本庁舎では現在、耐震改修工事に伴い、駐車場が狭く
なっていますので、ご了承ください。

◦申告が必要なかた� � � � �
❶�平成27年1月1日現在小田原市に住所があり、平成26年中に
所得があったかた（税務署に確定申告をしたかたは、市･県民
税申告は不要です）

❷収入がなく、家族などの税金上の扶養になっていないかた
❸市外に住んでいるが、市内に事務所や家屋敷があるかた
❹その他、申告書の送付を受けたかた
�申告書、印鑑、所得の明細書（源泉徴収票または雇用主の給
与支払明細書、収支の明細書など）、所得から差し引かれる
各種控除の領収書　など

※�申告書の記入については、同封の「申告書の書き方」をご覧ください。
◦市･県民税の出張申告相談

◦扶養控除は正しく
年末調整で扶養控除を受けている家族のかたにパート収入や保
険の満期などがある場合は、収入金額などについて再度確認し
てください。誤りがある場合は、確定申告が必要になります。

◦復興特別所得税（平成25年分から適用）
「復興特別所得税」とは、東日本大震災からの復興施策に必要な
財源を確保するために、「復興特別法人税」とともに創設された
税金で、個人で所得税を納める義務のあるかたに納めていただ
きます。

※�給与所得者のかたは、平成25年1月1日以降に支払いを受ける
給与などから復興特別所得税が源泉徴収されています。詳しく
は、小田原税務署にお問い合わせください。

 月　日 時　間 会　場

2月

17日（火） 9:00〜11:00 片浦支所（支所内会議室）

18日（水） 9:00〜11:00 曽我みのり館（会議室）
13:00〜16:00 梅の里センタ－1階A･B会議室

19日（木） 9:00〜11:00
13:00〜16:00 尊徳記念館3階研修室301

20日（金） 9:00〜11:00
13:00〜16:00 いずみ2階いずみホール

23日（月） 9:00〜11:00 上府中支所分館講堂
13:00〜16:00 豊川支所分館会議室

24日（火） 9:00〜11:00
13:00〜16:00 大窪支所１階会議室

25日（水） 9:00〜11:00
13:00〜16:00 ※マロニエ3階集会室30126日（木）

27日（金）
3月  3日（火） 9:00〜11:00

13:00〜16:00 こゆるぎ2階こゆるぎホール

※マロニエでは、混雑解消のため対象地区を設けています。
月　日 対　象 会　場

2月
25日（水）下府中地区のかた

マロニエ3階集会室30126日（木）国府津地区のかた
27日（金）酒匂地区のかた

申告が必要なかたは、期間内に早めの申告をお願いします。なお、小田原税務署では平日以外でも、2月22日と3月1日の日曜日に限
り、確定申告書の作成アドバイス、用紙の配布や受け付けなどを行います（電話による相談、国税の納付などはできません）。
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小田原市社会を明るくする運動
中学生作文コンテスト

人権･男女共同参画課　☎33-1725
360点の応募作品の中から、入賞者が決
まりました。入賞作品は、社会を明るくす
る運動の普及や啓発などに活用します。
最優秀賞（敬称略）
　瀬戸めぐみ（国府津中3年）
優秀賞（敬称略）
　北村太一（橘中2年）
　小酒部美咲（千代中1年）
　高橋美里（千代中1年）
　小澤柚

ゆ

里
り

（城山中3年）

統一地方選挙（市議会議員）
立候補予定者への事前説明会
選挙管理委員会事務局　☎33-1742
4月26日（日）の市議会議員選挙に立候補
されるかたへの事前説明会を、次のとお
り行います。
当日は、立候補の届出、選挙運動費用の公
費負担、選挙公報の手続き、選挙運動の方
法について説明します。
なお、出納責任者（予定者）への説明も併
せて行います。
2月16日（月）11:00～
市役所7階大会議室

未来へつながる学校づくり
成果報告会

教育指導課　☎33-1684
市内の幼稚園、小･中学校の特色ある学校
づくりの取り組みを報告します。
1月17日（土）13:30～16:30
けやき2階ホール

発表校
前羽幼、足柄小、国府津小、矢作小、
豊川小、下中小、城山中、酒匂中
阿部治さん（立教大学教授）

※�公共交通機関を利用し、直接会場へお
越しください。

オープンガーデンコンテスト開催
みどり公園課　☎33-1586

花と緑が豊かなまちづくりのため、魅せ
る庭を市民へ紹介する『オープンガーデ
ンコンテスト』を開催します。ぜひ来場し
観覧･投票してください。
❶ハルネ小田原　ハルネギャラリー

2月1日（日）～28日（土）
10:00～20:00

❷フラワーガーデン
2月3日（火）～28日（土）
9:00～17:00　※月曜休園。

遺跡講演会「縄文土器を作る」
文化財課　☎33-1715

曽我の遺跡から、土器作りの製作台と注目
される「台

だ い

形
が た

土
ど

器
き

」が多数出土しました。こ
れを機に土器作りの講演会を行います。
2月7日（土）13:30～16:40（予定）
かもめ図書館2階視聴覚ホール
180人･当日先着順
�小林達雄さん（國學院大學名誉教授）、
櫛原功一さん（帝京大学文化財研究所
研究員）、山本孝司さん（東京都埋蔵文
化財センター調査研究部主任調査研究
員）、市文化財課学芸員　

戸籍住民課　☎33-1386
特別永住者のかたには｢特別永住者証明書｣が交付されます。現在､｢外国人登録証明書｣
をお持ちのかたは､切替申請期限までに手続きしてください。
必要書類などはお問い合わせください。

市役所2階戸籍住民課
申請期限❶16歳以上のかた

　　　　❷16歳未満のかたは、16歳の誕生日
※期限直前は混雑が予想されますので、早めに手続きしてください。
※�在留の資格が「永住者」のかたの切り替え手続きは、外国人在留総合インフォメー
ションセンター（☎0570-013904）へお問い合わせください。

特別永住者証明書への切り替え手続き

外国人登録証明書の次回確認（切替）
申請期間の日付 切替申請期限

平成27年7月8日まで 平成27年7月8日
平成27年7月9日以降 次回確認（切替）申請期間の日付

償却資産（固定資産税）の
申告は2月2日（月）までに

資産税課　☎33-1361
償却資産をお持ちの法人や個人のかたは申
告が必要です。申告期限間近は混雑が予想
されますので、早めに申告してください。
�土地･家屋以外の資産で、1月1日現在、
事業用に所有している構築物･建物附
属設備･機械･装置･船舶･運搬具（自動
車税･軽自動車税の対象資産は除く）･
工具･器具･備品など

※�償却資産の特例割合を市税条例で定め
ました。平成26年4月以降に次の償却
資産を新たに取得された場合は、特例
が適用される可能性がありますのでお
問い合わせください。
◦汚水または廃液処理施設
◦活性炭吸着回収装置
◦ノンフロン製品

※�インターネットを利用した電子申告
サービス（eLTAX）が利用できます。詳
しくは、eLTAXホームページをご覧く
ださい。
http://www.eltax.jp/

2015年農林業センサスにご協力を
総務課　☎33-1295

2月1日を基準日とし、農林水産省が
「2015年農林業センサス」を実施します。
この調査は、日本の農林業･農山村の実態
と動向を把握するため、農業･林業を営む
全ての世帯･組織を対象に行うものです。
1月中旬から2月中旬にかけて、統計調査
員が対象となるお宅を訪問し、調査票の
配布･回収を行いますので、ご協力をお願
いします。

固定資産税の変更
資産税課土地評価係　☎33-1365
　　　　家屋評価係　☎33-1371

土地や建物の用途･形状に変更が生じた
場合は、来年度の税額が変わる可能性が
ありますのでご連絡ください。
◦土地･建物の使い方を変更した場合
　例）　�畑から駐車場に変更した、店舗か

ら住宅に変更した　など
◦�建物（車庫や物置を含む）を取り壊した
場合、または増築した場合

西湘地区就職面接会
小田原公共職業安定所　☎23-8609
企業の人事担当者による説明、面接を行
います。ぜひご参加ください。
1月27日（火）･28日（水）
1部12:00～14:00（受付11:50～13:30）
2部15:00～17:00（受付14:50～16:30）
求人企業数　各回5社（予定）
※詳しくは、お問い合わせください。
小田原公共職業安定所3階大会議室
�一般求職者（平成27年3月大学など卒
業予定者含む･高校生は不可）
履歴書　 産業政策課
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花畑を作りませんか
環境政策課　☎33-1472

環境再生プロジェクトの一環で、和
わ

留
る

沢
さ わ

わくワーク村に花畑を作ります。花壇の
作成から、種を植えるまでの作業を行い
ます。汚れてもよい服装で来てください。
1月31日（土）9:30～12:00
和留沢わくワーク村（久野4870）　
30人程度　 1月30日（金）までに。

県立職業技術校4月生後期
県産業人材課　　☎045-210-5715

東部総合職業技術校�☎045-504-2810
西部総合職業技術校�☎0463-80-3002
選考日　2月15日（日）
�職業に必要な知識、技術･技能を習得し
て、職業に就く意思があるかた
�2月2日（月）までに各技術校または県
内ハローワークにある入校申込書に必
要事項を書いて、郵送または直接。

※�ハローワークでの事前手続きが必要で
す。詳しくは、お問い合わせください。
産業政策課

都市デザイン講習会
～景観と調和する屋外広告物～

都市計画課　☎33-1573
景観によい屋外広告物のデザインについ
て、専門家を招いた講習会を開催します。
2月5日（木）13:30～
市役所7階大会議室
�市内在住のかた、屋外広告物や建築設
計に従事されているかたなど
田邉学さん

　（市街づくり景観アドバイザー）
�2月2日（月）までに、直接、電話、ファク
ス（ 33-1579）または郵送で。

　

職員課　☎33-1241
4月1日以後に勤務する任期付職員を募集します。
試験日　2月中の指定する日
�1月30日（金）までに、指定の申込書類を直接、または郵送で（1月29日（木）消印有
効）。「職員採用試験案内」は、市役所3階職員課、市役所2階総合案内、消防本部、タウ
ンセンター、支所･連絡所、窓口コーナーにあります。
※詳しくは、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

募集職種と受験資格

小田原市任期付職員（福祉職、保育士･幼稚園教諭）

職　種 任　期 受験資格

福祉職
（手話通訳の有資格者･
一般任期付）

4月1日から3年間
（勤務状況により2年までの
延長あり）

昭和30年4月2日以降に生まれ、手話
通訳士または都道府県の手話通訳者
の資格を有するかた

保育士･幼稚園教諭
（育児休業代替任期付）

合格後に登録され、4月1日
以後の職員の育児休業に伴
い順次採用。1〜2年程度。

昭和32年4月2日以降に生まれ、保育
士または幼稚園教諭の資格を有し、い
ずれかの職務経験が3年以上あるかた

障害支援区分認定調査員
障がい福祉課　☎33-1467

障がい者の自宅を訪問し、障がいの状況
などの調査を行う調査員を募集します。
�保健、医療、福祉の就業経験のあるかた
（保健師、看護師、社会福祉士など）で、
普通自動車運転免許証（AT限定可）を
お持ちのかた若干名

勤務条件
　週2～3日程度（9:00～15:45）
日額10,000円（交通費込み）
1月30日（金）までに。

放課後児童クラブ指導員
青少年課　☎33-1736

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）
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887円（別途交通費実費支給）
�電話連絡後、履歴書をお持ちください。
随時受け付けます。

※詳しくは、お問い合わせください。

市立病院臨時職員の募集
経営管理課　☎34-3175

電話で受け付け後、面接を行います。
❶薬剤師

�調剤室での調剤業務、院外処方せん
の発行　他
当該資格をお持ちのかた

❷臨床検査技師
�病院内における受診者の生化学検
査業務および一般検査業務
当該資格をお持ちのかた

❸助産師･看護師
当該資格をお持ちのかた

※夜間勤務手当･社会保険など有り。
❹看護補助員

�看護師の補助業務､病棟の患者給食
の配膳など　

❺メディカルアシスタント
（医師事務作業補助者）
�外来での医師事務補助、証明書など
の医療関係書類の作成補助、費用請
求に係る事務など
ワード、エクセルなどができるかた

※雇用後に院内研修有り。
❶～❺共通
勤務条件
❶❷月〜金曜日8:30〜17:15
❸日勤、夜勤、2交替制または夜勤専従
❹交替制勤務有り
❺日勤（平日5日勤務）

※時間外勤務、シフト勤務有り。
❶時給1,800円
❷時給1,500円
❸時給1,720円〜1,800円
❹時給1,100円〜
❺時給900円

待遇　当院臨時職員の規定による

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
子育て支援フェスティバルは、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じてふれ
あい、子育ての地域の環

わ

を広げるために
実施しています。参加･協賛する団体や個
人を募集します。　
5月24日（日）　
マロニエ�
❶�子育てに役立つ情報や、当日子ども
が楽しめる遊びを提供する団体

❷�子ども用品（就学前児童対象）のフリー
マーケットを出店する団体または個人

❸�フェスティバルの趣旨に賛同する協
賛団体または個人
700円（出店協賛金）　
※�フリーマーケットなどの販売を行う
団体または個人。
�2月13日（金）までに、市ホームページ
または、子育て政策課窓口にある参加
申込書に、必要事項を書いて直接。
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はじめての福祉ボランティア講座
社会福祉協議会　☎35-4000

福祉ボランティアを始めるための基本的
な学習と体験をする講座です。
�2月6日･13日･20日･27日の金曜日
10:00～12:00（全4回）
おだわら総合医療福祉会館　他
�ボランティアマナー、認知症について、
施設訪問、体験談講話　他
20人･申込先着順
39円（保険料）、交通費
福祉政策課

平成27年国勢調査の調査員
総務課　☎33-1295

国勢調査の調査員を募集します。
�世帯を訪問して、調査票の配布･回収や
回収した調査票の点検、整理など
�20歳以上の責任を持って調査事務を行
えるかた

活動期間　9月～10月
�1調査区（約50～70世帯）当たり約
38,000円
�市ホームページ、二次元バーコードま
たは電話で。

※�家事や育児、パートなどの合間の時間を
使って、活動すること
ができます。詳しくは、
お問い合わせくださ
い。

司法書士による市民公開講座
～相続･遺言と成年後見制度～
（公社）成年後見センター･リーガル

サポート神奈川県支部　
☎045-640-4345（平日10:00～17:00）
�2月14日（土）13:30～16:30
市民会館6階第7会議室
❶市民公開講座（13:30～15:00）
❷�相続･遺言･成年後見制度に関する法
律･手続きの個別無料相談会（15:00
～16:30）
市内と近隣市町村在住･在勤のかた
※事前申し込み優先。�� 高齢福祉課

総務課　☎33-1293
次の規則などの策定にあたり、市民の意見を募集します。規則などの素案と意見記入用紙
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。

パブリックコメント（市民意見）の募集

規則などの案の題名 担当課･係 意見提出期間

第4期小田原市障がい福祉計画 障がい福祉課障がい福祉係
☎33-1446

実施中〜
2月12日（木）

小田原市保育の実施に関する規則の一部改正 保育課保育係
☎33-1451

1月28日（水）〜
2月26日（木）

小田原市家庭保育福祉員規則の廃止

小田原市駐車場整備計画 都市計画課交通政策係
☎33-1267小田原市自転車等の駐車対策に関する総合計画

小田原駅周辺歩行者ネットワーク計画 道水路整備課建設係
☎33-1543

おだわら水道ビジョンの改定 営業課総務係
☎41-1202

手作り味噌体験教室
農政課　☎33-1494

小田原産大豆を使って、味
み

噌
そ

を作りましょ
う。味噌約4kgを持ち帰りできます。
❶2月21日（土）10:00～12:00

　❷2月22日（日）10:00～12:00
※�2月14日（土）10:00～11:00に、市役
所正面玄関前で、事前に大豆を配布、
費用を集金します。
けやき4階調理実習室
30人･申込先着順
3,000円　 エプロン、三角巾
夢みるみどりの探検隊

上曽我ファミリー農園利用者
農政課　☎33-1494

市民農園を利用して、自分の畑をつくりま
しょう。
上曽我2668�他(曽我みのり館近く)
年額12,000円/25㎡

　　���24,000円/50㎡
設備　農機具倉庫

年末たすけあい義援金を配分
社会福祉協議会　☎35-4009

市内在住で身体障害者手帳（18歳未満に
限定）、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳をお持ちのかたを在宅介護しているか
たに配分します（昨年末に配分を受けた
かたは除きます）。
1月15日（木）～30日（金）
8:30～17:15（土･日曜日は除く）
❶～❸のいずれかに該当するかた
❶次の両方の要件を満たすかた
　◦�身体障がいのお子さんの年齢が平
成26年11月1日現在で満18歳未
満

　◦身体障害の等級が1級または2級
❷知的障害の程度がA1またはA2
❸精神障害の等級が1級
手帳の写し、印鑑
社会福祉協議会へ直接。
福祉政策課

要約筆記入門講座
社会福祉協議会　☎35-4000

聴覚障がい者を支えるコミュニケーショ
ンの一つ「要約筆記」について学ぶボラン
ティア育成講座です。
�2月28日、3月7日･14日の土曜日
13:30～15:30（全3回）
おだわら総合医療福祉会館1階会議室
�市内在住･在勤･在学（高校生以上）20
人･申込先着順
要約筆記サークルこゆるぎ
福祉政策課

地魚を使った料理教室
小田原の魚ブランド化･消費拡大協

議会事務局（水産海浜課）　☎22-9227
旬の地魚を使った、初心者大歓迎の女性
対象の料理教室です。
2月7日（土）10:00～13:00
保健センター2階調理実習室
28人　 500円（材料費など）
筆記用具、エプロン、
三角巾、スリッパ、
布巾2枚、台布巾1枚
小田原さかな普及の会
1月16日（金）から28日（水）までに。
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人権･男女共同参画課　☎33-1725

プチ起業や市民活動など、夢の実現のヒン
トになる講座です。
❶「私のやりたいコト」を見つける!
　 2月6日（金）10:00〜15:00
　 けやき2階大会議室
❷「好きなコト」を仕事に!
　 2月13日（金）13:30〜15:30
　 けやき4階第2会議室
❶❷共通
�市内在住･在勤･在学の女性20人･申込
先着順
❶800円（昼食代）　※希望者のみ。

託児　未就学児の託児有り（申込先着順･
おやつ代などとして100円）

夢をカタチに
「はじめのいっぽセミナー」

上級救命講習
救急課　☎49-4441

普通救命講習Ⅰの内容に「傷病者管理」
「異物除去」「搬送法」「熱傷の手当て」など
を加え、応急手当全般を学びます。
3月15日（日）9:00～18:00
消防本部2階講堂
�小田原市消防管内在住･在学･在勤の中
学生以上のかた25人･申込先着順
�2月16日（月）から電話（平日9:00～
17:00）で予約後、3月5日（木）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。

家族介護者交流会
～話して、学んで、リフレッシュ～

高齢福祉課　☎33-1825
「介護食を作ってみよう」をテーマに、調
理実習形式で行います。
�1月27日（火）10:00～12:00
マロニエ
�市内在住の在宅で高齢者を介護してい
る家族20人･申込先着順
500円（食材費）
エプロン、三角巾、布巾
管理栄養士

小田原市災害ボランティア研修会
防災対策課　☎33-1856

　　地域政策課　☎33-1458
東日本大震災で被害を受けた岩手県陸前
高田市で、災害ボランティアセンターの
開設･運営に携わった社会福祉協議会の
職員を招き、組織としての機能不全をい
かに乗り越え、被災者支援を行ったか、貴
重な経験を語っていただきます。
�2月8日（日）10:00～12:00（受付9:30～）
けやき3階視聴覚室　
30人･申込先着順
�1月30日（金）までに、直接または電話で。

「おだわら家族会」のお誘い
～認知症の介護者を支援する会～

高齢福祉課　☎33-1826
介護の悩みや困り事を考える交流会で
す。
�❶2月16日（月）、❷3月16日（月）
各日とも10:00～12:00
けやき4階❶第4会議室、❷第3会議室
認知症高齢者を介護している家族
�❶2月13日（金）までに、❷3月13日（金）
までに、直接または電話で。

認知症サポーター養成講座
～認知症を知る基礎編～
高齢福祉課　☎33-1864

認知症は、記憶障害などにより生活に支
障を来している状態のことをいい、脳の
病気です。この機会に認知症について学
びましょう。受講後、認知症サポーターの
証
あかし

であるオレンジリングを渡します。
�2月18日（水）14:00～16:00
郷土文化館会議室�
�市内在住･在勤･在学のかた30人･申込
先着順　
前日までに。

斑鳩町ツアー参加者
文化政策課　☎33-1756

「法隆寺ゆかりの都市文化交流協定」を締
結している奈良県斑

い か る が

鳩町へのツアー（鉄道
利用）。法隆寺や藤ノ木古墳を巡る他、散策
などをお楽しみください。藤ノ木古墳で
は、通常は公開していないエリアの見学も
できます。どなたでも参加できます。
2月27日（金）～28日（土）
40人･申込先着順　 39,800円
�1月30日（金）までに、近畿日本ツーリスト
湘南支店･本柳、速水（☎0463-23-2811）
へ電話で。

家族介護教室
高齢福祉課　☎33-1825

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。
❶1月20日（火）「福祉用具について」
❷2月19日（木）「介護技術①食事」
❸3月19日（木）「介護技術②排泄

せ つ

」
各日とも10:00～12:00
マロニエ
�在宅で高齢者を介護している家族25
人･申込先着順
前日までに、直接または電話で。

レセプショニスト講座
小田原文化サポーター事務局

（文化政策課内）　☎33-1706
2月21日（土）13:00～17:00
市民会館5階第3会議室
�接客の基本からチケットもぎりなどの
実習
�講座終了後、レセプショニスト登録で
きるかた、土･日曜日、祝日に活動できる
60歳くらいまでの元気なかた20人
2,000円
（株）ヴォートル専門スタッフ
2月13日（金）までに。

女性のための就業サポート講座
人権･男女共同参画課　☎33-1725

就職活動をする時の考え方やノウハウなど
を学ぶ、働きたい女性のための講座です。
2月12日（木）10:00～11:30
市役所6階601会議室
39歳までの女性25人･申込先着順

託児　�未就学児の託児有り（申込時要予
　　　約･おやつ代などとして100円）
※�個別相談･パソコン講座（Excel）有り｡
詳しくは､お問い合わせください｡
協力　�神奈川県西部地域若者サポートス
　　　テーション

シニア男性に贈る
「幸

こ う

齢
れ い

整理」セミナー
人権･男女共同参画課　☎33-1725

セカンドライフを幸せに過ごすための、
身の回りの物の整理術を学ぶ講座です。
2月14日（土）10:00～12:00
けやき2階大会議室
�市内在住･在勤の男性25人（夫婦での
参加も可）･申込先着順

松永見聞楽
「知ろう･創ろう創作木版画」

郷土文化館　☎23-1377
日本文化の基礎を築いた木版画の歴史を学ぶ
講座と、作品を制作する体験の2部構成です。
講座2月21日（土）10:30～11:30

　体験❶2月21日（土）13:00～16:00
　　　❷2月22日（日）10:00～16:00
松永記念館老

ろ う

欅
き ょ

荘･広間
小学5年生以上のかた

　※体験は、2日間参加可能なかた。
講座20人、体験10人･申込先着順
佐藤北

ほ

久
く

山
ざ ん

さん（創作木版画家）
お
知
ら
せ
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集
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　 各種相談
◦市民相談（2月）　地域安全課　☎33-1383

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
法律（予約制） 離婚､相続､多重債務などの法律問題に関する相談（予約は2週間前から） 毎週水曜日 13:30〜16:00
人権擁護 嫌がらせ､名誉き損､プライバシーの侵害などに関する相談 10日（火） 13:30〜15:30
登記 相続･贈与などの登記手続きに関する相談 12日（木） 13:30〜15:30
税務 相続･贈与･譲渡所得税などの税金に関する相談（6人･当日先着順） 17日（火） 13:30〜15:30
行政苦情 国･県･市への要望や苦情 19日（木） 13:30〜15:30
宅地建物取引 不動産の売買など取引に関する相談 26日（木） 13:30〜15:30

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 28日（土） 14:00〜16:00

市役所2階（土･日曜日、祝日を除く）

◦その他の相談

消費生活相談
消費生活センター
☎33-1777

消費生活に関する苦情や問い合わせなど、お気軽にご相談ください。電話でもお受けします。
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）　

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。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
小田原合同庁舎1階（☎32-8000（代））

◦弁護士による労働相談　 2月18日（水）14:00〜17:00（予約制）

建築等紛争相談
都市政策課　☎33-1307

中高層建築物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。

毎月第2〜4木曜日（祝日を除く）10:00〜16:00（予約制）　 市役所

建築物などのデザイン相談
都市計画課　☎33-1573

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をします。

分譲マンション管理相談
都市政策課　☎33-1307

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（祝日を除く）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
☎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　 人権･男女共同参画課

※ 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（18歳未満の児童に関するもの）を児童相談員がお受けします。
月･火･木･金曜日9:00〜12:00､13:00〜16:30

※ 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､親子や友人との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。

月〜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）

秘密厳守です。お気軽にご相談ください。

くらしの豆知識
引越しサービス契約にご注意を!

地域安全課　☎33-1775
家具に傷がついた、引っ越し当日に事業者
が来ないなどの相談があります｡見積もり
は複数の事業者に依頼し､価格だけでなく
サービス内容も十分検討しましょう。困っ
たときは市消費生活センター（専用ダイヤ
ル☎33-1777）にご相談ください。

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。
�2月6日（金）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。

視覚障がい者の相談と機器体験会
･ 神奈川県ライトセンター

支援グループ　相談支援担当
☎045-364-0024

県内の視覚障がい者やその支援者向けの
相談と機器体験会｢かなエール｣を開催し
ます。
1月31日（土）10:30～15:00
おだわら総合医療福祉会館1階会議室
�進学､就職､介護､制度などの相談､音声
パソコン相談（事前予約制）､シネマデ
イジー､iPad操作体験
障がい福祉課
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環境政策課　☎33-1472

環境に優しいライフスタイルを、旬の食
材で和風料理を作りながら学びます。
2月1日（日）10:30～13:30
�ダイナシティイースト（イトーヨーカ
ドー）1階小田原ガスショールーム･エ
コリア
�鶏の山

さ ん

椒
しょう

焼き、梅の混ぜ寿司　他
�中学生以上のかた12人･申込先着順　
1,000円　 1月29日（木）までに。

※�「エコ･クッキング」は東京ガス（株）の
登録商標です。

美
お い

味しく楽しく
冬のエコ･クッキング

　

◦探検隊の写真展
アロア･ワッド探検隊員が、冒険中にト
イカメラで撮った写真を展示します。

開催中〜1月18日（日）9:00〜17:00
出展　アロア･ワッド探検隊
◦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
本の梅が咲き誇ります。期間中の土･日
曜日、祝日、梅茶のサービスや梅園ガイ
ドツアーなど、梅を楽しむ企画を用意
します。小田原おでんカーも来園。

1月31日（土）〜3月8日（日）

�http://www.seibu- la .co. jp/
odawarafg

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フラワーガーデン	☎34-2814

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フラワーガーデンのイベント

1/17
果実品評会と即売会
かながわ西湘農業協同組合

☎38-0135
冬の果実、みかん、キウイフルーツ、いち
ごの品評会と即売会を行います。
品評会と果実の販売　10:00～12:00
品評会展示品の即売　12:00～15:00
�ハルネ小田原ハルネ広場
農政課

2/7
有機農業上映会･講演会

農政課　☎33-1495
国際有機農業映画祭の提供作品上映会
と、野口種苗研究所の野口勲

いさお

さんによる
講演会です。直接会場へお越しください
（申込不要）。
10:00～17:00

　※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
保健センター3階大研修室
小田原有機の里づくり協議会

※公共交通機関をご利用ください。

1/31
バラの大苗植付講座
フラワーガーデン　☎34-2814

5種類の苗から好きなバラを選んで剪
せ ん て い

定
し、土を作り、鉢に植えつけるまでを実地
で学びます。その後の管理についても指
導します。初めてのかたでも手軽にバラ
を始められるチャンスです。
10:00～12:00　 30人
3,500円（苗･材料費など）　
永江晴子さん（ガーデナー）、柏木孝太さん
1月17日（土）9:00から。

1/31
“小田原スイーツプレミアム”
小田原スイーツプレミアム開発推進委員会
（小田原箱根商工会議所）　☎23-1811
現在提供･販売している13店舗に加え、新
たに参加する15店舗と、創作スイーツを
発表します。
�13:00～15:00　
�ダイナシティウエスト（西武小田原店）
1階キャニオンステージ
�試食会、プレゼント抽選会など　
産業政策課

1/28
地域活動シンポジウム

～おだわら地域力市民力表彰・地
域コミュニティ活動中間報告会～

地域政策課　☎33-1457
地域活動に大きく貢献した個人･団体の
表彰や地域コミュニティ活動中間報告会
を行います。事前申し込みは不要です。
13:30～16:30　
市民会館大ホール
地域活動推進協議会、自治会総連合、

　小田原市 ©T.Aoki

❶2/7 〜､❷2/21
いこいの森関連イベント

いこいの森　☎24-3785
❶シイタケのホダ木づくり
長さ90cmのコナラの木に専用ドリル
で穴を開け、シイタケの駒

こ ま

菌を打ちま
す。シイタケはすぐには出ませんが、持
ち帰って育て、収穫してください。
※�原木の在庫終了まで。休館日（月曜
日、祝日の翌日）を除く。
9:00～16:00　
原木の太さによる

❷樹木札つけとバウムクーヘンづくり
植樹した広葉樹に樹木札を付ける他、
山林のゴミ拾いなどをします。おやつ
には、竹を使ったバウムクーヘン作り
も。
10:00～15:00
いこいの森バス停のある駐車場
�30人･申込先着順

　（各グループに保護者1人以上）
500円
弁当、飲み物、軍手、履き慣れた靴

※別途駐車場料金510円。
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2/1
（仮称）市民活動交流センター

ワークショップ
地域政策課　☎33-1458

（仮称）市民活動交流センターの設置に向
け、ワークショップを開催します。平成27
年秋のオープンをどのように迎えるか、
みんなでアイデアを出し合いましょう。
13:00～16:00　
市民会館6階第6･7会議室
60人･申込先着順
1月30日（金）までに。

2/1
第6回文化セミナー

「まちづくりと地域の文化芸術」
文化政策課　☎33-1706

芸術文化創造センター整備に向け、劇作
家･演出家の平田オリザさん（劇団青年団
主宰）に、地域の文化芸術を通じたまちづ
くりについてお話しいただ
きます。
14:00～16:30
市民会館3階小ホール

　※事前申し込み不要。

イベント
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　 月例イベント

二宮尊徳生家のいろりに火を入れて、け
むり燻

く ん

蒸
じょう

を行います。二宮尊徳いろりク
ラブのメンバーが生家の由来などにつ
いて説明します。　※見学自由。
1月31日（土）、2月14日（土）

　9:00～11:30　
二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）

◦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（ 大坪孝之さん）
1月のテーマは「バラの冬季剪

せ ん て い

定」。園
芸植物相談は「みどりの相談所」で。
毎月第3日曜日10:30～11:30

◦川崎（FⅠ）場外
　1月19日（月）～21日（水）
◦小田原コロナワールド杯（FⅡ）
　1月22日（木）～24日（土）
　※いわき平記念（GⅢ）全R併売。
◦いわき平記念（GⅢ）場外
　1月25日（日）　
◦京王閣（FⅠ）場外
　1月26日（月）～28日（水）
◦バリー工業カップ（FⅡ）
　1月30日（金）～2月1日（日）
　※�1月31日（土）～2月1日（日）は奈良記

念（GⅢ）全R併売。
◦奈良記念（GⅢ）場外
　2月2日（月）･3日（火）
◦日刊スポーツ新聞社杯争奪戦（FⅠ）
　2月5日（木）～7日（土）
◦全日本選抜（GⅠ）場外:静岡
　2月12日（木）～15日（日）

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

◦	「お堀端地区伝統文化いけばなこど
も教室作品発表会」
　 �1月31日（土）13:00～�

2月1日（日）15:00
　 �小学生が一生懸命取り組んだ作品発表

2月20日（金）13:30～（開場13:10）
 「めまい」（1958年･130分･字幕）

　監督　アルフレッド･ヒッチコック
　出演　ジェームズ･スチュアート、
　　　　キム･ノヴァク　他
120人･当日先着順　

※1月16日（金）は「奇跡の人」を上映。

冬に聴きたい心もあったかハーモニー。
1月28日（水）12:20～12:40
市役所2階談話ロビー
�熊谷美奈子（ソプラノ）、関戸里江子
（メゾソプラ
ノ）、安藤智子
（ピアノ）
曲目　�Il�Bacio（くちづけ）、アヴェ･マ

リア、からたちの花　他

手作りのクラフト品を中心に出店します。
1月24日（土）10:00～16:00

　※荒天中止｡ 　　
�https://www.facebook.com/
kamiichi2012

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

昼のミニコンサート
文化政策課　☎33-1706

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

二宮尊徳生家のいろり燻蒸
尊徳記念館　☎36-2381

フラワーガーデン
フラワーガーデン　☎34-2814

小田原競輪開催日
事業課　☎23-1101

おだわら女性プラザC
チャット

HAT茶
ちゃ

っと
人権･男女共同参画課　☎33-1725

2/14
指導者養成研修「おだわら
自然楽

が っ こ う

校」基礎編（第4回）
青少年課　☎33-1731

初級～中級者向けアイスブレイクの実
践･習得と、理想の地域活動についてワー
クショップを行います。
9:30～16:30　 市役所7階大会議室
�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
2月6日（金）までに。

2/8
第7回こゆるぎサークル発表会

こゆるぎ　☎43-0200
こゆるぎで活動しているサークルの活動
発表会です。
10:00～16:00
こゆるぎ2階こゆるぎホール
�チェロ、オカリナ、よさこい踊り、外

う い ろ う

郎
売
う り

の口上、フラダンス、タップダンス、
バンド演奏、大正琴、合唱、リズム体操、
英会話など13団体による発表

　

❶邸
てい

園交流かふぇ～如
きさらぎ

月～
毎月ぞろ目の日
は、お 菓 子 が 上
生菓子になりま
す。相 模 湾 を 眺
めながらゆった
りとしたひとときをどうぞ。

2月2日（月）11:00〜16:00
　※予約不要。なくなり次第終了。

500円（抹茶、上生菓子代）

❷清閑亭の雛
ひな

まつり
秋山基子さんの
コレクションを
中心に百年前の
お雛様から現代
のつるし雛

び な

まで
多彩な雛人形が
皆さんをお迎えします。

2月8日（日）〜3月22日（日）

❸	おだわら雛の道中とおいしいものちょ
い食べツアー
街なかに飾られ
たお雛様や開催
中の「小田原梅
まつり菓子展」
を巡ります。

2月21日（土）
　10:00〜15:00
　集合　小田原駅JR改札前

40人･申込制
3,000円（昼食付き）

❹学んでガッテン学芸員講座⑲
2月のテーマは

「古文書にみる
小田原北条氏の
軍勢」。講座後に
交流会がありま
す。

2月22日（日）
　13:30〜15:00

郷土文化館
40人･申込制
500円（交流会茶菓代）
郷土文化館学芸員
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清閑亭　☎22-2834
清閑亭（南町1-5-73）

　11:00～16:00開館　※火曜休館。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

清
せ い

閑
か ん

亭イベント

イベント
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わんぱくらんど管理事務所　☎24-3189
❶モルモットふれあいコーナー

モルモットのいるサークルに入って一
緒に遊びましょう。
�3月20日（金）までの、休園日を除く
平日13:30〜14:30

❷ふれあい動物園
うさぎやモルモットなどのかわいい動
物と一緒に遊びましょう。
�2月8日（日）･15日（日）･22日（日）、

　3月8日（日）･15日（日）
午前の部10:00〜11:30　

　午後の部13:30〜15:00

❶❷共通
ふれあい広場（雨天、降雪時は中止）

わんぱくらんどのイベント

2/15
マロニエチャリティーバザー

＆サークル作品展
～東日本大震災復興支援～
マロニエ総合案内　☎47-1515

バザーとマロニエで活動しているサーク
ルの作品展を開きます。
10:00～15:00

　（当日9:00から入場整理券を配布）
マロニエ3階ホール

※�売上金は、日本赤十字社東日本大震災
義援金に寄附します。

【バザー出品物の提供のお願い】
家庭に眠っている品物を募集します。
マロニエ総合案内へお持ちください。
※無償での提供をお願いします。
�未使用で新品の日用雑貨、手芸品、陶
器、食品（賞味期限内のもので、生鮮
食品は除く）、衣類、靴、かばんなど

受付　1月17日（土）～2月14日（土）
　　　8:30～21:30
　　　※�月曜日、2月12日（木）は、休館

日のため除く。2月14日（土）
は12:00まで。

2/14
三井住友海上文化財団派遣コンサート

宮廷音楽への招待状
～チェンバロ＆ヴァイオリン～

文化政策課　☎33-1709
世界的チェンバロ奏
者の中野振一郎さん
の演奏とお話でフラ
ンス宮廷音楽の世界
を届けます。
開演15:00

　（開場14:30）
市民会館3階

　小ホール　
　※全席自由。
一般1,500円

　高校生以下500円
中野振一郎（チェンバロ）

　川田知子（ヴァイオリン）
販売場所　�ハルネ小田原街かど案内所、�

　市民会館、ダイナシティ4階�
　チケットぴあ　他

2/15
自然環境シンポジウム～このまま
でいいのか外来種問題partⅡ～
県立生命の星・地球博物館　☎21-1515

　環境保護課　　　　						　　☎33-1481
13:00～16:30（受付12:00～）
県立生命の星･地球博物館　　　　
�1月31日（土）までに、住所･氏名･連絡先･
参加人数を往復はがきに書いて郵送で。

　〒250-0021　早川856　陣野方
酒匂川水系の環境を考える会、

　県立生命の星･地球博物館

3/7
図書館総合歴史講座　小田原ゆかりの
皇族閑院宮載仁親王と昭和天皇 閑院宮

資料と「昭和天皇実録」から読み解く
市立図書館　☎24-1055

14:00～16:00　 けやき2階ホール�
300人･申込先着順　 �梶田明宏さん（宮内庁）
�2月22日（日）までに、講座名･郵便番�
号･住所･氏名･電話番号を書いて、往復
はがきまたはメールで。

　〒250-0014　城内7-17
tosho@city.odawara.kanagawa.jp

2/19
家庭教育講演会
生涯学習課　☎33-1721

子どもを元気にする生活習慣作りとその
大切さについて、分かりやすくお話しし
ていただきます。
14:00～16:00　 けやき2階大会議室
小･中学生の保護者など
100人･申込先着順
�小澤治夫さん（東海大学大学院体育学
研究科長･医学博士）
2月16日（月）までに。

❶2/14 ､❷3/14
植物観察会

小田原の植物研究会（小宮）　
☎090-3596-7872

❶フラワーガーデン　 9:00～14:00
　集合　小田原駅西口9:00
　※バス料金がかかります。
❷根府川～早川方面　 9:00～15:00
　集合　根府川駅9:00
各20人･申込先着順　 100円（保険料）
開催日の1か月前から。
環境保護課

3/15
みんなで歌おう!市民によるモー

ツァルト「レクイエム」チケット発売中
文化政策課　☎33-1706

宗教音楽に造詣
け い

が深い黒岩英臣さんを指
揮者に迎え、モーツァルト「レクイエム」
をプロのオーケストラで市
民合唱団が歌います。
14:00～
市民会館大ホール
指揮者：黒岩英臣
独唱者：金持亜美（ソプラノ）、加藤の
　　　　ぞみ（アルト）、村元恒

ひ さ の り

徳（テ
　　　　ノール）、清水那

な ゆ た

由太（バス）
管弦楽：小田原楽友協会管弦楽団

チケット　全席自由3,000円
販売場所　有隣堂ラスカ店、ダイナシティ

４階チケットぴあ、井上楽器、
市民会館、伊勢治書店　他

�市民による小田原音楽フェスティバル
実行委員会･小田原市
井上楽器（☎24-0515）

2/14
第42回相模人形芝居大会

文化財課　☎33-1717
江戸時代中期から相模国
に伝わる人形芝居を県内
5団体が披露します。小田
原から国指定重要無形民
俗文化財の下中座が出演します。
開演12:00（開場11:30）
南足柄市文化会館大ホール
南足柄市市民活動課生涯学習班　

　（☎73-8036）

▲金持亜美
　さん

▲中野振一郎さん

▲加藤のぞ
　みさん

▲村元恒徳
　さん

▲清水那由
　太さん
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子育て政策課　　　　　		 	☎33-1874
マロニエ子育て支援センター		☎48-8698
おだぴよ子育て支援センター		☎34-6181
いずみ子育て支援センター					☎37-9077
こゆるぎ子育て支援センター			☎43-0251
◦妊婦さんの集いの場
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します。
❶1月16日（金）14:30～16:00

　❷1月21日（水）10:00～12:00
　❸1月27日（火）14:00～15:00
❶いずみ、❷マロニエ、❸おだぴよ
❸はおだぴよに電話で。　

※�助産師が参加する時間があり、一緒
にお話をすることができます。

◦親子の絆
きずな
づくりプログラム

　“赤ちゃんがきた!”（愛称ＢＰ）
同じ時期にお母さんになったかたと一
緒に、これからの子育てに必要なこと
を学びましょう。
�2月5日（木）･13日（金）･19日（木）･26
日（木）14:00～16:00（全4回）
こゆるぎ子育て支援センター
�生後2～5か月（平成26年9～12月生
まれ）の赤ちゃんと初めて子育てを
するお母さん10組･多数抽選
�1月29日（木）までに、こゆるぎへ電
話で（火･木･金曜日のみ）。

◦赤ちゃんデー
6か月までの乳児限定ひろばです。
❶1月16日（金）13:00～15:00

　❷2月6日（金）10:00～12:00
　❸2月12日（木）10:00～11:45
❶いずみ、❷マロニエ、❸おだぴよ

◦ヨチヨチデー
7～11か月の乳児限定ひろばです。
2月10日（火）10:00～12:00
マロニエ

◦専門職相談日
❶栄養士

1月23日（金）10:00～12:00
❷小児科医師 

2月5日（木）10:00～12:00
❸小児科医師

2月5日（木）13:00～15:00
❹臨床心理士

2月4日（水）10:00～12:00
❶❷❹マロニエ、❸おだぴよ　

※�申し込みが必要なもの以外は、当日直
接会場にお越しください。

子育て支援センター
関連イベント

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
2月21日（土）14:00～（開場13:40）
�アンデルセン物語「みにくいあひる
の子」（45分）

◦かもめ図書館
1月24日（土）14:00～（開場13:40）
「雪渡り」（23分）
2月14日（土）14:00～（開場13:40）
�アンデルセン物語「裸の王様」･「眠り
の精オーレ」（50分）

よいこ名作劇場
けやき　☎33-1871

�2月7日（土）10:30～12:00、13:30～
15:00　 けやき3階視聴覚室
�「鬼の子と雪うさぎ」、「ミッキーマウ
スのバレンタインデー」、「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

　※ぬいぐるみ持参可。

大人も子どももプレイパークで
遊ぼう!（市民提案型協働事業）
子育て政策課　☎33-1874　

子どもが思い切り遊べるように、禁止事
項を少なくした新しい遊びの場です。汚
れてもよい服装で遊びに来てください。
1月24日（土）

　10:00～15:00
　※参加自由･
　　小雨決行。
上府中公園
pp@seisho戸田（☎31-1787）

ぴよぴよくらぶ
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。事前申し込みは不要です。
2月5日（木）

　10:00～11:30
　（受付9:45～）
マロニエ
みんなであそぼう雪合戦
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）

絵本のよみきかせ
◦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　☎33-1871
2月14日（土）14:00～15:00
けやき2階託児室

※ぬいぐるみ持参可。

ママパパ学級
健康づくり課　	☎47-0820

妊婦さんとパートナーのかたが、妊娠･出
産･育児について学ぶ講座です。
❶「赤ちゃんとの生活　その2」

1月30日（金）13:20～15:30
　2月8日（日）9:20～11:30
�沐
も く よ く

浴･お着替え体験、出産後のこころ
の変化、泣いたときの対処法
20組･申込先着順

❷「赤ちゃんとの生活　その1」
2月4日（水）13:20～15:30
��小児科医の話、新生児･授乳につい
て、先輩家族の話

❸妊娠中の過ごし方
2月16日（月）13:20～15:30
�こころとからだの変化、栄養の話、分
べんの流れ

❶～❸共通
保健センター
妊婦とパートナー（妊婦のみも可）

　※❶❷は妊娠20週以降のかたのみ。
母子健康手帳、筆記用具

　❶はエプロン、手拭きタオルも
�前日（日･月曜日開催の場合は金曜日）
までに。

子ども映画会と金次郎のおはなし
尊徳記念館　☎36-2381

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。
1月24日（土）

　10:00～10:45
　（開場9:50）
尊徳記念館
◦映画
「冬のスポーツ大会」
「キュリー夫人物語」
◦金次郎のおはなし
60人･当日先着順

▲	県立小田原城
北工業高校デ
ザイン科　

　小池勇気さん
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小田原アリーナ　☎38-1144
健康運動教室
第4期健康運動教室（約50教室）を開講中
です。新たに5教室が加わりました。
【お腹シェイプと姿勢改善】
　 月曜日20:00〜21:00
【太極拳】
　 火曜日19:00〜20:30
【リズムピラティス】
　 木曜日20:00〜21:00
【美脚美尻Ｙ初級】
　 金曜日15:00〜16:00
【中高生向けバレエ教室】
　 金曜日18:00〜19:00
その他、初めてのかたでも安心して参加で
きる教室が多数ありますので、ぜひご利用
ください。

http://odawaraarena.main.jp/
※ 運動教室のインストラクターを随時募

集しています。

　

キャンパスおだわら事務局　☎33-1890
生涯学習課（けやき）　　　　☎33-1871
【キャンパスおだわら人材バンクフェス
ティバル「子どもと大人のおもしろ学校」】

2月28日（土）､3月1日（日）
10:00〜15:00　 マロニエ
�キャンパス講師による講座､講演､ 
展示､スタンプラリーなど
�キャンパスおだわら人材バンク実行
委員会（☎33-1711）

◦特別講座「化学の不思議」
｢ミカン電池｣や｢超撥

はっ

水折り紙｣などで
化学の面白さを体験しましょう。
�2月28日（土）❶10:00〜12:00 
                   ❷13:00〜15:00
マロニエ2階美の創作室
�小学3年生以上各20人･多数抽選（小
学生は保護者同伴）
関東学院大学材料･表面工学研究所
�2月6日（金）までに､けやきへ電話か､
講座名（希望時間帯）･郵便番号･住所･
氏名（ふりがな）･学年･電話番号を人
数分書いて､ファクス（ 35-5449）､
またはメールで。
�shougaigakushu@city.odawara.
kanagawa.jp

小田原アリーナ各種教室

生涯学習情報
～キャンパスおだわらコーナー～

市民体操「おだわら百彩」講習会
健康づくり課　☎47-0820

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」の講習会を開催します。
❶いそしぎ
　 1月21日（水）14:00～15:30
❷小田原アリーナ

2月10日（火）10:00～11:30
各20人･申込先着順
室内履き、飲み物、タオル

※体操ができる服装でお越しください。

柔道･剣道体験教室
スポーツ会館　☎23-2465

❶柔道体験教室
　 2月7日（土）･14日（土）･21日（土）
　　9:30～11:30（全3回）
❷剣道体験教室
　 2月8日（日）･15日（日）･22日（日）
　　9:30～11:30（全3回）
❶❷共通
�3月までに6歳になる未就学児～小学
校低学年
各教室15人･申込先着順
1,000円（傷害保険料含む）
�1月31日（土）までに、電話または、小田
原スポーツ会館ホームページの申込
フォームで。
�http://odawara-jigyo-kyokai.jp/
sports

テニス教室
小田原テニスガーデン　☎37-4712
週1回、月4回の月謝制硬式テニススクー
ルを開講しています。
現在ジュニアクラス（小学生～高校生）を
強化中です。学年、レベルに応じて4クラ
スに分けられ、小学1年生から受講できま
す。経験豊富なプロコーチが親切に指導
します。
また、一般成人クラスも多数開講し、体験
レッスンも随時受け付け中です。詳しく
は、お問い合わせください。
�http://odawaraarena.main.jp/

おだわら駅伝競走大会
体育協会　☎38-3310

選手通過時間前後に交通規制を行います
ので、ご協力をお願いします。また、沿道で
のご声援をお願いします。
1月18日（日）スタート8:20

コース　全8区間（35.9km）
アリーナ⇒小田原市役所⇒藤棚駐車場
⇒小田原総合ビジネス高校付近⇒し
まむらストアたちなば店駐車場⇒明
沢児童館⇒第一三共ケミカルファーマ
北側駐車場⇒小田原球場⇒アリーナ
（10:20頃）

ノルディックウォーキング
～曽我梅林を楽しもう～
体育協会　☎38-3310

専用ポール（ストック）を使った歩行運動
です。初めてのかたでも気軽に参加でき
ます。　※専用ポールは貸し出し可能。
2月21日（土）　集合アリーナ9:30　

　解散アリーナ13:30（予定）
コース　霊峰富士･曽我梅林を眺めなが

らの散策約9.3km
20歳以上のかた40人･申込先着順
2,000円（傷害保険料含む）
2月17日（火）までに。

トレーニングルーム講習会〈2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
毎週月･日曜日11:00～12:00

　毎週火曜日19:00～20:00
　毎週金曜日14:00～15:00
　※2月1日（日）を除く。
各日30人･申込先着順

❷スポーツ会館
2月4日（水）、21日（土）

　18:30～19:30

小田原アリーナの主な行事予定
〈1月15日～2月14日〉
小田原アリーナ　☎38-1144

※�イベント開催時は、一般利用ができな
いこともあります。
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1月17日（土） ロードオブアリーナ2015

1月18日（日）

3×3日本選手権神奈川県
予選（バスケットボール）
第8回おだわら駅伝競走大
会

1月24日（土）
神奈川県高等学校バスケッ
トボール新人大会
母と子のスポーツ研修会

1月25日（日） Fリーグ
1月31日（土）、
2月  1日（日）

関東クラブバスケットボー
ル選手権大会

2月  7日（土） Fリーグ

2月  8日（日） 県新人強化練習会（剣道）

2月11日（祝） 平成26年度県シニア選手
権大会（複）（バドミントン）

2月14日（土） 第13回ヨーラ杯ラージ
ボールオープン卓球大会

スポーツ



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

2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

◦禁煙チャレンジ
保健師があなたの禁煙を応援します。
まずは電話でお問い合わせください。

献血
◦ダイナシティイースト

1月17日（土）･24日（土）･31日（土）
　2月7日（土）･11日（祝）
　10:00～12:00、13:00～16:00
◦フレスポ小田原シティーモール

1月25日（日）
　10:00～12:00、13:30～16:00

がん集団検診（電話申込制）
◦胃がん集団検診

◦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
　

すこやか健康相談（電話申込制）
生活習慣病やその他の健康に関する相談
に保健師･栄養士がお答えします。
1月19日（月）午後

　2月26日（木）午前

今年度の特定健診は3月末までです!
特定健診は、3月31日までです。まだ受け
ていないかたは、早めに受診しましょう。
対象のかたには、青色の封筒で受診書類
を送っています。再発行が必要なかたは
ご連絡ください。

はつらつ健康相談（予約不要）
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。
◦午前の日（9:30～11:30）
　 1月16日（金）　 早川公民館
◦午後の日（13:30～15:30）
　 2月12日（木）　 保健センター

子宮頸がんについて知ろう!
子宮頸がんは性交渉によるウイルスの感
染が主な原因であり、初期段階では自覚
症状はありません。子宮頸がん検診では、
がんになる前段階の細胞の変化が分かる
ため、早期の治療が可能です。20歳代や
30歳代に増えていますので、早期発見と
健康管理のためにも、この機会に検診を
受けましょう。 健康増進教室　こころの健康講演会

～うつ病予防とは!?～
こころの健康について学びましょう。
2月23日（月）13:30～15:00

　（受付13:00～）
保健センター3階大会議室
市内在住のかた　
筆記用具
小林博子さん（小田原医師会）
当日午前中までに電話で。

麻しん風しん（MR）ワクチンを
受けましょう

取扱医療機関
1期　1歳から2歳未満　1回

　2期　小学校入学前年長児　1回
（平成20年4月2日～21年4月1
日生まれのかた）

※�対象年齢を過ぎると任意接種（有料）
となります。
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【編集】企画部広報広聴課 ☎ 0465-33-1261・ 0465-32-4640 Ⓒ小田原市 2015･1

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

広報小田原くらしのガイド twitterやFacebookでも情報発信中！
twitter（@Odawara_City）
Facebook（小田原市）
ホームページのトピックスや募集情報などを発
信中。
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。

◦準夜間診療
	　※内科･小児科のみ。

受付　平日�19:00～22:00
　　　土･日曜日、祝日�18:00～22:00

◦連絡先
休日･夜間急患診療所　� 　☎47-0823
休日急患歯科診療所（日中のみ）☎47-0825
休日･夜間急患薬局　� 　☎47-0826

◦休日・夜間の
　急患への病院案内 消防署　� 　☎49-0119

◦毎日、夜間の
　急患診療

毎夜間･当直医の診療科と小児科の診療
市立病院　� 　☎34-3175

休日･夜間急患
診療カレンダー

保健センター
健康保険証

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

食品衛生責任者講習会
小田原保健福祉事務所食品衛生課

☎32-8000（内3283）
平成26年度の食品衛生責任者講習会を開
催しますので、食品衛生責任者のかたは次
のいずれかを受講してください（平成26
年4月1日以降に講習会を受けていないか
たが対象となります）。
❶ 1月26日（月）　 保健センター
❷ 2月24日（火）　 けやき
14:00～15:00（受付13:30～）
食中毒予防について
食品衛生責任者手帳、筆記用具

※車での来場はご遠慮ください。
健康づくり課

ノロウイルス食中毒
警戒情報発令中!

小田原保健福祉事務所食品衛生課
☎32-8000（内3282）

冬は、ノロウイルスを原因とする食中毒が
多く発生します。ノロウイルスは非常に感
染力が強く、感染すると、下痢、嘔

お う

吐
と

、発熱
などを引き起こすことがあります。予防に
は、手洗いや調理器具の洗浄･消毒などが
有効です。
また、二次感染のおそれがあるため、嘔吐
物を処理するときは手袋やマスクを着用
し、汚物や汚れた手袋などは袋に密封して
から捨て、汚染した場所は塩素系漂白剤で
消毒しましょう。
健康づくり課
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事業名 対象･実施日など

4か月児健診 平成26年10月生
10、17、26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25年7月生
3、13、20日

2歳児歯科健診 平成25年1月生
2、19日

3歳児健診 平成23年7月生
5、24、27日

いきいき親子
育児相談

保健センター6日
小田原アリーナ12日

親子心理相談 就学前の親子
（電話申込制）

内科
（※）

小児科
（※）

耳鼻
咽喉科 眼科 歯科

1月18日（日） ○ ○ ○ ○ ○
25日（日） ○ ○ ○ — ○

2月  1日（日） ○ ○ ○ ○ ○
8日（日） ○ ○ ○ — ○

11日（祝） ○ ○ ○ ○ ○
15日（日） ○ ○ ○ ○ ○

1月27日（火）保健センター2月17日（火）

1月18日（日）
保健センター

1月27日（火）

健 康


