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　都心に住んでいる若者向けに、小田原の企業が東京で就職説明会を開
催。市内企業約20社が参加し、各企業のブースで個別説明を行い、採用面
接にも応じます。ハローワーク小田原による就職相談窓口や、地域情報、
行政情報の提供コーナーもあります。小田原での就職や移住を考えるお
子さん、お孫さん、友人などにお知らせください。
※10月上旬から、最寄りのハローワーク求人検索端末で、求人票を閲覧可能

日時　10月19日(金)13：30～16：00
場所　東京新卒応援ハローワーク「出会いのフロア」
　　　東京都新宿区西新宿2-7-1　小田急第一生命ビル21階
　　　（地下鉄都庁前駅から徒歩約2分、JR他新宿駅から徒歩約10分）
対象　小田原市への移住・就職を希望する人（中学・高校卒業予定者を除く）
持ち物　・履歴書
　　　　・雇用保険受給資格者証（雇用保険受給中の人）
　　　　・ハローワークカード（持っている人）産業政策課 ☎33-1514 WEBID P25411
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「お客さんと共通の話題で盛り上がれるんですよね。
 地元で働くっていいなって思います」
「親元から通える」
「友だちにすぐ会える」
「時間を気にしないで趣味ができる」
地元で働く理由はたくさん。



2018（平成30）年　10月号　No.11942

早期退職をして、念願の飲食店を開店するサト
ルさん。起業マニュアルを見ていると、見慣れ
ない言葉が飛び込んできました。
『償却資産を申告する必要があります』
「ん･･・ショウキャクシサン･･･？よく分からな
いよー！誰か教えて！！」

資産税課 ☎33-1362 WEBID P01875

　私の母親はしっかり帳簿をつける人で、幼い
頃から母親の姿を見て、経営について学びまし
た。永らく自分で帳簿をつけて、税の申告をし
ていましたが、法人化に合わせて経理を税理士
に依頼しました。先代から受け継いだ丁寧な申
告は、商いをする者の責任であると感じ、今で
も続けています。
　最近では、地域の商業者団体に参加しない人
も増えていると聞きますが、商業者同士のネット
ワークから情報を得ることも大切だと思います。

株式会社 田むら銀かつ亭
田村洋一さん

　私は税理士になって20年めになります。多くの
事業者と関わってきましたが、固定資産税としての
償却資産を知っている人は少ない印象です。顧問
先から、償却資産についての相談をされることもあ
ります。
　税理士事務所では、現在、資産管理も電子化が
進んでおり、償却資産申告も比較的簡単になって
います。事業を行っている人で、償却資産について
疑問があるときは、まずは税理士や資産税課に相
談してみるのがよいと思います。

藤尾威
たけ

文
ふみ

税理士事務所
藤尾威文さん

償却資産申告について聞きました

「償却資産」って
何だ！？

何やら重要な
ものらしいぞ

一体どうすれば…

椅子やテーブルも
償却資産の

対象になるんだー！

償却資産って
分かりづらいですよね

償却資産とは、土地
や建物以外の事業
用の資産のことを
いい、固定資産税
の対象となります

市内に償却資産を所有
している人は、毎年１月
１日現在の資産状況を、
１月31日までに市に申
告する必要があります

固定資産税収入の約
153億円のうち、償却
資産は約31億円です
皆さんの暮らしを支え
る大きな財源となって
います

小田原市では5,000を超える事業者の

皆さんから、ご申告いただいています

サトルさんも飲食店を開店したら、申告

をよろしくお願いしますね！

お店も申告も
しっかりやるぞ！

他にも償却資産の対象になる
ものは、いろいろあります

例えば、アパートを貸し付けている
場合は、外灯やフェンスなども

対象なんですよ

では、サトルさんが
開こうとしている
飲食店で考えてみ
ましょう

・レジ

・椅子

・厨房設備

・冷蔵庫

・テーブル

・ソファ

・フェンス

・サインポール

・商品陳列ケース

・パソコン

・看板

・外灯

・日よけ（ひさし）

なるほど、
でもまだピンと
来ないなぁ

固定資産税
約153億円

償却資産
約31億円

市税収入
約327億円
（平成28年度）

私が
解説しますっ！

市内に償却資産を所有
している人は、毎年１月
１日現在の資産状況を、
１月31日までに市に申
告する必要があります

対象なんですよ

をよろしくお願いしますね！
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地域政策課 木村亘
わたる

下段右から3番め　「よってこ新玉」
の運営を担う・村山さん

「居場所づくり」の中心的なメンバー。
左から
加藤さん、泰

やす

田
だ

さん、宮本さん

地区ごとに策定された地域別計画に基づいて、さまざまな活動に取り組んでいる市内26地区。しかし、
どの地区でも地域活動の担い手の不足や育成が、共通した課題になっています。市では、「地域の居
場所づくり講座」を通じて、地域とともに担い手の育成などに取り組んでいます。

地域政策課 ☎33-1389 WEBID P20042

　今回紹介した2地区の特徴は、同じ志を持つ仲間がいること。そして「やってみよ
う！」という行動力があることです。市では、「地域の居場所づくり講座」などを実施
し、今後も地域と協力して、「やってみよう！」「やってみたい！」という人をサポートし
ていきます。

　数年前から、「お茶を飲んだり、話をしたり、皆で集まる場所がもっと
あったらいいな」という声があった新玉地区。まちづくり委員会の中で、
アンケートを実施したところ、「居場所がほしい」という意見が多くありま
した。そこで、「まず、やってみよう」と、福祉健康分科会を立ち上げ、居場
所づくりに向けて動き出していました。「どうしたらいいのだろう」と不安
がある中、分科会のメンバーが「地域の居場所づくり講座」に参加。その
後、地域で協力して、準備を進め、６月に地域交流サロン「よってこ新玉」
がオープンしました。

　きっかけは、昨年度
のまちづくり実行委員
会。「落ち着いて話をす
る場所がほしいな。で
も、私一人では何もで
きない」と1人が声を上
げたことでした。その
後、次々に同じ声が上
がり仲間が増え、万年
地区の居場所づくりの話し合いがスタート。メンバーがそろい、「何をし
たらいいのか」と相談を始めた時に、タイミングよく目にしたのが、「地
域の居場所づくり講座」の案内でした。早速講座に参加。居場所を開設
した人の経験談が聞けたことで、６月からサロン活動を試行的に開始し
ました。今後は、定例的なサロンの開催に向けて、じっくりと協議してい
きます。

新玉地区や万年地区は、祭りなどの地域活動が盛んな地区。道でばったり誰かに会えば、自然と人が集まり立ち話に花が咲き
ます。古くから市街地として栄えてきた地域ですが、皆が集まれる「居場所」が少ないことが課題でした。

地域の居場所づくり講座
　市では、「皆が集まれる居場所が欲しい」という地域の声に応えるた
め、今年２月から６月に、「地域の居場所づくり」について学ぶ講座を開
催しました。地域コミュニティ組織の中で、居場所づくりに関心のある
メンバーが集まり、有識者の講演や先進事例の視察、参加者同士で意
見交換などを実施。そこで施設の生かし方、地域の居場所開設や運営に必要な要素を学びました。
　この講座に地域コミュニティ組織のメンバーが参加した新玉地区や万年地区など多くの地区で
は、居場所づくりに向けた取り組みがスタートしています。

日時　毎月第２木曜日１０：００～１２：００にオープン
場所　新宿公民館（１１月と１月は第3火曜日に第１１区
　　　公民館でもオープン）
内容　折り紙、囲碁、将棋、習字、体操、歌遊びなど
【参加者の声】
「いつも家の中でテレビを観て閉じこ
もっていたから、こういった場所がある
のはありがたい」
「気兼ねなく、話ができてうれしい」

「居場所」が紡ぐ、人と人
助け合いが広がる地域へ

人と人がつながる居場所を作る～新玉地区と万年地区～

「もっとあったらいいな」から始まった 落ち着いて話をする場所がほしい

「まず、やってみよう！」
居場所づくりのキーワード

よってこ新玉

地域の情報や本市の
取り組みは、自治会
総連合ホームページ
や市ホームページで
見ることができます。 自治会総連合

ホームページは
こちら

市ホームページ
はこちら

　地域の居場所をつくることによっ
て、「つながり」を生み出し、その「つ
ながり」から、地域の担い手が発掘
されることを期待しています。
　講座に参加できなかった人でも
「地域の居場所づくり」に興味があ
る人はぜひ、お問い合わせください！

　まだ始まったばかりなので、試行錯誤
しながら皆さんが楽しめる居場所を作っ
ていきたいです。
　高齢者から子どもまで、誰でも気軽に
足を運んでもらえる場所が理想です。「第
２木曜日は『よってこ新玉』へ」が地域に
定着するとよいですね。

　「居場所づくり講座」に仲間と参
加して、「私たちでもできるかも！？」
「悩むより、まずはやってみよう」と
なり、サロンを立ち上げました。ま
だ、手探りで始めたばかりです。
　今は右往左往し、試行的に不定期
にサロン活動を行っています。
　いずれは「ここに来るのが楽しみ」
と言ってもらえるような場所にする
のが目標です。私たちも楽しみなが
ら、運営に携わっていきたいです。

どうしたらいいんだろう？

お茶を
飲みながら

話を楽しむことも
できるわ

新 玉 地 区 万 年 地 区
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受け入れ施設：
早川保育園
上路みどり 園長

アクティブシニア応援ポイント事業
　６０歳以上の市民が、市が指定する福祉施設、幼稚園・保育園などの施設、また
は市のイベントでボランティア活動をすると、その活動に対し、ポイントがつきま

す。ボランティアの内容は、入所者などとの話
し相手、歌・音楽の指導や披露など、自分の特
技に合わせて、できることから始められます。
ポイントをためると、特産品や生活用品、商
品券などと交換できます。

元気の秘訣はボランティア！
ひ け つ

高齢介護課 ☎33-1841 WEBID P20074

ボランティアへの参加は、転倒や認知症、うつ病の予防になるというデータがあります。
60歳以上の市民が、市指定の施設や事業でボランティア活動をしてためたポイントを、
商品と交換できる「アクティブシニア応援ポイント事業」。
この事業を活用して、生き生きとした生活を送りませんか。

　アクティブシニア応援ポイント事業について詳しく知りたい人、参加し
たい人は、小田原市社会福祉協議会にご連絡ください。
☎35-4000　 35-6902

③受入施設と日程調整
　ボランティア活動

④事業参加者と日程調整
　スタンプの押印

■事業参加者の登録手続き
■手帳の交付
■商品と交換

■ボランティア活動を行い、
　ポイントを蓄積

■日程などの調整
■スタンプの押印

今年も洗練された「ざる菊」を！
鈴木三郎さん・二三子さん

委託 事業実施主体
（小田原市）

事業参加者
（60歳以上の市民） 市指定の受入施設

社会福祉協議会

事業参加者：
ハーモニカ演奏
奥田慶一さん（92歳）

90歳になり、「新しいことを始めたい」と参加し、得意
のハーモニカを施設で披露しています。新しい曲を
覚えたり、演奏仲間と話したりすることが健康につな
がっていると思います。「また、来てください」と言われ
るとうれしいですね。ぜひ、皆さんも趣味を生かして
参加してみてください。

事業参加者：
施設訪問
大沼ヨツ子さん（73歳）

ボランティアは、「誰かのため」っていうより「自分のた
め」にやらせてもらっています。私は、「人が大好き」。
人と触れ合えたり、特技を披露したりすることは、楽し
いし、皆さんから元気をもらえます。新しい発見や学
ぶことも多く、明日に向けての力になっているような
気がします。何か始めたいと思っている人は、連絡す
る勇気を持ってもらいたいです。最初は、話し相手に
なるだけでも大丈夫ですよ。

ポイント事業に参加している人が園の草むしりを手
伝ってくれます。私たちは、園児の安全を第一に保育を
するので、草むしりまでは、なかなか手が回りません。
園舎周りもきれいになりつつあり、本当にありがたい
です。「子どもの元気な姿を見るとパワーをもらえる」
と皆さんが言います。ボランティアに来る人も元気を
もらえるのではないでしょうか。

⑤
交
換
申
請

⑥
商
品
と
交
換

①
登
録

②
手
帳
の
交
付

　1,500株のざる菊でいっぱいの庭を、無
料開放している久野在住の鈴木さん夫婦。
　シーズンになると九州、東北など日本各
地から、お客さんがやってきます。二三子さ
んは、東京などで「ざる菊園見に行ったよ」
と声をかけられることもあるそうです。「『ざ
る菊』の縁で、小田原じゃないところでお友
達ができるって素敵ね」。
　１年を通して行われる、ざる菊の手入れ。
無料開放が終わると、すぐに次の1年で育
てる芽を選びます。菊が病気にならないよ
うに気を配るなど、心配なことはたくさんで

す。それでも「皆さんに喜んでもらいたい」
という思いで、丹精込めて育てます。
　園内で行う災害の募金に協力してくれる
人、足の不自由な母親を背負いながら観
賞に来た人･･････。そういった「人の心の
『あったかさ』に触れることが何よりうれし
い」と言います。「なかなか久野の山を訪れ
ない人もいると思います。山の空気も含め
て、ざる菊を楽しんでほしいです」。
　夫婦二人三脚で設営する「ざる菊園」。圧
巻のざる菊に驚くこと間違いなし。ぜひ、秋
の行楽に訪れてみてはいかがでしょうか。

ざる菊園

期間　10月下旬～11月中旬
交通　小田原駅東口２番バス乗り場から県立諏訪

の原公園行きバス「ざる菊園前」下車
※来園には公共交通機関をご利用ください

鈴木さん宅 ☎34-4925

11月3日（祝）には
来園者をもてなす
「菊まつり」を開催！
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ディスカバリートレイル　スタンプラリー

企画政策課 ☎33-1408 WEBID P25490

建設政策課 ☎33-１５２７ WEBID P25630

いよいよ開催がせまってきたラグビーワールドカップ2019。参加国の1つ、オーストラリアのラグ
ビー代表チームが、小田原で大会に向けた事前キャンプを実施することが決定しました。世界レ
ベルのプレーを間近で見よう！

家族連れに人気のおだわら諏訪の原公園。
東京ドーム１０個分、約５０ヘクタールの未開園区域を巡るスタンプラリーに参加しよう！

ワラビーズってこんなにすごい！
　15人制男子ラグビーオーストラ
リア代表の愛称は「ワラビーズ」。
　オーストラリアは、ラグビーが最
も盛んな国の１つで、多くのプロ
チームを抱えるラグビー大国。
　世界３大スポーツイベントの１つ、
ラグビーワールドカップでは２度の
優勝を誇り、前回大会では準優勝に
輝くなど、世界有数の強豪国です。

ラグビーオーストラリア代表

何で小田原にやってくるの？？
　県西地域をラグビーで盛り上げるため、平成２８年度に官民で設
立したラグビー誘致委員会。本市とオーストラリア・ノーザンビー
チ市が友好都市で、平
成３年から青少年交流
を続けていることから、
オーストラリア代表チー
ムを誘致しました。その
結果、8月24日にトレー
ニングキャンプに関する
協定を締結しました。

マイケル・フーパー
［ポジション：フランカー］
チームのキャプテン。豊富な運動量とボール奪取能
力に優れる世界最高峰の選手の１人。

みんなの声を聞かせて！
　スタンプラリーにゴールしたら、
公園計画に関するアンケートにご協
力ください。よりよい公園造りの参
考とさせてもらいます。

スベリー・マーキュリーお笑いライブ！
　スタンプラリーを制覇しアンケートに協
力すると、優先スペースで観覧できます。
１３：３０から（２００人・当日先着順）
※立ち見観覧は誰でも可

ワラビーズ注目選手！！

１周３ｋｍ 約１時間のコースに出発！

チェック
ポイント

ローラー滑り台
高低差３０ｍのローラー滑り
台を楽しもう！

チェック
ポイント

森の中のイベント
無料でみかんの生搾り体験が
できる！
当日先着５０人！ 希望者のみ
「木製置時計」の製作ができ
ます。※参加費１，５００円

チェック
ポイント

小田原
フラワーガーデン
トロピカルドーム
秋のローズフェスタ
開催中。

未開園区域を探検しよう！県立おだわら諏訪の原公園

ワラビーズがやってくる！

イズラエル・フォラウ
［ポジション：フルバック］
ワラビーズのスター選手！193cmの長身でハイボー
ルに強く、しなやかな走りで決定力も高い。愛称は
「イジー」。

１１月１１日（日）開催

１０：００～１４：００（出発は１2：００まで）

時 間

１０月１０日（水）～３０日（火）に、電話または
ファクス（33-1565）で。電話は平日９：００～
１７：００。ファクスは代表者氏名、参加人数、
住所、連絡先を書いて。
※雨天中止（小雨決行）。当日
７：００に「おだわら諏訪の原
公園パートナーズのホーム
ページ」でお知らせします。

※傾斜地のため、自転車や車椅子、子ども
をベビーカーに乗せての参加はできま
せん。

申 込

チェック
ポイント

建設機械試乗体験
なかなか乗ることがで
きない建設機械に乗っ
てみよう

公園の未開園区域を
歩いて巡ろう！

参加者は入園料無料！

土木の魅力体感！

県内最長の169ｍ

▲視察時のようす（小田原ラグビースクール
の生徒たちと）

１５人制 男子
1０月２８日（日）～１１月３日（祝）※
２０１９年9月中旬（ワールドカップ直前）

７人制

女子 ２０１９年７月２９日（月）～８月３日（土）

男子 ２０１９年８月４日（日）～９日（金）

男・女 ２０２０年夏（オリンピック直前）

※ 詳しいスケジュールは、市ホームページでお知らせします。 

【練習施設】 城山陸上競技場 他
事前キャンプ予定
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GETTYIMAGES⒞

GETTYIMAGES⒞

パークセンター スタート
＆
ゴール



お だ わ ら 情 報
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　市では、「情報公開条例」に基づき、市が持つさまざまな情報を公開しています。一方で、「個人情報保護条例」に基づき、市が持つ個人情報を保護しています。

●情報公開制度とは
　市民の皆さんからの請求などにより、市政に関する情報を公開する制度。

●個人情報保護制度とは
　個人情報の適正な取り扱い方法を定め、個人の権利利益の侵害を防止
しようとする制度。
　市が持つ公文書の個人情報は、本人の開示請求により確認できます。

「情報公開制度」と「個人情報保護制度」の運用状況
WEBID P08554  問関  総務課 ☎33-1288

※ 1　個人情報などの非公開情報が含まれる場合
※ 2　請求された文書が存在しない場合
※ 3　公文書の存在を答えることで、非公開情報を公開することになる場合

【表１】 公文書の公開請求に対する処理状況･主な請求内容（平成29年度）
処理状況 件数 主な請求内容

公開 128

●危険物許可施設一覧表
●各種工事の設計書
●建設リサイクル法の解体届出受付簿
●境界確認報告書　など

一部公開 ※1 120
非公開 0
不存在 ※2 6
却下 0
存否応答拒否 ※3 3
取下げ 7
合計 264 ※ 4　本人以外の個人情報など非開示情報が含まれている場合

※ 5　「不存在（請求された文書が存在しない場合）」も含む。

【表２】 個人情報の開示請求に対する処理状況･主な請求内容（平成29年度）
処理状況 件数 主な請求内容

開示 52
●家屋見取図調査書
●印鑑登録証明書交付申請書
●介護認定調査票
●市立病院のカルテ　など

一部開示 ※4 33
不開示 ※5 13
却下 0
存否応答拒否 0
取下げ 1
合計 99

●公文書公開や個人情報開示の請求
　方　法　 市役所4階の行政情報センターにある所定の様式に必要事項を書い

て提出（公文書公開請求の様式は、市ホームページからダウンロード
できます）

　持ち物　運転免許証などの本人確認ができる書類（個人情報の開示請求のみ）
　※制度の運用状況報告書は、行政情報センターと図書館にあります。

　今からちょうど500年前。北条早雲（伊勢宗
そう

瑞
ずい

）から家督を継
いだ氏綱は、小田原を本拠地に領国経営を進め、北条氏飛躍の
礎
いしずえ

としました。この氏綱に始まり、戦国時代から江戸時代、そし
て、今へと続く小田原のあゆみを特別展で紹介します。
期間　10月27日（土）～12月24日（休）　場所　小田原城天守閣
費用　入館料（大人500円、小･中学生200円）
ホームページ　https://odawaracastle.com

小田原城天守閣特別展
小田原開府五百年～北条氏綱から続くあゆみ～
問関  小田原城総合管理事務所 ☎23-1373

おいでよ！
片浦小学校 平成31年度児童を募集
WEBID P11264  問関 教育指導課 ☎33-1684　片浦小学校 ☎29-0250

　片浦小学校は「小規模特認校」として、一定条件のもと、市内
全域から児童の入学を認めています。少人数ならではのきめ細
かい指導や、地域との連携が特長です。
募集人数　1年生12人（平成31年4月1日時点の学年）
　　　　　※多数抽選（兄･姉が在学している場合は優先枠有り）
入学の条件
●保護者･児童ともに、市内に居住している。
●小規模特認校の教育活動、PTA活動に賛同している。
●通学は、保護者の責任と負担で行う。
●卒業まで通学する。
●小規模特認校での就学、通常級での学習や活動ができる。
手続きの流れ

学校公開日
10月30日（火）･31日（水）、11月24日（土）
※ 入学希望者は、この日程のいずれかで見学してください。日
程が合わない場合は、片浦小学校にお問い合わせください。

※10月30日（火）15：00～16：30は、学校説明会を開きます。

申請書の提出
（面談終了後）
11月1日（木）～12月3日（月）
※教育指導課に直接
※ 申請書は教育指導課、片
浦小学校で配布。市ホーム
ページからもダウンロード
できます。

面談　
11月1日（木）～30日（金）

▲金管バンド活動のようす

▲外国語活動のようす

シンポジウムと講演会でもっと詳しく!!
①シンポジウム「戦国都市小田原の風景」
　日時　11月10日（土）13:00～17:00（開場12:30） 定員　200人･申込先着順
　場所　小田原箱根商工会議所大ホール
　出演　特別講演　小野正敏さん（国立歴史民俗博物館名誉教授）
　　　　事例報告　小山裕之さん、太田雅晃さん（玉川文化財研究所）
　　　　　　　　　土屋健作（市教育委員会）
②特別講演会Ⅰ 戦国時代
　日時　12月1日（土）13:00～17:00（開場12:30） 定員　200人･申込先着順
　場所　小田原箱根商工会議所大ホール　　
　出演　黒田基樹さん（駿河台大学教授）、諏訪間順（小田原城天守閣館長）
③特別講演会Ⅱ 江戸時代
　日時　12月15日（土）13:00～17:00（開場12:30） 定員　300人･申込先着順
　場所　市民会館3階小ホール
　出演　下

しも

重
じゅう

清さん（東海大学講師）、堀内秀樹さん（東京大学准教授）
①～③共通
　費用　500円（資料代として当日徴収。③のみ②の参加者は不要）
　申込　 10月10日（水）から、参加希望の番号（①～③）と住所・氏名・電話番号を書い

て、郵送、メール、ファクス、またはホームページで
　　　　〒250-0014 小田原市城内3-22 小田原城総合管理事務所 
　　　　メール　 odawara-castle@city.odawara.kanagawa.jp
　　　　FAX 22-0776　申込フォーム　http://hojosoun.com/

小田原北条氏の五代約100年に及ぶ歴史の中で、「北条」を名
乗ったのは、このわし二代氏綱の代からであったことを、皆さん
はご存じかな。関東随一の戦国大名となる基盤を整えたわしに
スポットを当てた今回の企画展に、ぜひ来てくだされ!

　http://hojosoun.com/
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小田原市いっせい防災訓練 WEBID P23678

　災害時は、互いに支え合うことが大切です。大規模地
震により、市内各所で被害が発生した想定で、自主防災
組織が主体となって取り組みます。各地域の防災対応能
力の向上を図り、市民の防災意識や防災力を高めます。
日時　10月21日（日）8:00～12:00頃　※荒天中止
場所　各一時避難場所および各広域避難所（小学校）
訓練内容
シェイクアウト（安全確保行動）訓練、住民避難訓練、安
否確認訓練、情報受伝達訓練、広域避難所開設･運営
訓練など
※ 当日8:00に防災行政無線による訓練放送を実施し
ます。荒天で中止となる場合も、同時刻に無線で中
止について放送します。

ブロック塀などの撤去費用を補助します WEBID P03157

　地震に強いまちをつくるため、市では、一定の条件のブロック塀などを撤去する人に、必要な経費
の一部を補助します。
申 請 期 間　12月28日（金）まで（予算に限りがあるため、予算に達し次第終了）　　
条 　 　 件　道路、公共施設、幼稚園、保育所などに面していること
補 助 額　 補助算定額と撤去にかかる費用を比べて低い額（限度額50万円）　
補助算定額　ブロック塀などの長さ1m当たり1万円　申込　防災対策課に直接
※工事着工前に手続きが必要です。

災害用簡易トイレの備蓄 WEBID P25657

　大規模災害発生直後は水道が止まったり下水道管の破損などで、トイレが使えないことが予想さ
れます。各家庭で3日分（1日3～6回×3日×人数）を目安に、災害用簡易トイレを備蓄してください。
　市では、今年度6万枚購入し、各広域避難所などに備蓄します。
※平成30年度「電源立地地域対策交付金」を財源にしています。

私のまちの防災対策
問関  防災対策課 ☎33-1855

ハロウィンパーティー
WEBID P25653  問関  小田原海外市民交流会事務局（文化政策課内） ☎33-1703

　仮装やお菓子でハロウィンを楽しみます。大人の参加も大歓迎。紙コップでジャック･
オ･ランタンの飾りを作ります。
日時　10月20日（土）10:00～11:30
場所　U

う

M
め

EC
こ

O会議室1～3
定員　60人　※小学生以下は、保護者同伴
費用　中学生以上は400円、3歳～小学生は200円
申込　10月17日（水）までに、電話で

おだわらハロウィン2018 ～第14回秋の収穫祭～
問関  小田原市商店街連合会 ☎22-5961

　小田原駅周辺の商店街で、県西地区最大級のハロウィンを開催します。仮装してご参加ください。

●スタンプラリー
　 　各商店街の加盟店30店舗で集めたスタンプで景品をプレゼント。
20か所で「お菓子詰め合わせ」、30か所全て集めると……!?
期間　10月20日（土）～28日（日）　※景品交換日は28日（日）
定員　期間中先着1,000人　費用　1人500円　

●仮装パレード
　 　仮装して小田原駅周辺商店街を歩きましょう!
日時　10月28（日）11:30～13:30（受付開始10:00）　
　　　※荒天時中止
定員　500人・申込先着順　申込　10月20日（土）から

●仮装コンテスト
　 　グランプリには、沖縄2泊3日ペア旅行券を贈呈。各賞受賞者にも、賞品がありま
す。仮装して60mのレッドカーペットを歩いてみませんか?

　日時　10月28（日）14:00～17:00（受付開始10:00）
　場所　小田原駅前東通り商店街内特設会場
　　　　※雨天時は小田原地下街ハルネ小田原にて
　定員　100組・当日先着順
　費用　1組500円

※イベントの内容・時間などは、変更になる場合があります。
※ イベントにより事前申し込みが必要です。詳しくは、ホームページをご確認ください。
　http://www.0465.net/halloween/

かぼちゃランタン作り
問関  わんぱくらんど ☎24-3189

　本物のかぼちゃを使って、オリジナルランタンを作ります。
日時　 10月27日（土）

10:00～11:30、13:00～14:30
場所　わんぱくらんど西管理棟
定員　各回15人･申込先着順
費用　500円

秋の収穫祭 小田原のハロウィンイベント

●読書活動推進講演会
　～これから としょかん いこう！～
主催・問　かもめ図書館 ☎49-7800
日時　10月21日(日)13:30～15:00
定員　60人･当日先着順
講師　 野口武

たけ

悟
のり

さん
　　　 (専修大学文学部教授･
　　　小田原市図書館協議会委員)
●映画『二宮金次郎』
　～監督が描きたかった金次郎像～
来年、全国劇場公開予定の映画『二宮
金次郎』。監督・五十嵐匠

しょう

さんから､映
画で描き出したかった金次郎像につい
て､話を聞きます。
主催・問　生涯学習課 ☎33-1882
日時　10月23日（火）10:30～12:00

イベント情報

今年も東通り商店街､おしゃれ横丁商店会､ハルネ小田原
が力を合せて､｢うましゃルネ祭｣を開催します｡
ハルネ小田原で人気の大試食会などの企画の他､ワンコイン

で各店のお得なサービス(お買い物､お食事など)が受けられ
る､｢500円バザール｣も実施予定です｡

おだわらハロウィン2018と同日開催

第3回 うましゃルネ祭

 のハルネ情報10月

情報情報

今年で第3回を迎える｢うましゃルネ祭｣｡今回は､商
店街連合会主催の｢おだわらハロウィン｣と同日開催
です｡１度で2つのイベントが楽しめる､特別な１日に
なること間違いなし! 一緒に楽しみましょう!

東通り商店街　
二見洋一さん（左）
おしゃれ横丁商店会　
鈴木聖

ひじり

さん（中）
ハルネ小田原　
山﨑亮太さん（右）

◀ 昨年のちらし
▲ふるまうようす

主催･問　うましゃルネ祭実行委員会
 ☎24-4383 「彩酒亭 洞

ほら

」内
日時　10月28日(日)11:30～17:00

＜ハルネギャラリー情報＞
城下町おだわらツーデーマーチ　20年の歩み展
主催･問　スポーツ課 ☎38-1198
期間　11月8日(木)まで

　10月20日（土）～28日（日）　※景品交換日は28日（日）

10月28（日）11:30～13:30（受付開始10:00）　

　10月20日（土）から



最低賃金の改定
神奈川労働局賃金室 ☎045-211-7354

10月1日から、県最低賃金は、時間額
983円に改定（27円引き上げ）されまし
た。県内のアルバイト・パートを含む全て
の労働者に適用されます。　
関主 産業政策課

かながわ消費者週間	
〈10月13日(土)～19日(金)〉
ID P22536  地域安全課 ☎33-1775

市では、かながわ消費者週間に伴い、小
田原駅構内で「消費者被害未然防止街
頭キャンペーン」を行います。
日  10月12日（金）16:00～17:00

平成30年度9月補正予算の概要
ID P24485   財政課 ☎33-1314

一般会計（2億8,977万6千円追加）
● 市ラグビー誘致委員会負担金の増額
● 洪水ハザードマップ作成事業費の計上
●ブロック塀等撤去費補助金の計上
● 道路・河川・農道・林道等維持管理費の
増額

● 藤棚バス駐車場便所等改良事業費の
計上

● 学校施設フェンス新設事業費の計上
● 小学校児童就学援助費の増額
国民健康保険事業特別会計

（2億8,836万3千円追加）
介護保険事業特別会計

（44万1千円追加）
●自立支援ケア会議開催費の計上
この結果、全会計の予算額は、1,577億
8,261万5千円となりました。
【寄附者一覧】（敬称略）
●市民ホール整備基金寄附金
（合計38万8,674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
●小田原楽友協会　●匿名

●社会福祉基金寄附金
（合計28万7,745円）
●大沼ヨツ子
●愛光電気（株）

●ふるさとみどり基金寄附金
（合計46万5,532円）
●  小田原駅東口お城通り地区再開発
準備組合

●小田原庭園業組合
●あいおいニッセイ同和損害保険（株）

●学校管理費寄附金（合計20万円）
●さがみ信用金庫鴨宮信和会　
●匿名

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

国民年金保険料は、納付額全額が社会
保険料控除の対象です。11月上旬に、日
本年金機構から、年末調整や確定申告
で必要な控除証明書が送付されます。
※ 10月1日以降に、今年初めて国民年
金保険料を納付した人には、平成31
年2月上旬に送付　関主 保険課

読書週間リーフレット
ID P13581  市立図書館 ☎24-1055

かもめ図書館 ☎49-7800

小学生と中学・高校生向けの、おすすめ
の本を紹介するリーフレットを配布しま
す。標語は「ホッと一息 本と一息」です。

日 期  10月19日（金）～11月9日（金）
場時  市内の図書館、図書室、図書コーナー
で配布。市ホームページにも掲載

2018あしがらアートの森
NPO法人あしがらアートの森事務局

☎090-5761-5548

県西地域の子どもとその家族が描い
た絵画などを展示。同時開催のワーク
ショップは、親子で楽しめます。
日  11月11日（日）・17日（土）・18日（日）
10:00～16:00

場時  旧南足柄市立北足柄中学校
（南足柄市内山2586）
費定  材料費（作るものにより金額が異なります）
ホE  http://art-no-mori.com/
関主 教育総務課

オリーブの苗木購入費補助
ID P23195   農政課 ☎33-1494

オリーブの苗木を購入する農家の皆さ
んへ、費用の一部を補助します。要件が
あるので、市ホームページをご覧いただ
くか、農政課にお問い合わせください。
※ 申込多数の場合、補助金額を調整す
ることがあります。

日 期  10月15日（月）～11月15日（木）

小田原十郎梅ロゴマーク
使用製品の募集
ID P13919   農政課 ☎33-1494

原料に小田原市産の十郎梅を100％使
用しているもので、小田原梅ブランド向
上協議会の審査を通過した製品のみに
使えます。
申講  11月30日（金）までに、
応募用紙（市ホーム
ページから入手または
農政課に問い合わせ）
に書いて直接

市統計グラフコンクール入賞者
ID P25747   総務課 ☎33-1295

小・中学生対象の統計グラフコンクール
に、683点の応募があり、36点が入賞
しました。入賞作品は、県統計グラフコ
ンクールへ出品します。
各部金賞受賞者（敬称略）
第1部（小学1・2年生）
沖津友

ゆう

亮
すけ

（久野小）
第2部（小学3・4年生）
池田樹

いつき

（芦子小）、土
ど

橋
ばし

昇馬（足柄小）
第3部（小学5・6年生）
髙松幸

こう

矢
や

（国府津小）
第4部（中学生）
鈴木愛

あい

里
り

（千代中）、土
ど

橋
ばし

拓馬（白山
中）、香川陽

ひ

向
な

来
こ

（千代中）

身近な税金セミナー
青色申告会 ☎24-2614

日  ①10月16日（火）18:30～20:00
　②10月17日（水）17:30～19:00
　③10月19日（金）18:00～19:30
　④10月26日（金）17:00～18:30
場時  ①こゆるぎ2階こゆるぎホールA
　②青色会館5階大ホール（本町2-3-24）
　③尊徳記念館1階視聴覚室
　④マロニエ2階集会室202
内場  消費税の軽減税率、配偶者（特別）控
除の見直し

主ホ  青色申告会　
関主 市税総務課

自治会あいさつの日
自治会総連合事務局（地域政策課内） ☎33-1457

11月1日（木）は「全市一斉あいさつ運動
の日」です。朝の30分ほど、家の前に出
て道行く人と「おはよう」と挨拶し、地域
の人と爽やかな朝を迎え、1日を元気に
過ごしましょう。
日  11月1日（木）7:30～8:00

都市計画案の縦覧
ID P25656  都市計画課 ☎33-1571

生産緑地地区の変更に係る都市計画
案の縦覧を行います。縦覧期間中は意
見書を提出できます。

日 期  10月17日（水）～31日（水）
8:30～17:15　※土・日曜日を除く。

場時  市役所6階都市計画課

豊川財産区議会議員選挙
立候補予定者　事前説明会
ID P25699  選挙管理委員会事務局 ☎33-1742

当日は出納責任者（予定者）への説明
と、事前審査も併せて行います。
※投・開票日は、11月18日（日）です。
日  11月6日（火）10:00～12:00
場時  市役所4階議会第4委員会室
持費  印鑑 （朱肉を使用する認め印）
※出席者は予定者1人につき3人まで。
※資料、用紙などは当日配布します。

市・足柄下地区中学校生徒
美術展・音楽会
ID P21394  教育指導課 ☎33-1730

●美術展
日 期  10月23日（火）～30日（火）9:00～17:00
　（23日は14:00から、30日は15:00まで）
※29日（月）は休館日

場時  市民会館3階小ホール
●音楽会
日  11月3日（祝）10:00～15:30
場時  市民会館大ホール

就学援助制度（小学校新入学用品費）
ID P25746  申込 教育指導課 ☎33-1682

平成31年4月に市立小学校へ入学予定
の子どもがいる世帯で、経済的理由でお
困りの人に、新入学用品費を支給します。
申講  10月11日（木）～12月28日（金）に、直接
※ 支給条件有り。
※ 案内や申請書類は、市ホームページ
でダウンロードできる他、10月から
実施される就学時健康診断の会場、
市内の幼稚園・保育所など、または教
育指導課で配布します。

※ 入学後に、引き続き就学援助制度の利用
を希望する人は、別途申請が必要です。

10月の納税
ID P01397  

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（水）は、個人市民税・県民
税（第3期）の納期限です。期限まで
に納めてください。
口座振替をご利用の人は、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。

保険料の納付
　　　　　保険課 ☎33-1834

国民健康保険料・介護保険料の第
5期、後期高齢者医療保険料の第4
期の納期限は、10月31日（水）です。
期限までに納めてください。

ID P25264

申込方法のルール  ・参加者などを募集する記事で、定員があり申込先着順のものについては、記載がない限り申込開始日は10月10日（水）からとします。
 ・担当部署名の前に 申込  とある場合は、電話で申し込みができます。市外局番がないものは（0465）です。
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。

生活に関連する情報や、市の取り組みなどを掲載し
ています。市ホームページのサイト内検索に問 ID を
入力し検索すると、詳しい内容がご覧になれます。

くらしの
ガイド
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募集
公園遊具の寄附
ID P25762  みどり公園課 ☎ 33-1581

小田原フラワーガーデンの遊具ゾーン
の再整備に合わせて、子どもが遊べる
遊具の寄附を募集しています。詳しく
は、お問い合わせください。
※他公園も募集しています。

R
ロ　ー　ズ

OSEミニブーケ作り
申込 フラワーガーデン ☎ 34-2814

園内のバラや草花をふんだんに使い、
おしゃれなミニブーケを作りましょう。
トークを交えながら実施します。
日  11月3日（祝）・7日（水）・14日（水）
11:00～12:00

定対  各10人・申込先着順　費定  1,500円　
講額  平賀由紀さん（fl ower shop P

ピ ッ コ ロ

ICCOLO）
申講  各前日までに、電話で

創業セミナー
申込 青色申告会 ☎ 24-2614

近い将来に創業を考えている人を対象
とした、セミナーです。独立時の不安や
疑問、質問などにもお答えします。
日  10月12日（金）18:30～20:30
場時  小田原青色会館4階
内場  ①資金調達方法

講額  日本政策金融公庫融資課長
　②経営の秘

ひ

訣
けつ

　講額  和田義充さん
　③経理の知識　

講額  小田原青色申告会専任職員
関主 産業政策課

市営住宅入居者
ID P25493   建築課 ☎ 33-1553

対内  一定の要件（所得制限、市税の滞納
がない、市内1年以上在住、単身者の
年齢制限など）を満たす人
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
　　　※ 風呂釡・浴槽設置は入居者負

担（浅原住宅を除く）
公開抽選　11月下旬（予定）
入居手続き　 連帯保証人1人の印鑑登

録証明書などの書類を
提出

入居許可日　平成31年2月1日（金）
　　　　　　※ 鍵渡しは平成31年1月

29日（火）・30日（水）
申込用紙　 10月15日（月）～11月7日

（水）に市役所、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（木）～7日（水）
　　　　　9:00～17:00
　　　　　※ 11月3日（祝）・4日（日）は

9:00～12:00
申講  申込用紙に必要事項を書き、住民票
や所得証明など必要書類を添えて、
本人または入居家族が直接。
受け付け審査があります。

※ 次回の募集は、平成31年6月（予定）です。

学校給食物資の納入業者申請
ID P23239  学校安全課 ☎ 33-1693

日 期  12月3日（月）～14日（金）の平日
対内  生鮮食品全般・調味料・乾物類　他
申講  学校安全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

※食材により、納入組合への加入が必要

就学時健康診断
ID P25694  学校安全課 ☎ 33-1691

平成31年4月に小学校に入学する子ど
も（平成24年4月2日～25年4月1日生）
は、必ず就学時健康診断を受けてくだ
さい。詳しくは、9月中旬に子どもの住
民登録をしている住所宛てに送付した、

「就学時健康診断通知書」をご確認く
ださい。

合併処理浄化槽整備補助金
ID P22213  環境保護課 ☎ 33-1483

合併処理浄化槽への転換工事費の一
部を補助します。
対内  下水道事業計画区域外で、酒匂川の
飯泉取水堰

せき

より上流に、生活排水が
流入する専用住宅（建築確認を伴わ
ないもの）

申講  市ホームページまたは環境保護課窓
口にある申込用紙に書いて、直接

※金額などは、お問い合わせください。

イケ麺と呼ばれたい!
オトコのラーメン＆餃子
ID P25194　  人権・男女共同参画課 

☎ 33-1725

手作りスープのラーメンと、10分ででき
る本格餃子を調理します。
日  11月4日（日）11:00～13:00
場時  マロニエ2階食の創作室
対内  男性24人
※ 託児有り（申講 10月18日（木）まで。お
やつ代など100円）。

費定  2,000円（材料費）
申講  10月30日（火）までに、氏名・電話
番号を「たのしい輪の会」に電話（☎ 
090-4567-7352）またはメール（ E申

tanoshii@pc-mypace.com）で
※ おだわら男女共同参画推進サポー
ターとの協働事業

お知らせ 犬のしつけ教室
ID P25689  環境保護課 ☎ 33-1481

日  11月18日（日）10:00～11:30、
14:00～15:30

場時  市役所西側駐車場
定対  各回15組・申込先着順
費定  1頭につき2,000円
講額  岸良

りょう

磨
ま

さん（ドッグライフプランナーズ）
申講  小田原獣医師会加盟の各動物病院で

平成31年度放課後児童クラブ
ID P25647  教育総務課 ☎ 33-1731

対内  平成31年度に小学1～6年生になる
児童。かつ、同居する保護者の就労
などで放課後に家庭での見守りを受
けられない児童

申講  10月22日（月）～12月14日（金）に、教
育総務課・各児童クラブで配布、また
は市ホームページにある申込書を直
接、または郵送で

※ 審査の結果や定員超過により、入所
できない場合があります。

おだわら自然楽校
「秋の自然観察会」
ID P23162   申込 青少年課 ☎33-1724

子どもが抱く自然に対する疑問を、遊び
やゲームを通じて学びます。
日  11月10日（土）９：３０～１６：３０
場時  城山陸上競技場周辺
対内  青少年育成や体験活動に関心のある
高校生以上３０人・申込先着順

費定  1,000円
講額  佐々木洋さん（プロナチュラリスト）
申講  10月26日（金）までに、電話で

西川悟平・おはなしとピアノ
コンサート（人権を考える講演会）
ID P25640  申込 人権・男女共同参画課

　 ☎ 33-1725

ニューヨークを拠点に活躍するピアニス
ト西川悟

ご

平
へい

さんのコンサートです。病気
で両手の演奏機能を失い、現在は、7本
指で演奏活動を続けている西川さんか
ら、生きる勇気がもらえる話を聞きます。
日  11月1日（木）18:00～20:00
　（開場17:00）
場時  市民会館大ホール
定対  1,000人・全席指定
出持  西川悟平さん（ピアニスト）

申講  電話または市ホーム
ぺージで申し込み後、
入場券（はがき）を送
付します。1人で6席
まで応募可

※ 手話通訳・要約筆記、子ども連れ専用
席有り。

たまねぎを作ってみよう!
申込 NPO法人小田原食とみどり・小野 

☎ 080-5385-0465

早
わ

生
せ

玉ねぎ「ソニック」を育てます。
コンパニオンプランツ（共栄作物）にも
チャレンジ。
日  植付　12月2日（日）10:00～12:00
　草取り　平成31年4月14日（日）
　収穫　平成31年5月18日（土）予定
（全3回の活動）
場時  曽我みのり館周辺ほ場
定対  40区画・多数抽選
費定  1区画（苗120本）3,500円
申講  11月2日（金）までに、電話またはメール
（ E申 desk@shoku-midori.or.jp）で
ホE  http://shoku-midori.or.jp/
関主 農政課

侵入竹林の伐採ボランティア
申込 ぷらむ・椎野 ☎ 090-4916-0483

下曽我地区剣
つるぎ

沢
さわ

の侵入竹林による自然
荒廃を防ぐため、竹の伐採を行います。
日  11月17日（土）9:00～13:00
※予備日18日（日）

場時  剣沢に現地集合
※ 梅の里センターから送迎有り
（8:30集合）。

対内  中学生以上
持費  作業しやすい服装
※作業は斜面地で行います。

申講  11月10日（土）までに、電話で　
関主 農政課

シニア雇用の達人		2Daysセミナー
ID P25391  申込 小田原市生涯現役推進
協議会（企画政策課内） ☎ 33-1379

シニア雇用に関する、成功事例や制度
などを紹介する2日間のセミナーです。
①日  10月29日（月）14:00～16:00
内場  講演 「シニアの活躍×働き方改革～

“IT”と“シニア”の力で変革する
旅館経営」

　講額  宮崎知子さん
（老

し に せ

舗旅館「元
湯陣

じん

屋
や

」女将）

②日  11月8日（木）14:00～16:00
内場  【第1部】14:00～14:30
講演 「シニアの就労環境と雇用に

関する制度紹介」
講額  関口勝弘さん（ハローワーク小
田原）

【第2部】14:30～16:00
講演 「シニア雇用に対する課題とそ

の解決に向けた新たな取組」
講額  宇佐川邦子さん
（（株）リクルー
トジョブズ ジョ
ブズリサーチ
センター）

場時  小田原箱根商工会議所大ホール
対内  シニアの雇用に関心のある事業者や
おおむね55歳以上の人100人・申込
先着順

申講  10月22日（月）までに、電話で

神
奈
川
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募集
おだわら家族会
ID P18187  高齢介護課 ☎ 33-1864

認知症の介護者同士で、介護の悩みや
困り事などについて話します。
日  ①10月19日（金）②11月16日（金）　
10:00～12:00

場時  けやき①第4会議室②第3会議室
対内  認知症の家族を介護している人
※直接会場にお越しください。

食で生き生き!栄養教室
ID P03391  申込 高齢介護課 ☎ 33-1826

血管を強くする効果に優れた食品に関
する講話と、調理実習をします。
男性の参加もお待ちしています。
日  ①11月9日（金）②11月27日（火）
10:00～13:00

場時  ①マロニエ②前羽福祉館
対内  市内在住の65歳以上の人各20人程
度・申込先着順

費定  500円（食材費）
持費  エプロン、三角巾、布巾
申講  10月15日（月）から①10月26日（金）ま
でに②10月31日（水）までに、電話で
共催　小田原創友クラブ

基準緩和型サービス従事者研修
ID P19446  申込 高齢介護課 ☎ 33-1826

研修の修了者は、介護予防・日常生活支
援総合事業のサービスに従事できます。
日  11月7日（水）9:30～17:45
場時  マロニエ2階集会室202
定対  50人・申込先着順
申講  10月31日（水）までに、直接または電話で

お口のスキルアップ教室
ID P25284  申込 高齢介護課 ☎ 33-1826

食事にむせる、飲み込みが悪い、口の中
が渇くといった症状について、知識や改
善方法を学びます。
日  11月22日（木）14:00～15:30
場時  いずみ2階いずみホール
対内  市内在住の65歳以上の人100人・申
込先着順

持費  筆記用具、老眼鏡、手鏡
申講  10月15日（月）～11月9日（金）に、電
話で

脳と体の若返り塾
ID P17356  申込 高齢介護課 ☎ 33-1826

認知症予防に効果があるウォーキング
を中心に、脳と体を刺激します。
日  ① 12月11日～平成31年3月5日の

火曜日
② 12月13日～平成31年3月7日の
木曜日

14:00～16:00（全12回）（月4回程度）
場時  ①梅の里センター
　②おだわら総合医療福祉会館
対内  市内在住の65歳以上の人各30人・
申込先着順

費定  1,500円（保険料）　持費  ①のみ上履き
申講   10月15日（月）～11月2日（金）に、電
話で

市職員（特定任期付職員）
ID P25760   職員課 ☎33-1241

平成31年4月に採用する職員を募集し
ます。詳しくは、市ホームページからダ
ウンロードできる「職員募集案内」をご
覧ください。
法務事務
対内  法律に関する高度の専門的な知識
経験を有し、平成30年10月1日時点
で訴訟活動に関する弁護士実務経
験が3年以上ある人

定対  1人

市立病院職員（正規職員）
ID P00380  経営管理課 ☎ 34-3175

①薬剤師　　　②理学療養士　
③作業療法士　④臨床検査技師
試験日　　
●1次試験（専門・小論文）
　10月21日（日）
●2次試験（面接・④の既卒は実技有り）
1次試験合格者に通知する日

対内  新卒者（資格取得見込み者）
平成31年3月までに資格取得見込み
の人（④は平成5年4月2日以降生ま
れに限る）
既卒者（有資格者）
①昭和63年4月2日以降生まれの人
②昭和61年4月2日以降生まれの人
③昭和62年4月2日以降生まれの人
④ 昭和44年4月2日以降生まれで、
超音波検査経験者

定対  若干名
申講  10月15日（月）までに、市ホームペー
ジまたは、所定の申込用紙に必要書
類を添えて直接または郵送で

　〒250-8558 小田原市久野46

救命講習（普通・上級）
ID P00490  申込 救急課 ☎ 49-4441

①普通救命講習Ⅰ
成人の心肺蘇

そ

生
せい

法とAEDの取り扱
いについて学びます。
日  11月25日（日）9:30～12:30
場時  開成町民センター
（開成町延沢773）

②上級救命講習
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」などを加えた応急手当て全般を
学びます。
日  11月10日（土）9:30～18:30
場時  大井町生涯学習センター
（大井町金子1995）

①②共通
対内  中学生以上（市消防管内に在住・在
勤・在学の人を優先）各20人・申込先
着順

申講  10月10日（水）から電話（平日9:00～
17:00）で予約後、①11月15日（木）②
11月1日（木）までに、申請書を最寄り
の消防署所へ直接

認知症サポーター養成講座
ID P18188  申込 高齢介護課 ☎ 33-1864

認知症について学びましょう。
日  11月12日（月）10:00～12:00
場時  生涯学習センター豊川分館講堂
　（豊川支所隣）
対内  市内在住・在勤・在学の人30人・申込
先着順

講額  キャラバン・メイト
申講  11月9日（金）までに、電話で

家族介護教室
ID P18184  申込 高齢介護課 ☎ 33-1875

介護について学ぶ講座です。
日  11月27日（火）10:00～12:00
場時  マロニエ2階集会室203
内場  介護保険制度・サービスについて
対内  高齢者の介護をしている家族、介護
に関心がある人25人・申込先着順

申講  前日までに、電話で

高齢者体操教室
ID P03389  申込 高齢介護課 ☎ 33-1826

運動機能を維持・向上させる運動をし
ます。
①いそしぎ
日  12月3日～平成31年3月25日の
毎週月曜日13:30～15:00

②おだわら総合医療福祉会館
日  12月4日～平成31年3月26日の
毎週火曜日13:30～15:00

③こゆるぎ
日  12月4日～平成31年3月19日の
第1・3・5火曜日10:00～11:30
第2・4金曜日13:30～15:00

①～③共通
対内  市内在住の65歳以上の人①②各60
人③25人

申講  10月15日（月）～26日（金）に、電話で
※ 申込者数が定員を超えた場合は、抽
選となります。

※ 申し込みは、1人1会場まで。
※ 医師から運動を止められている人、
「65歳からの筋トレ教室」に参加して
いる人は、参加できません。

ボランティア育成講座
申込 社会福祉協議会 ☎ 35-4000

①病院ボランティア講座
病院内で案内するボランティアについ
て、車椅子介助方法などを学びます。
日  11月2日～12月7日の毎週金曜日
10:00～12:00（全5回）

　※11月23日（祝）を除く。
②傾聴ボランティア講座 
「傾聴」を学び、高齢者と交流するボ
ランティアの育成講座です。
日  11月7日～28日の毎週水曜日
10:00～12:00（全4回）

講額  井上朋代さん（NPO法人シニアラ
イフセラピー研究所） 

場時  おだわら総合医療福祉会館　他
対内  ①講座修了後活動できる人20人②
ボランティア活動を希望する人40人・
申込先着順　

関主 福祉政策課

ファミリー・サポート・センター全体
交流会～ゴスペルコンサート～
申込 ファミリー・サポート・センター 

☎35-0053

松井真理さんとc
ク ワ イ ア

hoirの皆さんによる
ゴスペルコンサートです。
日  10月18日（木）10:00～11:20
場時  マロニエ3階集会室301
定対  80人・申込先着順
関主 子育て政策課

ファミリー・サポート・センター
支援会員
申込 ファミリー・サポート・センター 

☎ 35-0053

育児の援助ができる人（支援会員）と育
児の援助を希望する人（依頼会員）が、
会員登録をして援助活動します。登録
を希望する人は、研修会に参加してくだ
さい。
日  11月6日（火）～8日（木）
13:00～16:00（全3回）

場時  マロニエ2階集会室203
対内  市内在住・在勤・在学で、心身ともに
健康で積極的に援助活動を行える人
25人・申込先着順
※託児・要相談

申講  10月23日（火）までに、電話で
関主 子育て政策課

ベトナムサーカス公演
「アー・オー・ショー」
小田原芸術文化実行委員会  ☎ 35-5150

竹の農具を使ったアクロバットなど、ベ
トナム発の新しいサーカスです。
日  11月8日（木）18:30～20:00
　（開場17:45）
場時  市民会館大ホール
費定  全席指定S席3,500円、A席3,000円、
学生券1,500円
販売　 ハルネ小田原街かど案内所、チ

ケットかながわ、ローソンチケット
（Lコード:35068）

関主  文化政策課

ガイド協会企画ガイド
申込 ガイド協会 ☎ 22-8800

市内外の名所･旧跡を巡り、季節の風景
を楽しむ企画ガイドを開催します｡
① 小田原のまち歩き＆ものづくり体験
（約3km）
日  10月20日（土）9：00～12：30
集合　小田原駅東口二宮金次郎像前

② 白秋聖地巡礼～100年前の小田原
に詩聖がやってきた～（約3km）
日  10月22日（月）9:30～12:30

　集合　箱根板橋駅
③｢箱根八里（旧東海道）天下の嶮

けん

｣を
歩こう!～箱根湯本から箱根畑宿～
（約7km）
日  11月10日（土）9:00～15:00
集合　箱根湯本駅改札口

定対  ①30人②50人③70人･申込先着順
費定  ①2,000円②1,000円③600円
持費  弁当、飲み物、雨具、保険証（写し可）
関主 観光課
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行政相談週間（10月15日～21日）
ID P25648  地域安全課 ☎33-1775

行政相談委員が、行政機関などの業務
に関する苦情や要望などを聞き、その
解決に向けて手伝います。
日  毎月第3木曜日13:30～15:30
場時  市役所2階市民相談室
行政相談委員
田中篤男 ☎34-8990
田中幸

さち

子
こ

 ☎37-0892
鈴木祥

さち

子
こ

 ☎37-8848
多田昭仁 ☎43-0638

まち協住まいの相談室
申込 公益社団法人かながわ住まい
まちづくり協会 ☎045-664-6896

空き家の管理や利活用についてのセミナー
と、リフォームや住まい探しなどの相談。
日  ①10月31日（水）②11月28日（水）
場時  ①U

う

M
め

EC
こ

O②マロニエ
①②共通
時期  セミナー13:30～14:30
相談会　13:00～17:00

定対  セミナー30人、相談会10人・申込先着順
関主 都市政策課

●市民相談〈11月〉　地域安全課 ☎33-1383
 　場時 市役所2階地域安全課（土・日曜日、祝日を除く）

一　般
離婚、相続、近隣トラブルな
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、
悩み事に関する相談 毎週月曜日 13:30～15:30

法　律
（予約制）

離婚、相続、近隣トラブルな
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

司法書士
相続・贈与などの登記手続
き、成年後見、遺言書の作
成などに関する相談

8日（木） 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（火）13:30～15:30

行政苦情 国・県・市への要望や苦情 15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）

20日（火）13:30～15:30

宅地建物取引 不動産の売買など取引、賃
借などに関する相談 22日（木）13:30～15:30

 場時 マロニエ2階集会室203

行政書士
相続・遺言、成年後見、各種
許認可申請などの作成・手
続きに関する相談

17日（土）14:00～16:00

●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。
日月～金曜日（祝日を除く）9:30～12:00、13:00～16:00
　※ 平日12:00～13:00、16:00～19:00、土・日曜日、

祝日は、県の消費生活相談（☎045-311-0999）を
ご利用ください。

場時 消費生活センター（市役所2階地域安全課内）
対内  小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町に在住・在勤・在学の人

児童相談 ID P02033

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。
日月・火・木・金曜日9:00～12:00、13:00～16:30

女性相談
ID P11082
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。
日月・水・木・金曜日9:30～11:30、13:00～16:30
※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

ここにでんわ

5210

青少年相談
ID P10571
青少年課
☎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歳代まで）や
その保護者からの相談をお受けします。
日月～金曜日（祝日を除く）　9:00～12:00、13:00～17:00
場時 青少年相談センター（城山4-2-11）

各種相談

イベント
10/19(金)
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
ID P25748   水産海浜課 ☎22-9227

水産資源の管理のあり方や取り組みに
ついて､他県の事例も含めて紹介し､相
模湾･東京湾の現状や課題､今後の持
続策を考えます｡
時期  9:30～15:00
場時  けやき2階ホール
内場  現場から見た資源管理､神奈川県の
漁業安定対策､東京湾の生態系の
変化　他

10/20(土)
魚河岸市
ID P02188  商業振興課 ☎33-1511
小田原かまぼこ通り活性化協議会 

☎090-8030-5356

買い物をきっかけにした、世代間交流と
対面販売がだいごみです。地場の新鮮
な野菜を中心に、食料品を販売します。
時期  11:00～16:00
場時  小田原宿なりわい交流館と周辺道路
内場  市近郊の農家の野菜を中心とした食
料品の販売

ホE  https://www.odawarakamabokodori.com/

10/21(日)
一夜城まつり

観光協会 ☎22-5002

豊臣秀吉の天下統一の舞台となった国
指定史跡・石垣山一夜城で、「一夜城ま
つり」を開催します。
時期  10:00～15:00
場時  石垣山一夜城歴史公園
※ 9:00～14:50の間、早川駅・箱根
板橋駅からシャトルバス有り。

　　費定  （片道）大人200円、小学生100円
関主 観光課

10/21(日)
ふれあいけんこうフェスティバル
ID P18023　  健康づくり課 ☎47-0820

時期  10:00～15:00
場時  ダイナシティウエストモール
内場  健康相談、健康チェックなど
主ホ  小田原地区糖尿病週間行事実行委員会

10/20(土)・21(日)
学校給食展
ID P25737  学校安全課 ☎36-7512

食育の取り組みの紹介や、給食メニューの
展示、食育スタンプラリーなどを行いま
す。今年は、展示する給食用の釡で、かき
混ぜ体験ができます。給食メニューのゼ
リーのプレゼントもあります（数量限定）。
時期  11:00～15:00
場時  小田原地下街ハルネ小田原うめまる広場

10/27(土)
下水道ふれあいまつり
県下水道公社企画課 ☎0463-55-7438

下水道への理解と関心を深めてもらう
ため、酒匂水再生センターを開放して、
祭りを開催します。
時期  10:00～15:00（スタンプラリーの受
け付けは14:30まで）

場時  酒匂きらり広場（西酒匂1-1-54）
内場  水再生センター見学、下水道学習
室、模擬店、ゲーム、地域演奏団体の
発表など　関主 下水道総務課

※ 扇町と西酒匂にある下水処理場の
呼称が、9月10日に「扇町水再生セン
ター」、「酒匂水再生センター」へ変更
されました。

11/1(木)～12/16(日)
小田原市民文化祭(後期) ～文化をつなぐ～

ID P25503  文化政策課 ☎33-1706

日程 事業名 会場
11月  1日（木）

～4日（日）第69回市民書道展 市民会館3階小ホール

7日（水）
～12日（月）小田原盆栽愛好会盆栽展 郷土文化館会議室

8日（木）
～11日（日）第69回いけばな諸流展 市民会館3階小ホール

10日（土）第12回日本舞踊公演 市民会館大ホール

18日（日）
第14回小田原大正琴協会演奏会 けやき2階ホール
第38回小田原茶道連盟茶会 松永記念館

21日（水）
～25日（日）西さがみ文芸展覧会 市民会館2階展示室

23日（祝）小田原洋舞連盟第46回舞踊公演

市民会館大ホール12月  1日（土）小田原男声合唱団第47回定期演奏会

2日（日）
小田原フィルハーモニー交響楽団
第118回定期演奏会
第50回小田原三曲会演奏会

けやき2階ホール8日（土） 
9日（日） 

演劇プロデュース『螺
ら

旋
せん

階段』
第24回公演「二つ目の角を右に」

9日（日）小田原民俗芸能保存協会後継者育成発表会 市民会館大ホール
15日（土）
16日（日） 相模舞台同盟 冬の演劇祭 IN 小田原 けやき2階ホール

16日（日）小田原吹奏楽研究会第114回定期演奏会 市民会館大ホール

補装具の巡回更生相談
ID P03568   申込 障がい福祉課 ☎33-1467

身体障がい者の補装具に関する相談を
受けます。
日  10月22日、11月12日、12月10日、平成
31年1月21日、2月18日、3月11日の月
曜日13:00～14:00　場時 いそしぎ2階

対内  装具や車椅子などを使用している人
で、再交付や修理を希望する人

申講  事前に、直接または電話で

若者のための地域出張相談
ID P02230  申込 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します。（1人約1時間）
※求人の紹介はしません。
日  ①10月26日（金）②11月16日（金）
❶10:00～❷11:00～❸13:00～
❹14:00～❺15:00～❻16:00～

場時  市役所4階産業政策課
対内  39歳以下の人各6人・申込先着順
申講  直接または電話で 
　※②は10月26日（金）から。

相談

申込先着順で記載がない場合、申込開始日は10月10日（水）から 2018（平成30）年　10月号　No.1194 11



上府中公園
上府中公園管理事務所 ☎ 42-5511

【上府中公園まつり湘南ベルマーレ
スポーツフェスタ】
日  11月3日（祝）
●走り方教室
①小学1・2年生クラス
時期  10:00～11:30

②小学3～6年生クラス
時期  11:15～12:15

場時  多目的広場　※雨天中止
定対  各20人・申込先着順
費定  100円（保険料）

●親子サッカー教室
①年中・年長クラス
②小学1・2年生クラス
時期  13:00～14:30
場時  多目的広場　※雨天中止
定対  各20組・申込先着順
費定  200円（保険料）

●ウオーキングセミナー
セミナー終了後に、3kmウオーキ
ングを実践（自由参加）。
時期  10:00～11:00 
場時  多目的広場　※雨天中止
定対  20人・申込先着順
費定  500円（保険料含む）
持費  運動靴・タオル・飲料水など

申講  10月23日（火）～11月2日（金）に、
上府中公園ホームページの申込
フォームで

【フリーマーケット出店者募集】
時期  9:30～15:30
※雨天時、4日（日）に延期

定対  100区画・申込先着順
※出店区画は、抽選

費定  1区画・2,000円（3m×3m）
申講  10月19日（金）9:00から直接
※ 出店エリアへの、車の乗り入れ
はできません。

ホE  http://odawara-jigyo-kyokai.jp/kouen/

いこいの森
申込 いこいの森 ☎ 24-3785

●ノルディックウォーキング
インストラクターと森林散策をし
ながら楽しみましょう。
日  11月10日（土）10:00～15:00
定対  15人・申込先着順
費定  1,500円（保険料、昼食代）
ポールレンタル別途200円

●木工教室（ロッキングチェア作り）
小田原産木材を使います。
日  11月3日（祝）～25（日）の土・日
曜日9:00～15:00

定対  各1組・申込先着順
費定  10,000円（保険料込み）

※ 駐車場料金別途500円（市民以外
は1,000円）

10/28(日)
国際医療福祉大学市民公開講座
ID P25650  国際医療福祉大学総務課 

☎ 21-6500

「守ろう健康　育てよう心と身体」を
テーマにした体験型講座です。血管年
齢測定や脳機能測定、転倒リスク測定
などができます。
時期  10:00～15:00（入退場自由）
場時  国際医療福祉大学小田原キャンパス
本校舎（城山1-2-25）
※ 学内に駐車場はありません。車で
の来場はご遠慮ください。

関主 健康づくり課

11/3(祝)
夢
ゆめ

見
み

遊
ゆ

山
さん

いたばし見聞楽
ID P25659  申込 郷土文化館 ☎ 23-1377

①お囃
はや

子
し

演奏・コンサート　他
時期  9:30～14:00
場時  香林寺第2駐車場

②いたばし見聞楽市
時期  10:00～14:00
場時  香林寺第2駐車場

③松永記念館茶会
茶湯の愛好家や市民グループなど
による、心が和むお茶会です。
時期  10:00～15:00
場時  松永記念館　
費定  1席500円

④寄
よせ

木
ぎ

で作る小物入れ
時期  10:00～12:00
場時  OTA MOKKO（板橋597）
定対  10人・申込先着順
費定  1,800円　
講額  太田憲

けん

さん・海
うみ

さん（OTA MOKKO）
⑤講演会「土門拳と松永安

やす

左
ざ

ヱ
え

門
もん

」
時期  13:00～14:30
場時  秋葉山量覚院
定対  50人・申込先着順
講額  堤勝雄さん（土

ど

門
もん

拳
けん

記念館・理事）
主ホ  板橋秋の交流会実行委員会

10/27(土)～11/11(日)
最新出土品展2018
ID P04248   文化財課 ☎33-1715

平成29年度の発掘調査で発見された
土器や石器などを、発掘調査の写真と
併せて展示します。
時期  9:00～17:00
場時  かもめ図書館2階集会室
関連事業
① 遺跡講演会「弥生時代中期の小田原
～方形周溝墓から迫る～」
近年の調査結果を基に、最新の研究
成果を学べる遺跡講演会です。
日  10月27日(土)13:30～16:30

②遺跡調査発表会
調査担当者が、映像などを使い発掘
調査の成果の概要を発表。発表要旨
の無料配布もあります。
日  11月4日(日)13:00～16:45

①②共通
場時  かもめ図書館2階視聴覚ホール
定対  120人・当日先着順

10/27(土)
早川一夜城きらめきガーデン秋まつり
ID P17765   農政課 ☎ 33-1494
早川活性化推進協議会 ☎ 23-1805

一夜城ヨロイヅカファームで、地元農家
による模擬店や、コスモスの摘み取り
ができます（1人1束まで）。
時期  10:00～コスモスがなくなるまで
※小雨決行

場時  石垣山一夜城歴史公園前駐車場か
ら約100m　持費  はさみ

10/27(土)・28(日)
生涯学習フェスティバル
ID P25687   けやき ☎ 33-1881

生涯学習活動を行っている団体が、日
頃の活動内容を発表します。
時期  10:00～16:00（28日は15:00まで）
場時  けやき
内場  舞台発表、展示発表 他

清
せい

閑
かん

亭
てい

申込 清閑亭 ☎22-2834　場時 清閑亭（南町1-5-73）
11:00～16:00開館　※火曜休館

イベント
10/27(土)
暴れ川（酒匂川）と静かな
田園風景を探る一日!
酒匂川ネットワーク会議・府川

 ☎ 090-5344-6045

御殿場線東山北駅から開成瀬戸屋敷
まで散策します。昼食は「開成郷

さと

弁
べん

」をお
楽しみください。
時期  9:30～15:00
※雨天時は10月28日（日）に順延
　集合　御殿場線東山北駅
定対  30人・申込先着順
費定  1,500円（資料代、保険料、弁当代　他）
持費  保険証（コピー可）、飲み物
申講  10月15日（月）までに、酒匂川ネッ
トワーク会議・府川まで、ファクス
（FAX37-3268）またはショートメール
（090-5344-6045）で
関主 環境保護課

●ふだんつかいもの展
陶作作家鈴木一憲さんの滋味深い
作品を展示します。

日 期  10月6日（土）～13日（土）

●近代小田原鉄道史展とまち歩き
開催中の展示（10月17日（水）～28
日（日））にあわせ、鉄道からみる小田
原近代史をたどるまち歩きです。
日  10月20日（土）10:00~14:00
定対  40人・申込先着順
費定  2,000円（保険料、資料代、昼食代）

●十三夜月夜の邸
てい

園
えん

ヨガ教室
健康はかつての別邸生活でも大切
な要素でした。月夜の清閑亭で、ヨ
ガを体験しましょう。
日  10月21日（日）18:00～19:30
定対  20人・申込先着順
費定  2,000円（軽
食付き）

持費  ヨガマット、
飲み物

講額  渡邉トモアキ
さん（通称と
もぞー）

●邸園めぐりと新旧小田原土産ツアー
江戸時代からの小田原土産を扱う
老
し に せ

舗を紹介。また、市民が選んだ「小
田原セレクション」から、選りすぐり
の土産を食べ歩きします。
日  10月28日（日）10:00～15:30
定対  20人・申込先着順
費定  3,500円（保険料、資料代、昼食
代 他）

●北原白秋のさんぽ道
白秋が愛したさんぽ道を、ソプラノ
歌手の橋本京子さんと一緒に歌い
ながら歩きましょう。
日  11月3日（祝）13:00～16:00
定対  25人・申込先着順
費定  2,000円（保険料、資料代）
講額  橋本京子さん

● 元勲山
やま

縣
がた

有
あり

朋
とも

の私設水道と邸園ト
レッキング
元勲山縣有朋が作った私設水道を
知っていますか？「山縣水源池」から
古
こ

稀
き

庵
あん

までをたどる健脚向きのまち
歩きです。
日  11月4日（日）13:00～16:00
定対  40人・申込先着順
費定  1,500円（保険料、資料代）
持費  あればトレッキングシューズ

● 坂の上の雲ツアーと海軍カレーを
楽しむ会

「坂の上の雲」の主人公秋山真之を
はじめ、日露戦争にかかわった山縣
有朋など、多くの政財界人が別邸を
構えた小田原。別邸群を歩き、海軍
カレーを味わいます。
日  11月11日（日）10:00～13:30
 定対  40人・申込先着順
費定  3,000円（保険料、資料代、昼食代）

2018（平成30）年　10月号　No.119412



フラワーガーデン
フラワーガーデン ☎34-2814

●現代押し花アート展
色を長持ちさせる特別な技法を
用いた押し花の展示です。

日 期  10月6日（土）～28日（日）
9:00～17:00（28日は14:00まで）

出展　レミコ押花学院
●ハッピーハロウィンウィーク
おだわら諏訪の原公園と合同で、

「ハロウィングッズを集めて、光
るヨーヨーをゲットしよう!」を開
催。土・日曜日には、「ハロウィン
リース作り」などを開催します。

日 期  10月16日（火）～31日（水）
●秋のローズフェスタ
秋バラの開花に伴い、バラのバ
スボム、ポプリ、シュシュ、キャンド
ル、アレンジメント作りの他、11
月4日には、鈴木あさみさんのマ
リンバコンサートなど、各種イベ
ントを開催。ローズ製品の販売も
行います。

日 期  10月20日（土）～11月25日（日）
●プチ軽トラ市
小田原・足柄地区の生産物・加工
品を生産者が対面販売。小田原
産の有機野菜や原木しいたけな
ど、地元の品物を多数ご用意。
日  11月3日（祝）・10日（土）・17日
（土）10:00～15:00
※雨天中止、なくなり次第終了

11/3(祝)～15(木)
小田原城菊花展

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、厚物・盆栽・スプレー菊、小・中
学生の作品など逸品約700点を展示。
小田原清

せい

香
こう

会による「菊づくり相談所」
も開かれます。
時期  10:00～16:00
場時  城址公園
本丸広場

関主 観光課

11/10(土)
市立病院市民公開講座
ID P25658   医事課 ☎34-3175

「がんを知ろう!」をテーマに、市立病院の
医師などが講演します。がんや地域の
医療に関する情報コーナーもあります。
時期  13:00～15:00　
場時  UMECO会議室1・2
※直接会場にお越しください。

11/10(土)～12/7(金)
明治150年特集展示
「明治小田原の別邸文化」
ID P25629  郷土文化館 ☎23-1377

明治150年を記念し、明治時代に小田
原に花開いた別邸文化を紹介します。
時期  9:00～17:00
場時  郷土文化館1階展示室
● 郷土研究講座
　「保養地・別荘地としての小田原」
小田原が保養地や別荘地として発展
した背景や歴史についての講座です。
日  11月23日（祝）14:00～16:00
場時  郷土文化館会議室
定対  30人・申込先着順
講額  郷土文化館学芸員

11/11(日)
文化財建造物　秋の観覧会
ID P23431   文化財課 ☎33-1717

小田原ゆかりの優れた建造物や、国登
録有形文化財などの歴史的な建造物
を公開。ふだんは非公開の建物もあり
ます。
時期  10:00～15:00
場時  ①岩瀬家②静山荘③旧松本剛

ごう

吉
きち

別
邸④旧古稀庵⑤旧内野醤

しょう

油
ゆ

店⑥老
ろう

欅
きょ

荘・葉
よう

雨
う

庵
あん

※ ①～⑤はガイド協会により随時、⑥
は職員により、10:00と14:00から
説明有り。

※④と⑤は入館料がかかります。

11/30(金)
日本舞踊集団「弧の会」
レクチャー・デモンストレーション
ID P25377  申込 文化政策課 ☎33-1709

7流派12人で構成される、男性のみの
日本舞踊集団「弧

こ

の会」による、講義と
実演、体験を行います。
時期  18：00～20：30
場時  市民会館3階小ホール
定対  200人・申込先着順
講額  泉徳

とく

保
ほ

さん、市山松
しょう

扇
せん

さん、猿
さる

若
わか

清
せい

三
ざぶ

郎
ろう

さん、西川扇
せん

衛
もり

仁
ひと

さん、若柳里
さと

次
じ

朗
ろう

さん
申講  11月28日（水）までに、電話で

1/20(日)
東混が贈る世界のうた・日本のうた
～新春をいろどる合唱のひととき～
ID P25421  文化政策課 ☎33-1706

神奈川県立音楽堂の出張公演。新進気
鋭の指揮者・キハラ良

よし

尚
なお

と、日本を代表
する合唱団の東京混声合唱団による新
春コンサートです。
時期  15:00～17:00（開場14:30）
場時  市民会館大ホール
費定  全席指定　一般3,000円　中・高・大
学生1,000円　4歳～小学生500円
販売　 10月6日（土）からハルネ小田原街か

ど案内所、市民会館、ダイナシティ
チケットぴあ、チケットかながわ　他

出持  キハラ良尚さん（指揮）、東京混声合
唱団、小田原少年少女合唱隊、マル
ベリー・チェンバークワイア
曲目　 混声合唱とピアノのための「赤い

鳥小鳥」～北原白秋童謡詩集～
より（信長貴

たか

富
とみ

作曲）　他
主ホ  （公財）神奈川芸術文化財団、おだわ
ら文化事業実行委員会（小田原市／
一般財団法人小田原市事業協会）

※4歳未満入場不可。公共交通機関を
ご利用ください。

©平舘平

イベント
11/3(祝)
オリーブ彩

いろどり

マルシェ
ID P25660   小田原オリーブ研究会

事務局（農政課） ☎33-1494

オリーブのリース作りや盆栽作り、ハー
バリウム作りなどを体験できます。オ
リーブ商品の販売もあります。一部事
前申込制のため、詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。
時期  10：00～15：00
場時  小田原地下街ハルネ小田原

昼のミニコンサート
ID P03885  文化政策課 ☎33-1706
秋の歌の贈り物
日  10月24日（水）12:20～12:40
場時  小田原地下街ハルネ小田原うめま
る広場

出持  菊池慈
よし

生
お

さん（テノール）、原亜紀子さ
ん（ソプラノ）、加藤千

ち

里
さと

さん（ピアノ）
曲目　 秋の童謡唱歌メドレー、落葉松  他

かもめ名画座
ID P14250  かもめ図書館 ☎49-7800
思い出の映画をお楽しみください。
日  10月19日（金）13:30～（開場13:10）
内場  「ローマの休日」（1953年・118分・字幕）
監督　ウィリアム・ワイラー
出演　オードリー・ヘプバーン　他
定対  120人・当日先着順
協力　かもめ図書館フレンズ

わんぱくらんど
わんぱくらんど ☎24-3189

●竹細工教室
竹とんぼを作りましょう。
日  毎週土・日曜日
9:30～12:00、13:00～15:00
※実施しない日もあります。

　場時  冒険の丘
　費定  400円（材料費）

UMECO
UMECO ☎24-6611

●秋とのふれあいティーサロン
さわやかな季節を感じながら、交流
を楽しみましょう。
日  10月13日（土）13:00～16:00
場時    U

う

M
め

EC
こ

O活動エリアＡ1～3
費定  300円（茶菓子代）

●UMECO企画展
市民活動団体の活動の成果などを
展示します。
●絵てがみ作品展
日 期  10月8日（祝）～29日（月）
●県立小田原養護学校作品展示
日 期  10月30日（火）～11月8日（木）
場時  UMECO多目的コーナー

ホE  http://umeco.info/

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）
日  毎週日曜日10:00～15:00

●なるほど園芸講座
10月のテーマは「土壌と肥料」です。
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。
日  毎月第3日曜日10:30～11:30
講額  大坪孝之さん

上府中公園
上府中公園管理事務所 ☎42-5511
●おもちゃ作り教室
日  10月14日（日）・28日（日）
10:00～12:00、13:00～15:00

場時  親水広場　※雨天中止
対内  小学生以下
費定  100～400円（材料費）
　※作るものにより金額が異なります。

●カミイチ（かみふなかクラフト市）
手作りのクラフト品を中心に出店。
ワタナベイビー（ホフディラン）他をゲス
トに迎えたオトイチも同時開催です。
日  10月27日（土）10:00～16:00
※荒天中止

ホE  https://www.facebook.com/
kamiichi2012

二宮尊徳生家のいろり燻蒸
ID P07325  尊徳記念館 ☎36-2381
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。生家の由来な
ども説明します。　※見学自由
日  10月27日（土）、11月10日（土）
9:00～11:30

場時  二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）

小田原競輪開催日
事業課 ☎23-1101

●寛仁親王牌（GⅠ・前橋）場外
日 期  10月5日（金）～8日（祝）
●立川（FⅠ）場外
日 期  10月22日（月）～24日（水）
●新日本警備保障カップ（FⅡ）
日 期  10月27日（土）～29日（月）
※豊橋記念（ＧⅢ）全Ｒ併売
●豊橋記念（GⅢ）場外
日 期  10月30日（火）

月例イベント

2018（平成30）年　10月号　No.1194 13申込先着順で記載がない場合、申込開始日は10月10日（水）から



スポーツ
スポーツ会館施設の無料開放

スポーツ会館 ☎ 23-2465

体育の日に、体育室（バドミントン2面、
卓球5台）とトレーニング室を無料開放
します。
日  10月8日（祝）9:00～16:00
持費  室内履きやラケットなど（トレーニング
室は利用者証）

ホE  http://odawara-jigyo-kyokai.jp/sports/

おだわらキッズマラソン大会
体育協会 ☎ 38-3310

日  12月9日（日）9:00～
場時  小田原アリーナおよび周辺
内場  親子（約1km）・小学1・2年生（約1.8km）・
小学3・4年生（約2.2km）・小学5・6年生

（約2.8km）
対内  親子の部（3歳以上の未就学児と
保護者）400組800人、小学生の部
1,300人・申込先着順

費定  1人および1組1,500円（傷害保険料含む）
申講  10月15日（月）～11月9日（金）に、
ホームページで

ホE  「小田原市体育協会」で
検索

中学生・高校生ボランティア募集
体育協会 ☎ 38-3310

日  12月9日（日）7:30～13:30（予定）
場時  小田原アリーナおよび周辺
内場  キッズマラソン大会運営スタッフ
対内  中学生・高校生100人・申込先着順
申講  10月15日（月）～11月16日（金）に、
ホームページで

※当日は昼食と参加賞を用意します。
ホE  「小田原市体育協会」で
検索

小田原球場の主な行事予定
〈10月15日～11月14日〉

小田原球場 ☎ 42-5511

一般開放日の受付
申講  10月3日（水）～10日（水）に、電話で  
※多数抽選

※ 大会開催時は、一般利用ができない
こともあります。

ホE  http://odawara-jigyo-kyokai.jp/kouen/

10月20日（土）・21日（日）
27日（土）・28日（日）

TRIBANK Sagami 
少年野球大会

11月10日（土）第11回リスト杯争奪
神奈川県支部大会

11日（日）一般開放

ぴよぴよくらぶ
ID P03637  　ぴよぴよくらぶ・椎野 

☎ 090-6303-0861

親子で楽しむ体操や手遊び、季節の工
作などをします。
日  ①10月4日（木）②11月1日（木）

10:00～11:30（受付9:45～）
場時  マロニエ3階マロニエホール
内場  ①秋のぴよぴよ大運動会
②みんなで演奏 森の音楽会

対内  入園前の子どもとその家族
費定  子ども1人100円（材料費）
関主 子育て政策課

おだたんひろば
ID P01981  子育て政策課 ☎ 33-1874

広い体育館で親子で遊びます。
日  10月17日（水）10:00～11:30
場時  小田原短期大学体育館
対内  入園前の子どもとその家族
持費  体育館で使用する上履き

マロニエ子育て支援センター
代替施設
ID P25381  子育て政策課 ☎ 33-1874
マロニエ子育て支援センター ☎ 48-8698

床改修工事に伴い、11月1日（木）から
代替施設で業務を行います。詳しくは、
お問い合わせください。
日  月・水・木・金曜日
場時  マロニエ3階集会室301（月・水曜日）
梅の里センター大会議室（木・金曜日）

こども
よみきかせミニおたのしみ会
ID P18984  かもめ図書館 ☎ 49-7800

日  11月3日（祝）15:00～15:45
場時  かもめ図書館1階こどもクラブ室
内場  大型絵本、大型紙芝居など

育てよう!読書の木
ID P21347  かもめ図書館 ☎ 49-7800

葉っぱの形をしたカードに、お気に入り
の本のタイトルを書き、木に貼って、皆で

「読書の木」を育てましょう。期間中に、
１人カード10枚でしおりを、20枚でカー
ドケースをプレゼント。
対内  小学生以下
申講  10月1日（月）～11月23日（祝）に、か
もめ図書館に直接

「読書の木」展示
日 期  11月30日（金）まで
場時  かもめ図書館1階児童コーナー

主ホ  事業協会

市立図書館星の子クラブ
ID P00969  申込 市立図書館 ☎ 24-1055

ステンシルでオリジナルブックカバーと
しおりを作ります。
日  10月27日（土）10:30～12:00
対内  市内在住の小学生8人・申込先着順
講額  小室とも子さん
申講  直接または電話で

プレイパークで遊ぼう!
ID P15474  青少年課 ☎ 33-1724

子どもが思い切り遊べるように、禁
止事項を少なくした遊びの場です。
日  10月20日（土）10:00～15:00
※参加自由・小雨決行

場時  酒匂浜公園
問関  pp@seisho・黒柳（☎ 090-7842-
1374）

子育て支援センター関連イベント
ID P02036  子育て政策課 ☎33-1874

おだぴよ子育て支援センター ☎34-6181 マロニエ子育て支援センター ☎48-8698
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

●育児相談
身長・体重を測定し、相談を保健師
が受けます。
日  ①10月3日（水）10:00～11:00
②10月12日（金）10:00～11:00
③10月30日（火）10:00～11:00

場時  ①いずみ②マロニエ③おだぴよ
●専門職相談日
①臨床心理士②小児科医師
日  ①10月3日（水）10:00～12:00
②10月11日（木）13:30～15:30

場時  ①マロニエ②いずみ
●ヨチヨチデー
７～11か月までの乳児限定ひろば。
日  ①10月9日（火）10:00～12:00
②10月24日（水）10:00～11:00
③10月26日（金）13:30～15:30

場時  ①マロニエ②いずみ③おだぴよ
●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人と一緒
に、子育てに必要なことを学びます。
日  11月7日～28日の毎週水曜日
13:30～15:30（全4回）

場時  おだぴよ
対内  2～5か月の赤ちゃんと初めて子育
てするお母さん20組・申込先着順

申講  おだぴよに電話で

●妊婦さんの集いの場
助産師が参加し、妊婦さんと一緒に、
出産や子育てについて話をします。
日  10月19日（金）14:30～16:00
場時  いずみ

●こゆるぎミニ講座
「子育て家庭でできる災害への備え」
日  10月16日（火）10:30～11:10
場時  こゆるぎ
定対  15組
申講  こゆるぎに電話（火・木・金曜日）で

●赤ちゃんデー（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。妊婦さんもどうぞ。
日  10月12日（金）10:00～11:00
場時  こゆるぎ
定対  15組
申講  こゆるぎに電話（火・木・金曜日）で

●赤ちゃんデー
6か月までの乳児限定ひろばです。
日  ①10月5日（金）10:00～11:45
②10月19日（金）13:00～15:00
③10月24日（水）10:00～12:00
④11月2日（金）10:00～11:45

場時  ①④おだぴよ②いずみ③マロニエ

※ 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。

図書館こどもクラブ
ID P18965  申込 かもめ図書館 ☎ 49-7800

カウンターの仕事や読み聞かせを体験
し、図書館のことを知りましょう。
日  11月17日（土）、12月15日（土）、
平成31年1月19日（土）、2月16日

（土）10:00～12:00（全4回）
対内  全日程参加できる市内在住の小学1
～3年生10人・申込先着順

申講  10月14日（日）9:00から、かもめ図書
館に直接または電話で

図書館こども映画会
ID P00981  かもめ図書館 ☎49-7800

市立図書館 ☎24-1055

●かもめ図書館
日  10月13日(土)14:00～
(開場13:40)

内場  ｢ひみつの花園｣　他(35分)
●市立図書館
日  10月20日(土)14:00～
(開場13:40)

内場  ｢すてきなコンサート　くまのおい
しゃさん｣(23分)

子ども映画会と金次郎のおはなし
ID P07859  尊徳記念館 ☎36-2381

映画の後で、金次郎が暮らしていた頃
の遊びや学びを体験します。
日  10月28日（日）14:00～14:45
（開場13：50）
場時  尊徳記念館1階視聴覚室
内場  ●映画「風の神と子供

ども

たち」
「漆の兄弟」

●体験
定対  60人・当日先着順

わんぱく工作室
わんぱくらんど ☎ 24-3189

木の実や枝、木材を使って、自由に工作
しましょう。
※雨天中止
日  11月10日(土)・11(日)
　10:00～12:00、13:00～15:00
場時  エントランス広場

おもちゃ電車ぷらぱあく
わんぱくらんど ☎ 24-3189

昔懐かしい青いレールの上を走るおも
ちゃ電車がやってきます。
日  10月20日（土）11:00～16:00
　10月21日（日）10:30～15:30
場時  エントランス広場

県立小田原城北工業高校▶
デザイン科卒 田代美

み

姫
き

さん
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11月の健康診査などの予定

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

はつらつ健康相談（予約不要）
血圧測定、足指力測定、健康・栄養相談
などを行います。
●午前の日（9:30～11:30）

ママパパ学級
妊娠・出産・育児について学びます。
①妊娠中の過ごし方
日  10月26日（金）13:20～15:30
内場  こころとからだの変化、栄養の話、
分べんの流れ

②赤ちゃんとの生活　その1
日  11月9日（金）13:20～15:30
内場  小児科医の話、新生児・授乳につ
いて、先輩家族の話

①②共通
場時  保健センター
対内  妊娠20週以降の妊婦とパートナー
持費  母子健康手帳、筆記用具
申講  ①10月25日（木）②11月8日（木）まで
に、電話で

健康
健康カレンダーと併せてご覧ください。
ID P24735　 
保健センター（健康づくり課） ☎47-0820

事業名 対象・実施日など

4か月児健診 平成30年7月生　 
13・28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29年4月生
6・16・27日

2歳児歯科健診 平成28年10月生
2・12日

3歳児健診 平成27年4月生
14・20・29日

いきいき親子育児相談 1日

親子心理相談 就学前の親子
（電話申込制）

10月24日（水） 上府中分館

11月  7日（水） けやき

スポーツ
ベルマーレフットサルクラブ公式戦
(株)小田原スポーツマーケティング ☎37-5022

日  ①対Ｆリーグ選抜10月12日(金)
　１４:００キックオフ　
②対シュライカー大阪10月13日（土）
　１６:００キックオフ

①②共通
場時  小田原アリーナ
費定  事前　大人2,000円　小・中・高500円
当日　大人2,500円　小・中・高800円

※①のみ小・中・高は無料
※ チケット1枚でその日に行われるF
リーグの3試合全てが観戦できます。

※ 他クラブの試合日程やチケットの購入
方法などは、ホームペー
ジを確認してください。

関主 スポーツ課

トレーニングルーム利用者
講習会〈11月分〉
申込 ①小田原アリーナ ☎38-1144
②スポーツ会館　 ☎23-2465

①小田原アリーナ
日  毎週月曜日14:00～15:00
毎週火曜日11:00～12:00
毎週木曜日19:00～20:00
毎週日曜日11:00～12:00
※ 11月26日（月）・27日（火）・29日
（木）を除く。

対内  高校生以上各日15人・申込先着順
申講  10月15日（月）9:00から

②スポーツ会館
日  11月8日（木）・17日（土）14:00～15:00
11月21日（水）18:30～19:30

対内  高校生以上各日8人・申込先着順

おだわらスポーツフェスタ2018
末續慎吾の家族で陸上教室
ID P25766  申込 企画政策課 ☎33-1408

陸上に必要なストレッチ、基本動作、バト
ンパス。オリンピックメダリストの末

すえ

續
つぐ

慎
吾選手が、走ることの極意を伝えます。
日  12月2日（日）13:30～15:30
場時  城山陸上競技場
対内  中学生とその保護者70人程度・申込
先着順

申講  10月15日（月）～
11月15日（木）
に、電話で
※ サポーター10
人程度（大学
生以上）も募
集しています。

網膜色素変性症講演会
申込 小田原保健福祉事務所 ☎32-8000

予防課（内線3242）

日  10月25日（木）14:00～16:30
場時  小田原合同庁舎2階DE会議室
内場  ① 網膜色素変性症の最新治療と生

活の工夫など
② 患者会の活動紹介、福祉用具の展
示・体験

対内  網膜色素変性症の患者とその家族など
講額  ① 髙野雅彦さん（国際医療福祉大学

医学部教授・国際医療福祉大学熱
海病院眼科医師）

② 神奈川県網膜色素変性症協会
（JRPS神奈川）会員 

糖尿病食で健康長寿
日  11月18日（日）①10:00～（受付9:45～）
②13:00～（受付12:30～）

場時  マロニエ2階①食の創作室②集会室201
内場  ① 調理実習とバイキング形式の試食

「バイキングでカロリーチェック!」
② 教育講演「糖尿病と楽しく付き合う
ためのポイント～食事と運動の処
方箋を考える～」

定対  ①35人②100人・申込先着順
講額  ①神奈川県栄養士会②松崎政

まさ

三
み

さん
申講  11月16日（金）までに、保健センターに電話で
主ホ  小田原地区糖尿病週間行事実行委員会

健康づくり教室（実践編）
健康運動指導士や歯科衛生士、栄養
士、保健師などの専門職が、健康に過ご
すための毎日の秘訣をサポートします。
日  ①11月6日（火）②11月13日（火）
13:45～15:30（受付13:20～）

場時  マロニエ3階集会室301
持費  動きやすい服装、筆記用具
申講  各前日までに、保健センターに電話で

共同募金運動（12月31日まで）
共同募金会小田原市支会 ☎35-4000

「赤い羽根共同募金」と「年末たすけあ
い募金」は、県内の社会福祉施設や子
ども、高齢者、障がい者のための地域
福祉活動に役立てられます。ご協力を
お願いします。　関主 福祉政策課

内科、小児科、
耳鼻咽喉科、歯科 眼科

10月  7日（日） ○ ○

8日（祝） ○ ○

14日（日） ○ -

21日（日） ○ ○

28日（日） ○ -

11月  3日（祝） ○ ○

4日（日） ○ ○

11日（日） ○ -

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

場時 保健センター　持費 健康保険証

●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 ☎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

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

「すこやか健康コーナーおだわら」
10・11月健康相談会
ID P23410  
血圧、血管年齢、脳年齢、骨健康度を自
由に測定できます（月～金（祝日除く）の
9:00～17:00）。保健師や栄養士が測定
結果などについて相談を受け付けます。
日  ①栄養相談（栄養士）

10月24日（水）13:00～16:00
11月8日（木）9:00～12:00
②健康相談（保健師）
10月11日（木）9:00～12:00
11月28日（水）13:00～16:00

※①のみ要予約
場時  市役所2階「すこやか健康コーナーお
だわら」内

みんなで市民体操「おだわら百彩」
ID P22379  
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

ひゃく

彩
さい

」のレッスンをします。
日  ①10月24日（水）14:00～15:30
②11月6日（火）10:00～11:30

場時  ①いそしぎ②U
う

M
め

EC
こ

O
定対  各20人・申込先着順
持費  室内履き、飲み物、タオル
申講  各前日までに、保健センターに電話で
※体操ができる服装でお越しください。

高齢者インフルエンザ予防接種
日 期  10月1日（月）～平成31年2月28日（木）
場時  市内取扱医療機関　他
　※予約の有無は医療機関に確認
対内  本市に住民登録がある人で、接種日
に①65歳以上の人②60歳以上65
歳未満で心臓やじん臓、呼吸器など
に重い障がいがある人（身体障害者
手帳1級程度）

費定  1,700円　接種回数　1回
持費  健康保険証など住所・年齢が分かる
もの（②の人は身体障害者手帳）

※ 市民税非課税世帯および生活保護
世帯の人は、接種費用が免除になり
ます。接種2週間前までに健康づくり
課に申請してください。申請せずに
接種費用を支払われた場合、返金で
きません。

10月18日（木） 小田原アリーナ1階入口前

26日（金） 国府津学習館

29日（月） 市役所1階

11月10日（土）
保健センター

19日（月）

10月16日（火）
小田原アリーナ

11月16日（金）

19日（月） 保健センター

献血

●ダイナシティイースト
日  10月8日（祝）・14日（日）・20日（土）

●ダイナシティウエスト
日  10月21日（日）

●フレスポ小田原シティーモール
日  10月28日（日）

時期  10:00～12:00、13:30～16:00

2018（平成30）年　10月号　No.1194 15申込先着順で記載がない場合、申込開始日は10月10日（水）から
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いのちを守る取り組みの強化へ

S H I S E I

防災対策課 ☎33-1855

ぼうサイ一家の日常

取材で撮影した写真はInstagram、Twitterで先行公開！
寄せられたコメントを『広報小田原』で紹介します。

を検索！

～フォロワーの声～
・歴史を感じる建物、好きです！
・さすが小田原！趣のある老

しにせ
舗ですね。

・江嶋！古き小田原の名店ですね。

旅日記
　小田原駅の近く、銀座通りに

ある江嶋。ビルが並ぶ街なかに

突然現れる歴史的な建物に驚き

ました。落ち着いた雰囲気の店内

には、さまざまなお茶や和紙が

あり、歴史を感じながら、買い物

を楽しむことができました。

小田原で4人で暮らす、ぼうサイ一家。ぼうサイ一家の日常をのぞいて、身近な防災に
ついて考えましょう。

odawalab 小田原シティ
プロモーション

Instagram、Twitterで

歴
史
あ
る
小
田
原
を
、

今
に
伝
え
る

｢

歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物｣

。

カ
メ
ラ
片
手
に
巡
り
ま
す
。

いにしえの   　 を巡る建物

倭
紙
茶
舗 

江
嶋

＃6

☎22-1661
開店時間  9：30～18：30
定休日  なし

倭
わ

紙
がみ

茶
ちゃ

舗
ほ

　江
え

嶋
じま

（栄町2-13-7）

＃おだわら撮りっぷ

①「小田原・街かど博
物館」として歴史を物
語る品々を展示
②店内に並ぶ全国の
お茶
③伝統的な商家を感
じさせる出桁造り

①

③

②

ひとりひとりが役割を
　災害が発生した後、自宅に住めなくなってしまったら、小学校などの各
広域避難所で生活することになります。
　避難所では、高齢者、障がい者、乳幼児や外国籍の人など、さまざまな
人が生活することになります。言葉や漢字で伝わらないことがあるかもし
れません。絵や標識など、誰でも分かるような表示をするとよいでしょう。
　各避難所は、地域の人が自主的に運営しています。運営を円滑に行
うため、事前に役割を決めています。 
　被災したうえに、いつもと違う生活環境で暮らすことになるので、スト
レスを感じる人も少なくありません。みんなで協力し合い、困難を乗り
越えましょう。

各避難所で必要に応じた役割を確認しましょう。

いろいろあるよ！ 避難所での役割

寛文元(1661)年創業。昭和初期に建
築され、出

だしげた

桁造りや熨
の し

斗瓦を積み上げ
た屋根が特徴です。厳選された日本茶
や、全国の和紙を多く取りそろえ、革製
の法

は っ ぴ

被などの歴史を物語る展示コー
ナーもあります。

　この夏、過去に経験のない連日連夜の酷暑と、間
を置かずに列島を襲った自然災害に、私たちの備え
が大きく問われました。地球規模の気候変動の影
響もあり、もはや「異常」と呼べなくなりつつある各
種災害の大規模化・頻発という現実。市民のいの
ちを預かる市長として、実に多くのことを突きつけら
れ、考えさせられ、そして対応を進めています。

　まずは、直ちに行うべき対策の実施、もしくは指
示。大阪北部地震の被害を踏まえた、市内公共施
設周りの危険なブロック塀撤去と、民間での取り組
みに対する新たな補助制度の創設。西日本豪雨で
の河川氾

はんらん

濫や土砂災害による甚大な被災を受けて
の、ハザードマップ上で被害が想定される地区への
緊急住民説明会の開催。台風12号の高潮・高波
による被災への対応として、国道135号および漁
港施設への安全対策や、道路ネットワーク拡充につ
いての、国・県への緊急要望。そして、酷暑対策と
して来夏までの市立小中学校普通教室などへの空
調設備設置の検討などです。

　並行して、来るべき災害への備えの確認。市民
生活を支えるライフラインの安全性確保として、水
源地を浸水から守るための対策、水道施設の耐震
化の推進、各種警報発令時の災害対策本部の態
勢、非常用電源の準備状況など、今後起こりうる災
害からの被害軽減策の確認を進めています。

　そうした、目の前の現実を踏まえた喫緊の対策に
力を尽くす一方で、決して忘れてはいけないのが、
私たちのいのちを守り支えている、この地域の基礎
的な「力」を、しっかり涵

かんよう

養していく取り組みです。
清浄な空気と水を生み、住まいの確保に材をも供給
する豊かな森。年間を通して十分かつ健やかな自
然の恵みをもたらす大地と海、農林水産の営み。安
全かつ分散されたエネルギーの供給体制。お互い
を支え合える、身近で顔の見える地域コミュニティ。
非常事態も力を合わせて逞

たくま

しく乗り越える、市民力・
地域力……。こうしたものこそ、次代に遺

のこ

すべき最
も重要な「インフラ」であると、私は考えます。

　眼前の、かつ短期的な対策の充実。根源的な地
域力・市民力の地道な涵養。しなやかな強さを備え
たまちづくり。これらを併せ持つ、「いのちを守り育
てる地域自給圏」を目指さねばとの思いをいよいよ
強くした、平成最後の夏でした。

広報
情報班

情報をまとめ、避難者
に知らせる

救出
救護班 被災者の救出、救護

給食
給水班 炊き出しや食料管理

衛生班 けが人や病人の看護

警備班 地区内の見回り




