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今年の小田原おでん祭りは一味違う！会場を競輪場に移して、車に乗って巡ります。
日時　11月8日（日）10：00～16：00
場所　小田原競輪場
主催　第18回小田原おでん祭り実行委員会
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、徒歩での来場はできません。

街なか小田原おでん
第18回 小田原おでん祭り 11月8日（日）開催

ドライブスルー方式で楽しむ

お店でも！ 街なかののぼりが立っているお店で
お楽しみください。

食欲の秋　おでんでほっこり　おいしさにっこり 密
を
避
け
て
、

あ
な
た
だ
け
の

お
で
ん
の
楽
し
み
方
を

見
つ
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

　昨年の小田原おでん祭りが台風により中止に

なってしまったこともあり、「どうしたら皆さんに安

全に楽しんでもらえるだろうか」と、実行委員会で

は開催手法の検討を重ねてきました。その結果、

第一に感染予防を考えて、皆さんも事業者も楽し

く安全に笑顔になれるようにドライブスルー方式

にしました。会場では、練り物本来の味を食べ比

べてたんのうできる、特別セットを用意して、皆さ

んをお待ちしています。

小田原おでん祭り
実行委員長

土屋敬
けいぞう

蔵さん
（株式会社土岩商店）

実行委員長に聞いた!!

車での来場が困難な人は…

P30216WEB ID第18回小田原おでん祭り実行委員会 080-6500-1750　産業政策課 33-1515
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ステンドグラスをライトアップ！ステンドグラスをライトアップ！
　巨大ちょうちんと同じく、アークロード開通時

に寄贈され、JR東日本改札壁面上部に設置さ

れたステンドグラス。本市在住の日本画家、芳

澤一夫氏がデザインし、「日月山海小田原」をモ

チーフとしています。日中は、太陽の光を浴び通路内を明るく彩っていますが、夜

間は影を潜めてしまうため、夜間の通路内も照らすようにライトアップしました。天

井にも光が映り込み、昼間とは違う幻想的な雰囲気を感じることができます。

　先輩から聞いた「旧駅舎の赤

いトンガリ帽子の屋根に大きな

丸時計と東西80ⅿの地下道は、

小田原を象徴する顔だった」と

いう話が印象に残っています。

開業時

開業後すぐの駅周辺

開通前の
小田原駅▶

　出掛ける時、自由通路内に飾られた

陶板レリーフがいつも気になります。描

かれている魚を見ると、小田原のいい

ところが思い浮かんできます。

令和3年小田原市成人式運営委員会委員長
津藤碧

あ お み

海さん

　アークロード開通を記念して市民団体から寄

贈されて以来、小田原駅のシンボルとして、市民

や観光客に親しまれてきた巨大ちょうちん。昨年

10月の台風第19号によって大きく破損し、取り

外されました。市民の願いとともに、山﨑提灯

店・山﨑高史さんの手で修復され、8月29日にアークロードに帰ってきました。既存

の骨組みなどを利用しながら、繊維が強
きょう

靭
じん

な和紙の採用やフッ素樹脂コーティング

による発水性、骨組みに補強を施すことで、強度・耐久性が上がりました。

帰ってきた 巨大ちょうちん帰ってきた 巨大ちょうちん

2020（令和2）年　10月号　No.1218

JR東日本小田原駅
堀口元気さん

　2003年に東西自由連絡通路「アークロード」

が完成。2004年に西口駅前広場、2005年に

駅ビルが完成し「ラスカ小田原」がオープン。

2 0 0 6 年 に 東 口

駅前広場が再整

備され、現在の

姿になりました。

19201920
小
田
原
駅 

開
業

　小田原の発展に大きく影響を与えた小田原駅

の歴史は、1920年10月21日に幕をあけました。

1909年11月に、東海道線の国府津から沼津へ抜

けるために計画されたのが、「箱根新線」（熱海

線）でした。1916年12月に国府津からの分岐工

事が始まり、1920年10月に、小田原駅までの6.2

㎞が開通。小田原駅は、この工事に合わせて、現

在地に建設され開業しています。そして商店街

も、駅を中心に新しく形成されていきました。

1976
東
口
広
場
整
備

地
下
街
誕
生

　開設以来、駅の利用者と自動車の乗り入れが増加

し、安全確保と交通の混雑緩和のため、東口広場が

整備されました。この時に地下街も整備され、当時、

67店舗が並んでいました。
2003
東
西
自
由
連
絡
通
路
開
通

東
西
自
由
連
絡
通
路
開
通

小田原駅開業 １００１００周年
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　JR 小田原駅4番線ホーム東京方面の屋

根を支える柱は、過去に使っていたレール

で作られています。よく見ると「1885」の

刻印が……。各ホームは、電車に合わせ

てかさ上げされ、3層になっているところ

も。進化してきた駅の中にも、積み重ねて

きた歴史を感じることができます。

　現在の御殿場線を経由していた東海道本線。1934年

に丹
たん

那
な

トンネルが開通し、国府津から小田原、熱海を通っ

て沼津へと抜ける現在の東海道本線が開通しました。小

田原駅がローカル線の立場から東海道本線の主要駅とし

て、その地位を揺るぎないものとした瞬間です。

　通勤・通学利用者や観光客など、1日約20万人が利用する現在の小田

原駅。その駅周辺も今もなお、進化を続けています。

　2014年、小田原地下街は「新たな価値」を創出する『小田原地下街ハ

ルネ小田原』としてリニューアルオープン。2015年、さまざまな人たちが

「つながる」ことができる『おだわら市民交流センターU
う め こ

MECO』が駐車

場施設とともにオープン。そして、今年12月、「小田原の顔」として、商業

施設や宿泊施設、公共施設など、さまざまな機能をもった広域交流施設

『ミナカ小田原』がグランドオープン。

　未来へ向かって走る列車「小田原号」は、これからも加速し続けます！

駅前商店会
穂坂肇さん

昭和初期の小田原駅

　駅前商店会も100周年！小田原駅ととも

に発展してきました。駅舎が変わって、ト

レードマークの三角屋根がなくなったのは

寂しかったですね。改札の中に小便小僧が

あったり、大雨が降ると足まで水につかっ

たりしたことが思い出に残ってます。

市
民
活
動
支
援
の
拠
点
で

も
あ
る「
U
M
E
C
O
」

「
ヒ
ト
」「
モ
ノ
」「
コ
ト
」が

集
ま
る「
ハ
ル
ネ
小
田
原
」
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　高度経済成長の中、将来の輸送需要の限界が予

測され、建設された東海道新幹線。1962年には、鴨

宮・大磯間で試験運転が開始され、鴨宮基地は一

躍脚光を浴びました。そして1964年10月1日、開業。

「こだま1号車」を初めて

小田原駅のホームに迎え

ました。これに伴い、西

口も開設されました。

小田原 未来2020

1934
丹
那
ト
ン
ネ
ル
開
通

東
海
道
本
線
の
主
要
駅
に

1964
東
海
道
新
幹
線
の
停
車
駅
に

1955
駅
前
広
場
拡
張

駅
前
広
場
拡
張　神奈川国体開催に向け、駅前の混雑

緩和のため駅前広場を拡張しました。

小田原市立中央図書館所蔵

今年の小田原は、さまざまな記念日を迎えます。誰かに話したくなるミニ知識とともに「おだわら」
を振り返る、連載「おだわらメモリアル」。今回は、10月21日に100周年を迎える小田原駅を振り
返る拡大版です。さぁ、100年前に遡り、出発進行！

P30003WEB ID総務課  33-1298

進化を続ける小田原駅周辺

刻まれた 歴史
ひとくちメモ  リアル I8

8
5

申込先着順に記載がない場合、申込開始日は10月12日（月）から
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10月19日 プレオープン！

開館時間・サービス

日にち 開館時間 サービス内容等

10月19日（月） 10：00～18：00 1時間ごとの事前予約制、本の貸出・返却、
新聞・雑誌の閲覧、閲覧席利用10月20日（火）～25日（日）   9：00～18：00

10月27日（火）以降

月～金曜日
9：00～21：00
土・日曜日、 祝・休日
9：00～18：00

ミナカ小田原オープンまでのサービス内容
館内滞在時間1時間以内
本の貸出・返却、新聞・雑誌の閲覧、予約本の受付・
受取、閲覧席利用不可（状況により制限緩和）

楽しく本に親しむ「児童
コーナー」

セルフサービスで予約本を受
け取れる「予約本コーナー」

エントランス書架には、小田原の情報や企
画本などを展示

「ミナカ小田原」のグランドオープンまでの期間は、6階以外の他の施設が工事中のため、また新型コロナウイルス感染症の拡大防

止の観点から、入館ルートと利用できるサービスを制限させていただきます。事前に予約が必要なものがありますので、利用の

際は、ホームページなど各施設からの案内をご確認ください。 ※10月26日（月）と11月24日（火）は休館いたします。

図書館の利用者カードの
デザインが新しくなります

10月19日（月）から25日（日）までは、事前予約

が必要になります。

開館当初は混雑が予想されることから、安心

して利用できるように1時間ごとの事前予約

制とさせていただきます。予約は、往復はが

き、またはメールで受け付けます。詳しくは、

市ホームページまたは中央図書館（かもめ）、

生涯学習施設および地域センターの各図書

室・図書コーナーで配布するちらしをご確認

ください。
新聞・雑誌コーナー

総合カウンター

予約本コーナー

多目的スペース

一般書架

テラス

プレオープン期間中の
ご案内とお願い

入館ルート

（成城石井）

小田原駅
ラスカ小田原

小田原駅
東口図書館・
おだぴよ子育て
支援センター

（ミナカ小田原
  高層棟 6階）

ミナカ小田原 低層棟

ラスカ小田原
立体駐車場

駅・ペデストリアンデッキから

交
番

ペデストリアンペデストリアン
デッキデッキ

　市内在住・在学の小学生から高校生に、

利用者カードのデザインを募集した結果、

73件の応募がありました。

　図書館での予備審査を経て、市内25小

学校での投票を行った結果、坂元麻琴さん

（上矢部高校1年）の作品に決定しました。

入館ルートと6階以外の立ち入りはできません。

　小田原駅東口図書館開館を記念して、利

用者カードの事前受付をします。

※今までの利用者カードでも、小田原駅東

口図書館で利用できます。

※今までのカードを新しいカードに変更す

る場合は、100円の手数料がかかります。

10月10日（土）～14日（水）

10：00～18：00（14日は16：00まで）

小田原地下街ハルネ小田原錦通り

エスカレーター下

【日時】

【場所】

▲詳しい
　情報は
　こちら

9：00から通行可能エレベーター

エレベーターで6階へ

交番裏駐車場階段から

ラスカ 小 田 原 立 体 駐
車場2階通路からミナ
カ小田原3階に直結し
ている通路を通り、エ
レベーターへ

ラスカ小田原立体駐
車場2階を通り抜ける

ラスカ 内 成 城 石 井 前
の通路を通り抜ける

交番裏のラスカ小田原
駐車場階段またはエレ
ベーターを上がる

①

① ②

③

④ ⑤

②

③

④
⑤

2020（令和2）年　10月号　No.1218

小田原駅東口図書館 & おだぴよ子育て支援センター

小田原駅東口図書館小田原駅東口図書館
駅近の「出会う図書館」

P26578WEB ID 20-5577

12月のグランドオープンに向けて準備が進む、お城通り地区再開発事業広域交流施設「ミナカ小田原」。
その6階に、新しい図書館とおだぴよ子育て支援センターが、一足先にオープンします。

　気軽に立ち寄ることができる図書館を目指して、プレオープン

期間中は一人でも多くの皆さんに新しい図書館に親しんでもら

えるように、安全性と回転率を重視しています。

※10月18日までの電話受付時間 9:00～17:00（土・日曜日除く）

【休館日】第4月曜日（祝日にあたる場合は、その翌日）、

　　　　12月28日～1月3日、特別整理期間（年7日以内）

ＮＥＷ
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皆さんの『声』を
お寄せください

市では、皆さんからの建設的な意見、提案などをお待ちしています。 手紙や市ホームページで受け付ける「市長への手紙」 P29575WEB ID や、
市内250地区の自治会ごとに選任している「広報委員制度」 P24365WEB ID 、担当部署に直接伝える「問い合わせフォーム（市ホームページ
の各ページ下段にあります）」などをご利用ください。

▲返却手続きのようす

市役所には毎日、さまざまな声が寄せられています。ここは、皆さんから集まった声と、
市役所の取り組みを“キクコ”が紹介するコーナー。
皆さんの声を、まちづくりに生かしていきます。

　今借りている本が、返却期限内で次の予約が入っていない場合は、1回に限り、手続

き日から2週間(視聴覚資料は1週間)継続して借りることができます。お近くの図書施

設の他、インターネットで利用登録をすれ

ば、図書館のホームページからでも手続き

ができます。 

　その後は、図書の破損がないかなど、返

却時に必要な確認を行うため、返却をお願

いしています。そして、一度書架に戻すこと

で、来館者も閲覧することができます。

返却期限内であれば、１回に限り延長できます

広報広聴課  33-1263

みんなが平等に見られる

ように、図書の破損などを

確認して書架に戻してい

るんだねー。新しくできる

図書館も楽しみ！

借りた本がまだ読み終わっ

て な い け ど 、返 却 期 限 に

なってしまった。延長して借

りることはできるのかなぁ。

皆さんの声

第18回

　城山に開設していた「おだぴよ子育て支援セン

ター」が移転します。

　新しくなるおだぴよは、パパママの味方として

さらに使いやすくなります。

事前予約制の広場のご利用時間

【開館時間】 9：00～18：00
　　　　　※10月19日は 10：00から

【休館日】第4月曜日（祝日にあたる場合は、その翌

日）、12月28日～1月3日

明るく広々。楽しく遊べる広場

電車が見える
「ちびっこデッキ」

授乳室や子ども専用のト
イレも完備

おだぴよ子育て支援センターおだぴよ子育て支援センター

新しくなったパパママの味方

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の

ため、当分の間、事前予約制となります。

事前予約は、10月5日（月）以降、9：00〜

17：00まで、電話で受け付けます。

力を合わせて、すべての
来館者がワクワクできる
複合施設になるように
盛り上げていきます。

おはなし広場エレベーター・
エスカレーター

ホール

エントランス

ティーンズコーナー

児童コーナー

10月19日（月）
10：30～12：00

14：00～15：30

10月20日（火）以降
10：00～11：30

13：30～15：00

おだぴよ子育て
支援センター

左：青柳さん　右：本間さん

乳幼児を持つファミリーに、新しい

出会いの場ができました。図書館

は、本と人との出会いが人を育て、

子育て支援センターは、人と人が出

会い、人が育ち、人がつながる。そ

んなすてきな空間で、どんな出会い

があるのか楽しみです。

（おだぴよ子育て支援センター セン

ター長：本間一江さん）

いよいよ、これまでにない複合

施設が開館します。図書館で

は、駅近という利便性に合った

情報提供や、「歴史と文学の街

小田原」の魅力を市民の皆さ

んと連携し、発信していきたい

です。

（小田原市立小田原駅東口図書

館統括責任者：青柳明人さん）

2020（令和2）年　10月号　No.1218

20-5155



情報紙「UMECOだより」「つながる」など、
活動情報を定期的に発信しています。

UMECO
だより
8・9月号

ボランティアや団体の運営に関する相談
は、直接窓口の他、電話、ファクス、メールなど
で受け付けています。また、必要に応じた支援
を行ってい
ます。

相談コーナー

打ち合わせや交流・発表の「場」として皆さんが活動する
空間を提供しています。
会議室などの利用には

事前の予約が
必要です。

予約システム▶

※ 9月17日時点で、交流エリア
は休止中です。 活動エリア・交流エリア

おだわら市民交流センターU
う

M
め

EC
こ

Oでは、平成27年
11月の開館から、市民活動の力で小田原を元気にす
るために、人と人をつなぐ取り組みをしています。

UMECOも

おだわら市民交流センター

第5回UMECO祭り　映像まつり UMECOの登録団体名簿が
生まれ変わりました新型コロナウイルス感染症対

策のため、今回のお祭りの舞台は
オンライン上。市民活動団体が、
動画でUMECOのホームページ
に大集合します。画面越しに活動
の熱い思いをお伝えします。
映像の公開期間
11月15日（日）～12月28日（月）

新しい名簿「Hello! UMECO」では、地域
との連携を希望する約130団体を掲載し、講
師やイベントなどの協力できる内容を分かり
やすく紹介。清掃活動、防災講座、演奏などの
さまざまなジャンルの活動が登録されていま
す。気軽にUMECOにご相談ください。
名簿は、UMECOや市役所5階地域政策課の窓口に配架。UMECOホー

ムページからもダウンロードできます。

でつながる
メモリアル5年

※UMECOを運営する指定管理者は、小田原市事業協会・市民活動を支える会共同事業体です。

住所  栄町1-1-27（小田原駅東口徒歩3分）  開館時間  9:00～21:30
電話  ☎24-6611 　 FAX  24-6633 休館日  毎月第1月曜日・年末年始

Eメール  odawara@umeco.info ホームページ  http://umeco.info/

INFORMATION

お知らせ

※ UMECO内でのイベント開催はありません。パソコンやスマートフォンなどから参加してください。

小田原市制
80周年事業

Hello! UMECO　で地域とつながる
コロナ禍に負けない!市民力
今年はバーチャルでつながる

団体・企業・地域・行政がそれぞれ連携し合
えるように橋渡しをしています。

祭りや交流会の機会を提供し、活動の輪を
広げています。

昨年の
UMECO祭り
のようす

まちづくりの関心を高める機会や、市民活
動に役立つ講座を開設しています。

市民活動の入門講座

地域政策課 33-1458

UMECOでできる6つのこと。
UMECOは、市民、市民活動団体、事業者などが交流・連携する施設。あなたの「興味があ

ること♪」「好きなこと♪」を広げて自分のために、誰かのために役立つ活動を始めませんか？

UMECOの役割ってなぁに?約400の
市民団体が登録

！

2か月に1度開催する「ティーサロン」の企画・運営に携わるようになりま
した。今では、たくさんの人とじっくり交流することが楽しいです。UMECO
のような場所がないと、実現できなかったのかな、と思います。

元々は、人見知りで、人前で話すことや接することは得意ではありませ
んでした。でも、団体メンバーやUMECOの登録団体の皆さんから、いろいろな考え方や上
手な話し方を学ぶうちに人見知りも解消し、自分の成長につながっていると実感しています。

中学生から社会人までが、
清掃を中心に活動中。

会の詳細はこちら▶ 

UMECO利用団体 学生ボランティアグループ「S
ス ペ ー ス

.P.A.C.E」　会長　藤澤 杏
あん

樹
じゅ

 さん

利用者の声

拠点

学習・体験

相談・支援

交流・コーディネート

情報の集約・発信

協働支援

県との
共催事業
（企業・NPO・
学校のつなが
り 2019 in 
小田原）
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介護マークを配布しています!
市役所2階高齢介護課・障がい福祉課、各地域包括支援センターで介護マー

クを配布しています。必要な人はお声がけください。

あなたの協力をお待ちしています！
市では、多くの市民の皆さんに「介護マーク」を知ってもらうた

めに、ちらしを作成しました。施設などに掲示し、介護する人にや
さしい環境づくりにご協力ください。
ちらしのデータは、市ホームページからダウンロードできます。

あなたはこのマークを知っていますか? 
これは「介護マーク」と呼ばれるマークです。
介護する人が、介護時に首から下げて

使います。これを着けることで、介護中で
あることを、周囲に理解してもらうことが
できます。

なぜ、介護マークが必要なの?

例えば、男性介護者が女性を
介護している場合、女性用の下
着を購入することがあります。ま
た、駅やお店などのトイレで付き
添いが必要になることも。
このような場面で、介護をす

る人が周囲から偏見や誤解を受
けることがないよう、介護マーク
は作られました。

あなたが気づけば、世界は少しやさしくなる

市では、介護マークの普及啓発事業を進めています。介護者がよりよい環境
で介護できるようになるには、介護マークを着ける人が増えるだけではなく、皆
さんの理解が必要です。
外出先などでこのマークを見かけたら、温かく見守ってください。皆さんが、

介護マークの意味を知っていることが大切です。

覚えて、気づいて、温かい見守りを。
「介護マーク」を知っていますか?

WEBID P14266  問関 高齢介護課 ☎33-1860

片浦小学校は、「小規模特認校」として、一定の条件のもと、市内全域から通学
できる学校です。
全校児童は90人（令和２年４月６日現在）。学年の垣根を越えて、みんなが仲良

くなれる学校です。その子に応じたきめ細やかな学習指導や、一人ひとりに行き
届く先生の目があり、恵まれた自然環境と温かな人間関係の中で生活できます。
募集人数 1年生14人（令和3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
入学希望者は、学校見学または学校説明会参加後、学校長および教育委員会

との面談を経て、申込書を教育指導課に直接提出してください。

「少人数」だからできるたくさんのこと
片浦小学校 令和3年度新入生を募集

WEBID P11264  問関 教育指導課 ☎33-1684　片浦小学校 ☎29-0250

インフルエンザは、毎年10月頃から患者が増え始める感染症です。市で
は、例年、重症化しやすい65歳以上の高齢者を対象に、予防接種費用を助
成しています。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を抑
えるため、今年度は、助成の対象者を年度末に年齢が60歳以上となる人
に拡大します。
インフルエンザの予防接種を受けて、感染・重症化を防ぎましょう。

※ 今季のインフルエンザ予防接種は、65歳以上の人と60歳以上で心臓やじ
ん臓、呼吸器などに重い障がいのある人へ早めの接種をお勧めします。
上記以外の人は、10月26日以降の接種にご協力ください。
 なお、医療従事者、基礎疾患を有する人、妊婦、生後６か月から小学２年生
までの接種を希望する人は、10月26日以降、早めに接種してください。

期　間 
10月１日（木）～
令和３年２月28日（日）
場　所 
 市内取扱医療機関 他
 （予防接種を受ける際
は、予約が必要となる
場合がありますので、
ご希望の取扱医療機
関にあらかじめお問い
合わせください。）
対象者  本市に住民登録がある人で、年度末に年齢が60歳以上（昭和

36年4月1日以前生まれ）の人
接種回数 １回　※２回め以降は自費になります。
自己負担 なし　※今年度のみ
持ち物 共通　健康保険証など住所・年齢が分かるもの
 ● 接種日において60歳以上65歳未満で心臓やじん臓、呼吸器

などに重い障がいのある人（身体障害者手帳1級程度）は、身
体障害者手帳

 ● 年度末に年齢が60歳以上（昭和36年４月1日以前生まれ）
で、接種日に65歳未満の人は、インフルエンザ接種券（9月末
に送付しています）。

 ※ 接種日に65歳以上であれば、接種券は不要です。

インフルエンザ予防接種
60歳以上が無料になります

WEBID P21169  問関 健康づくり課 ☎47-0828

学校見学
10月5日（月）～11月30日（月）
※ 見学は、事前に片浦小学校（☎29-0250）に連絡し、日程を調整してください。

学校説明会
10月27日（火）15:00～16:30
場所　片浦小学校屋内運動場

面談
11月2日（月）～30日（月）

申請書の提出
11月2日（月）～12月1日（火）
※ 申請書は市役所5階教育指導課、片浦小学校で配布。市ホームページからダウンロードも
できます。

072020（令和2）年　10月号　No.1218申込先着順に記載がない場合、申込開始日は10月12日（月）から



◆ 掲載されているイベントの情報は、9月17日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う最新情報は、市ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

お知らせ

市役所本庁舎停電による
各種サービスの休止

管財課 ☎33-1322
市役所本庁舎内の停電に伴い、各種
サービスを休止します。
日10月31日（土）、
11月1日（日）・21日（土）～23日（祝）

● マロニエ住民窓口、アークロード市
民窓口の休止　
証明書発行などのシステムが利用で
きなくなるため、窓口でのサービスを
休止します。マイナンバーカードをお
持ちの人は、証明書のコンビニ交付
サービスの利用はできます。
問関 マロニエ住民窓口 ☎47-7000
アークロード市民窓口 ☎24-3731

● 各図書室・図書コーナーの休止
図書館システムが利用できなくなる
ため、マロニエ図書室、いずみ・こゆる
ぎの図書コーナー、けやき・国府津学
習館・尊徳記念館の図書室を休止し
ます。
問関 地域政策課 ☎49-9191
生涯学習課 ☎33-1881

● 施設予約システムの停止　
各施設で公共施設予約システムが利
用できなくなるため、利用者IDの新
規登録ができないなど、手続きの一
部が制限されます。詳しくは、各施設
にお問い合わせください。
※ 各施設の利用は通常通りできます
が、利用日の前日までに新規予約
をしてください。

※ U
う

M
め

EC
こ

Oは本庁舎停電による影
響はありません。

問関 情報システム課 ☎33-1259
※ 詳しくは、各施設などのホームページ
をご確認ください。

読書週間リーフレット
ID P13581   中央図書館（かもめ） ☎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。

日 期10月20日（火）～11月8日（日）
場時 市内の図書館、図書室、図書コーナー
※市ホームページにも掲載

共同募金運動
（令和3年3月31日まで）
共同募金会小田原市支会 ☎35-4000

「赤い羽根共同募金運動」と「年末たす
けあい募金」は、地域福祉活動として県
内の社会福祉施設や子ども、高齢者、障
がい者のために役立てられます。ご協力
をお願いします。
関主 福祉政策課

違反建築物防止週間
10月15日（木）～21日（水）
ID P23647   建築指導課 ☎33-1433
所有する建築物が、建築基準法に適合
しているかを建築士に相談するなど、点
検を心掛けましょう。建物の新築などの
工事を完了した人は「検査済証」が手元
にあるか、もう一度確認してください。
本市では、違反建築物防止週間中に、
工事現場の建築パトロールを実施しま
す。

ごみへの危険物の混入
ID P30006   環境事業センター ☎34-7325
刃物や割れたガラスなど鋭利なものは、
ごみ収集作業の際に大変危険です。紙
や布に包み、「燃せないごみ」の収集日
に品物を明記して出してください。
また、家庭で使用した医療用の注射針
は、感染症などの健康被害のおそれが
あります。ごみ集積場所に出さず、廃棄
する際はかかりつけの病院など、医療
機関にお持ちください。

ペットはマナーを守って
飼いましょう
ID P02508   環境保護課 ☎33-1481
● 飼い犬が散歩中にふんをしたら必ず
持ち帰り、尿は水で流すなどの始末を
しましょう。また、散歩の際はリードを
つけましょう。

● 猫のトラブルや被害が増えています。
猫を飼う場合には、ふん尿や鳴き声な
どで近所に迷惑をかけないよう、でき
るだけ室内で飼うようにしましょう。
また、周囲に迷惑をかけてしまうよう
な野良猫への餌やりは、しないように
しましょう。

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
1,012円に改定（1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

首都圏放置自転車
クリーンキャンペーン
ID P30113  地域安全課 ☎33-1396
10月1日（木）～31日（土）は、放置自転
車の問題を広く訴えるキャンペーン期
間です。放置自転車は歩行者の通行の
妨げや道路環境の悪化につながります。
自転車は、近隣の自転車駐車場に止めま
しょう。

かながわ消費者週間
10月10日（土）～16日（金）
ID P30138   地域安全課 ☎33-1775
県では、毎年10月第2土曜日から1週
間を「かながわ消費者週間」と定め、消
費者被害の未然防止に取り組んでいま
す。賢い消費者になって消費者トラブル
を減らしましょう。

10月は里親月間です
小田原児童相談所 ☎32-8000（代）

里親制度は、さまざまな事情で自分の
家庭で生活できなくなった子どもを、里
親の家庭に迎え入れ、養育し、子どもの

「心身ともに健やかに育つ権利」を守る
制度です。
里親に関する疑問は、お気軽にお問い
合わせください。
関主 子育て政策課

自治会あいさつの日
ID P03364   自治会総連合事務局

（地域政策課内） ☎33-1457
11月2日（月）は「全市一斉あいさつ運
動の日」です。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
かな朝を迎えましょう。
日11月2日（月）7:30～8:00

「まるごと使いきりレシピ」
動画配信始めます
ID P23961  環境政策課 ☎33-1471
10月は食品ロス削減月間
まるごと買った野菜や、畑でたくさん取
れて余ってしまった作物を、残さず使う
保存方法や調理方法を3回にわたり動
画で紹介します。
食べられるのに捨てられてしまう食べ物

「食品ロス」は、平成29年度に全国で
約612万トンも発生しています。
保存方法や調理方法を見直し、まずは家
庭の中から食品ロスを減らしましょう。
配信日　 10月16日～30日の毎週金曜日
配信方法　市ホームページで公開

「相談にのるだけで報酬100万円」
などの悪質ウェブサイトにご注意を
副業ウェブサイトに無料で登録する
と、「話を聞いてくれたら100万円あ
げる」とメールが届いた。さらに「報
酬を受け取るための会員登録料1
万円が必要」と連絡があり、指示ど
おり支払った。その後も手数料が必
要などと言われ、何度も支払いをし
たが、結局報酬を受け取ることが
できなかったという相談事例があ
ります。簡単に稼げるなどとうたう
ウェブサイトに注意しましょう。困っ
たときは消費生活センター（☎33-
1777）にご相談ください。

くらしの豆知識
ID P29998   地域安全課 ☎33-1775

神
奈
川

市商店街連合会が新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受ける商業者
と市民の生活を支援するため、プレ
ミアム付商品券を販売します。購入
には、事前予約が必要です。

日 期10月1日（木）～31日（土）
申講  はがき（当日消印有効）または予
約サイトで

※ 購入を希望する人は、ホームペー
ジまたはちらしで商品券の概要や
注意事項を確認したうえで、お申
し込みください。

※ ちらしは自治会回覧する他、市役
所総合案内、各タウンセンター、中
央図書館（かもめ）、ハルネ小田原
で配布しています。

ホE  http://www.0465.net/
odawara-umemaru/

プレミアム付商品券
1冊13,000円分を10,000円で販
売するプレミアム率30％の商品券
です。商品券は市内の多くのお店で
利用できますが、2,000円分は地元
商店のみで使用できます。
使用期間　12月1日（火）～
 令和3年5月31日（月）
関主 商業振興課

プレミアム付商品券の
販売予約開始

プレミアム付商品券実行委員会 ☎20-9172

●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。

日日時　日 期期間　時期 時間　場時 場所　内場 内容　対内 対象　定対 定員　
費定 費用（記載のないものは無料）　持費 持ち物　出持 出演　任交 任期　選任 選考
額選 支給額・謝礼　講額 講師　申講 申し込み（期限があるものは必着）
E申 Eメール　ホE ホームページ　主ホ 主催　関主 関係課　問関 問い合わせ

●募集記事で、定員制・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12日（月） 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。
●市役所への郵便物は、記事に指定がある場合を除き、「〒250-8555 小田原市○○課（室）」で届きます。

公式ツイッターもチェック!
@Odawara_City

おだわらいふ

あすの暮らしと出会う
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狩猟免許取得・更新経費に
係る一部補助
ID P22456   農政課 ☎33-1494
狩猟免許の取得経費（試験費用、講習
会受講料）、更新経費（申請手数料）の一
部を補助します。

日 期11月2日（月）から
申講 市役所4階農政課に、直接

都市計画案の縦覧
ID P30105  都市計画課 ☎33-1571
生産緑地地区の変更に係る、都市計画
案の縦覧ができます。
縦覧期間中は、意見書を提出できます。

日 期10月15日（木）～29日（木）
8:30～17:15（土・日曜日を除く）

場時 市役所6階都市計画課

令和3年度固定資産税・
都市計画税の軽減措置
ID P29569  資産税課 ☎33-1371
新型コロナウイルス感染症の影響で、
事業収入が減少している中小企業者・
小規模事業者で、一定の要件を満たし
た場合は、令和3年度の固定資産税・都
市計画税のうち、事業用家屋および償
却資産分が軽減されます。
なお、軽減を受けるためには、手続きが
必要です。詳しくは、ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせください。
申講  令和3年2月1日（月）までに、所定の
申込用紙に必要書類を添えて提出

お知らせ

令和2年度9月補正予算の
概要
ID P28893  財政課 ☎33-1312
一般会計補正予算

（10億3,824万3千円追加）
●民間保育所建設費補助金の増額
●プレミアム付商品券事業費の計上
●公園灯LED化工事請負費の計上
広域消防事業特別会計補正予算

（300万9千円追加）
● 救急隊用消耗品費等の増額
水道事業会計補正予算

（1,217万2千円追加）
● 上下水道組織統合整備事業費の計
上

病院事業会計補正予算
（1,195万2千円追加）
●機械器具購入費の増額
下水道事業会計補正予算

（2,278万2千円追加）
● 上下水道組織統合整備事業費の計
上

この結果、全会計の予算額は、1,858億
5,637万7千円となりました。
【寄附者一覧】
（敬称略）
● 新型コロナウイルス感染症緊急対策
基金寄附金

（合計599万3,300円）
●（株）守屋電機
●小田原ロータリークラブ
●（一社）小田原市電設協力会
●小田原市商店街連合会
●小田原二世会
●小田原市漁業協同組合
●平沢商事（株）
●西湘ビルメンテナンス協同組合
● 明治安田生命保険相互会社平塚
支社

●匿名
●市民ホール整備基金寄附金
（1万円）

●匿名
●ふるさとみどり基金寄附金
（13万5,282円）

●あいおいニッセイ同和損害保険（株）
●市立病院新病院建設基金寄附金
（合計93万5千円）

●三木明子
●篠宮豊彦
●匿名

● 学校衛生用品購入費寄附金（新型コ
ロナウイルス感染症対策関連）

（800万円）
●ヤオマサ（株）

●市立病院医療機器等購入費寄附金
（新型コロナウイルス感染症対策関
連）

（合計251万円）
●ヤオマサ（株）
●匿名

土砂災害警戒区域等の
基礎調査結果の公表
ID P30184   県西土木事務所小田原土木センター

河川砂防第二課 ☎34-4141
建設政策課 ☎33-1527 

県では、急傾斜地の崩壊に関する土砂
災害“特別”警戒区域（レッドゾーン）の指
定に向けた基礎調査の結果を、9月に公
表しました。結果は、神奈川県土砂災害
情報ポータル（県ホームページ）または小
田原土木センター、市役所5階建設政策
課、マロニエ、いずみ、こゆるぎで閲覧で
きます。なお、住民説明会は新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止のため、中止し
ます。詳しくは、お問い合わせください。
ホE  http://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/
website/kanagawa/gis/index.html

便利でお得！秋のお手頃観光
① ID P18966  ② ID P01139  

観光課 ☎33-1521
①小田原宿観光回遊バス「うめまる号」
見どころいっぱいの城下町を路線バ
スで巡ります。うめまる号は、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止に努
め、運行しています。
日  土・日曜日、祝・休日（年末年始を除く）
9：45～ 1日10便運行

費定 １日フリー乗車券
大人500円、子ども250円
※ フリー乗車券は、小田原駅東口１
番バス乗り場および箱根登山バ
ス小田原駅前案内所で購入でき
ます。

※ 路線バスのため、通常運賃でも
乗車できます。

停留所
小田原駅東口、本町（かまぼこ通り）、
石垣山一夜城、小田原漁港、
めがね橋（小田原城馬出門前）など

②レンタサイクル「ぐるりん小田原」
環境に優しく気軽に市内観光できる
レンタサイクル「ぐるりん小田原」で、
歴史と文化が薫る街「小田原」を感じ
てください。
❶UMECO❷早川臨時観光案内所
日❶通年

9：00～16：30（最終貸出15：30）
❷ 土・日曜日、祝・休日
9：30～15：30（最終貸出15：00）

※❶❷年末年始を除く
費定 普通自転車１回500円（UMECOのみ）
電動アシスト付き自転車１回1,000円

申講  電話にて事前予約可能（❶☎070-
5456-2288❷☎080-6794-
3658）

水道管の漏水調査
平塚水道営業所工務課 ☎0463-22-2711
県営水道が委託した民間業者の調査
員が、道路内や宅地内（水道メーターま
で）の水道管の漏水の音を聞き取る調
査を行います。宅地内については、声を
かけてから調査を行います。

日 期10月下旬～令和3年3月下旬
調査区域　橘地区・国府津地域の一部
※ 調査員は県営水道が発行した顔写
真入りの業務委託従事者証明書を携
行し、腕章を着用しています。これらの
調査は皆さんに費用を請求すること
はありません。

関主 給水課

公的年金からの
住民税の特別徴収
ID P27732   市民税課 ☎33-1351
平成31年4月3日から令和2年4月2日
までに65歳の誕生日を迎えた人を対象
に、10月支給分の公的年金から住民税

（市県民税）の特別徴収（差し引き）が
始まります。これは法令に基づく納付方
法の変更で、年税額が増えるものでは
ありません。また、特別徴収される税額
は、公的年金等に係るもので、対象とな
る年金は老齢または退職を支給事由と
する年金（老齢基礎年金など）です。

国民年金保険料の
控除証明書
ID P01816   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、今年初めて保険料
を納付した人には、令和3年2月上旬
に送付

関主 保険課

60歳以上でも
国民年金に加入できます
ID P05845   保険課 ☎33-1867
●高齢任意加入
60歳から65歳になるまで、任意で加
入して保険料を納めることができま
す。
※ 月々400円の付加保険料を納める
と、受け取れる年金額をさらに増や
せます。

年金を受け取れるようにする
対内  過去に納め忘れなどがあり、受給
資格期間（10年）に満たない人 

受け取る年金を増やす
対内  老齢基礎年金受給額が満額に満
たない人

●特例高齢任意加入
65歳になっても受給資格期間に満た
ない人は、70歳になるまでの間で、受
給資格期間を満たすまで、任意で加入
して保険料を納めることができます。
対内  70歳までに受給資格期間を満た
せる人

次の保険料の納期限は11月2日
（月）です。期限までに納めてくださ
い。
①国民健康保険料第5期
②介護保険料第5期
③後期高齢者医療保険料第4期

保険料の納付

①③保険課 ☎33-1834
②高齢介護課 ☎33-1840

ID P25264

11月2日（月）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・休日の納税は、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。マロニエ住民窓口、アー
クロード市民窓口は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で、閉庁し
ている場合があります。事前に市
ホームページでご確認ください。

10月の納税

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

ID P29530
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◆ 掲載されているイベントの情報は、9月17日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う最新情報は、市ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

募集

青少年の未来について考えよう
ID P30137   申込 青少年課 ☎33-1723
ウィズコロナにおける、青少年の居場所
作りや育成活動について、みんなで考え
るオンライン講演会です。
日10月17日（土）14:30～17:00
場時 オンライン会議システム「Z

ズ ー ム

oom」、
市役所7階大会議室（ライブ会場）
※ オンラインでの参加を主とします
が、来場も可能です。

対内  青少年育成や体験活動に関心のあ
る人

講額  小清水哲郎さん
（Outdoor Life Style Produce）

おだわら自然楽校
 申込 青少年課 ☎33-1723

①「ネイチャーゲーム」 ID P27698
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7日（土）9:30～16:30
場時 県立足柄ふれあいの村
講額 瀬戸正功さん

②「子どもたちと楽しむハイキングを学ぼう」
ID P28019

子どもとハイキングするうえでのポイ
ントについて学びます。
日11月29日（日）9:00～16:00
場時  岩戸山
（十国峠～岩戸山～姫の沢公園）
講額 橋
はし

谷
や

晃
あきら

さん（木風舎）
①②共通
対内  青少年育成や体験活動に関心のあ
る高校生以上各30人・申込先着順

費定 各1,500円
申講  ①10月30日（金）②11月13日（金）ま
でに、電話で

リーダーに必要な発信力を
つけるはじめの一歩
ID P29950   株式会社インスタイル・

宇田川 ☎080-3705-6239
リーダーに必要な「発信力」について、さ
まざまな視点から学ぶ市委託事業のオ
ンライン講座です。
①日10月31日（土）10:00～11:00
内場 Zoomで参加してみる

②日11月14日（土）10:00～12:00
内場 自立とは何かを考える

③日11月21日（土）10:00～12:00
内場 自己を理解する

④日11月28日（土）10:00～12:00
内場 自己決定力を高める

⑤日12月5日（土）10:00～12:00 
内場 伝える力をつける

対内  市内在住・在勤・在学で、オンライン受
講が可能な女性各日30人・申込先着
順
※ 回線使用料は
自己負担

申講  Facebook専用
ページから

関主  人権・男女共同参画課

お知らせ

令和3・4年度競争入札参加
資格認定申請（定期申請）
ID P01414  契約検査課 ☎33-1326
入札参加資格（工事・一般委託・物品等）
の継続または新規の認定を希望する場
合は、忘れずに手続きをしてください。
申講  10月1日（木）～11月30日（月）に、「か
ながわ電子入札共同システム」の資
格申請システムにより申請

ホE  http://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/
認定期間　 令和3年4月1日～
 令和5年3月31日

保育の仕事　
就職相談会＆セミナー
ID P30182  保育課 ☎33-1455
保育所へ就職を希望する学生、保育所
への職場復帰を考えている保育士資
格をお持ちの人を対象に、相談会とセミ
ナーを開催します。
日11月7日（土）13:00～16:00
場時 U

う

M
め

EC
こ

O会議室1～3・5
内場  就職支援セミナー、市内の保育園に
よる相談ブースの出展

※直接会場にお越しください。

就学援助制度
（小学校新入学用品費）
ID P25746   教育指導課 ☎33-1682
令和3年4月に市立小学校へ入学予定
の子どもがいる、経済的理由でお困り
の世帯に、新入学用品費を支給します。
申講  12月28日（月）までに、直接または郵
送で

※ 支給条件などの案内や申請書類は、
9月にお送りした就学時健康診断の
案内に同封しています。また、市ホー
ムページでダウンロードできる他、市
役所5階教育指導課で配布します。

※ 入学後、引き続き制度の利用を希望
する人は、別途申請が必要です。

かながわにじいろトーク
申込 NPO法人SHIP ☎045-306-6769
10・20歳代の性的マイノリティの人を対
象に、特定のテーマに沿ったトークやフ
リートークを行う交流会を開催します。
日11月8日（日）14:30～16:30
場時  市内公共施設（申込者に別途連絡）
費定 300円（茶菓子代。高校生以下無料）
申講  11月6日（金）17:00までに、「かなが
わにじいろトーク」で検索してホーム
ページから申し込み、または電話で
※申込先着順

関主 人権・男女共同参画課

普通救命講習Ⅰ
ID P00490   救急課 ☎49-4441
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①11月7日（土）②11月28日（土）
9：30～12：30

場時 ①大井町生涯学習センター
②松田町立公民館展示ホール

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10人・申込先
着順

申講  電話（平日9：00～17：00）で予約後、
①10月28日（水）②11月18日（水）ま
でに申請書を最寄りの消防署へ直接

子育て支援員研修
ID P30183   株式会社ポピンズ 

☎03-3447-5826
保育所、放課後児童クラブなどで働く、
子育ての新たな担い手「子育て支援員」
の資格が取得できる研修です。

日 期12月～令和3年1月
場時  県総合薬事保健センター（横浜市） 
他

内場  子育て支援員に必要な知識の習得
対内  県内で保育や子育て支援分野に従
事する人、従事を希望する人

申講 10月1日（木）～30日（金）
※ 費用や申込方法など詳しくは、ホーム
ページをご覧ください。

ホE  http://poppins-education.jp/
kosodateshien_kanagawa/

関主 保育課

ファミリー・サポート・センター
支援会員

申込 市ファミリー・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、相互援助活動を行いま
す。支援会員に登録を希望する人は、研
修会に参加してください。
日11月10日（火）～12日（木）
13:00～16:30

場時 けやき4階第3会議室
対内  市内在住・在勤・在学の、心身ともに
健康で積極的に援助活動ができる人
15人・申込先着順

※託児は要相談
申講 10月30日（金）までに、電話で
関主 子育て政策課

おだわら森のせんせい
養成講座
ID P27658   農政課 ☎33-1491
森林・林業に関する知識を身につけ、小
学校などで森林に関する普及啓発活動
を行う指導者を養成する講座です。
場時 いこいの森 他
内場 講義全5回（第1回10月25日（日））

●市の森林・林業・木材産業について
●伝える技術の体験と講義
●プログラムの作成と実践など

対内 18歳以上
※ 詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。

援農者育成「Re農地」講座
申込 農地活!片浦事務局・帰

き

山
やま

☎080-4612-8420
「農」に関する知恵や技術を学び、実習し
ます。
日10月17日（土）10:30～15:00
場時 根府川地内（参加者に別途通知）
定対 15人・申込先着順　費定 1,000円
申講  開催日の3日前までに、メールまたは
電話で
E申 kataura55sep@gmail.com
ホE https://www.re-nouchi.com/
関主 農政課

小田原玉ねぎを作ってみよう!
申込 NPO法人小田原食とみどり

☎080-5385-0465
甘みの強い玉ねぎ「ソニック」を農薬・化
学肥料不使用で栽培し、収穫します。
※苗は120本
日11月29日（日）
午前の部10:00～12:00
午後の部13:00～15:00
※ 令和3年3月28日（日）、5月15日
（土）にも活動予定（全3回）

場時 曽我みのり館
定対 各部25家族・多数抽選
費定 3,500円
申講  11月4日（水）までに、電話で
ホE http://shoku-midori.or.jp/
関主 農政課

オリーブ収穫作業
ボランティア

申込 小田原オリーブ研究会
事務局（農政課内） ☎33-1494

相模湾が一望できる最高の景色で、オ
リーブの収穫作業をしてみましょう。
日10月24日（土）9:00～12:00（予定）
※ オリーブの生育状況により、収穫日
を変更する場合があります。

場時 上町ほ場（上町1070他）
対内  現地に直接来られる人20人程度・多
数抽選

申講  10月14日（水）までに、電子申請シス
テムで

※ 詳しくは、市ホーム
ページをご覧くだ
さい。

令和3年9月5日（日）、新たな芸術文
化創造活動の拠点となる「小田原市
民ホール」がオープンします。
皆さんに親しまれ多くの人が集まる
施設になるように、小田原らしく親し
みやすい愛称を募集し、439件の応
募がありました。
応募作品の中から、審査の結果、愛
称は「小田原三の丸ホール」に決定
しました。

市民ホール愛称決定！
「小田原三の丸ホール」

文化政策課 ☎33-1702
ID P30004
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高齢期の知っとくいきいき講座
ID P27493   申込 高齢介護課 ☎33-1826
転倒予防のために、整理収納と室内整
備を学びます。そのための体づくりとし
て、運動実習も行います。

「すっきり暮らす研究会」との市民提案
型協働事業です。
日11月18日（水）14:00～16:00
場時 こゆるぎ2階ホールA・B
対内  市内在住の65歳以上の人20人・申
込先着順

申講 10月13日（火）から、電話で

令和3年度放課後児童クラブ
ID P29958   教育総務課 ☎33-1731
対内  令和3年度に小学1～6年生になる児
童で、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19日（月）～12月11日（金）に、
市役所5階教育総務課に直接または
郵送、もしくは各放課後児童クラブに
直接
※ 申込書は、期間中に教育総務課、
各放課後児童クラブで配布または
市ホームページからダウンロードで
きます。

※ 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。

下水道排水設備工事責任技術者
試験および更新講習会
ID P27572   下水道総務課 ☎33-1614
①責任技術者試験
日令和3年2月4日（木）
場時  川崎市教育文化会館、サンピアン
かわさき、カルッツかわさき

②更新講習会
日令和3年1月19日（火）・20日（水） 
午前・午後のうち希望する日時

場時 サンピアンかわさき
費定 各6,400円
申講  11月30日（月）までに、申込書類の指
定先に郵送で（①は当日消印有効）

※ 申込書は、①11月2日（月）～16日
（月）に市役所5階下水道総務課で
配布②対象者に10月下旬以降郵送

シニア向け就労支援
DVDセミナー（ジオガイド編）
ID P30109   申込 市生涯現役推進協議会

（企画政策課内） ☎33-1318
箱根山を中心とした、箱根ジオパークと
ジオガイド活動を紹介するDVDと就労
に関する資料を、11月中旬にご自宅に
送ります。
対内  市内在住または市内での就労・ボラン
ティアに興味があり、本件DVDなど
を希望する、おおむね55歳以上の人

講額  一
ち ょ っ き

寸木肇さん
（箱根ジオパーク
推進協議会学術
支援員）

申講  11月2日（月）まで
に、電話または市
ホームページで

募集

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

「食事中にむせる」「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12月17日（木）14:00～15:30
場時 梅の里センター大会議室
対内  市内在住の65歳以上の人30人・申
込先着順

持費 筆記用具、老眼鏡、手鏡
講額 遠藤孝さん（歯科医師） 他
申講  10月19日（月）～11月20日（金）に、
電話で

シルバー人材センター
入会説明会
申込 シルバー人材センター ☎49-2333
説明後に就業相談も行い、高齢者にふ
さわしい仕事を紹介します。
日11月6日（金）9:30～11:30（予定）
場時 UMECO会議室3
対内  市内在住の健康で働く意欲のある
60歳以上の人15人・申込先着順

申講  10月30日（金）までに、直接または電
話で

関主 高齢介護課

おだわら・はこね家族会
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14日（水）10:15～12:15
②11月20日（金）10:00～12:00

場時 ①いこいの森
②けやき4階第3会議室

対内  認知症の家族を介護している人や認
知症の人

※直接会場にお越しください。

家族介護教室
ID P18184   申込 高齢介護課 ☎33-1864
日①11月11日（水）②12月10日（木）
10:00～12:00

場時  ①②マロニエ2階集会室202
内場 ①口

こう

腔
くう

ケアについて
②服薬について

対内  高齢者の介護をしている家族、介護
に関心のある人各30人・申込先着順

申講 各前日までに、電話で

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①10月23日（金）14:00～16:00
②11月19日（木）10:00～12:00

場時 ①尊徳記念館視聴覚室
②こゆるぎ2階ホールA

対内  市内在住・在勤・在学の人①30人②
20人・申込先着順

講額 キャラバン・メイト
申講 前日までに、電話で

▲受講すると渡されるオレンジリング

脳トレ!脳と体の生き活
い

き教室
ID P17356   申込 高齢介護課 ☎33-1826
ウォーキングなど脳の活性化に効果が
期待できる有酸素運動を中心に、頭脳
ゲームなども行い、頭と体を刺激しま
す。健康づくり課の保健師などによる講
話と相談もあります。楽しみながら認知
症予防に必要な知識を習得する教室で
す。
日① 12月2日～令和3年3月3日の毎週

水曜日14:00～16:00（全12回）
② 12月10日～令和3年3月11日の毎
週木曜日14:00～16:00（全12回）

場時 ①UMECO（開催回による）
②小田原アリーナ大会議室

対内  市内在住の65歳以上の人①15人②
25人・申込先着順

費定 1,500円（保険料）
申講 11月9日（月）までに、電話で

生
い き

ごみ地域サロン
ID P16232   環境政策課 ☎33-1471
生ごみ堆肥化に興味がある人、新しく
始めてみたい人、すでに取り組んでいる
人が情報交換する場です。段ボールコ
ンポストの新規登録・基材販売も行いま
す。

時期 14:00～15:30
※⑦は10:30～12:00

持費  500mlのペットボトル（環境浄化剤
「えひめAI」を作ります）

神奈川フィルフューチャー・
コンサート小田原公演
ID P30103   文化政策課 ☎33-1702
楽団創立50周年・
小田原市制施行80周年記念
今年で創立50周年を迎える神奈川フィ
ルハーモニー管弦楽団が、本市にゆか
りの若手演奏家により昨年発足した小
田原室内管弦楽団と、珠玉の名曲をお
届けします。
市制施行80周年を迎える市とともに、
節目の年を記念するスペシャルコンサー
トです。
来年7月に閉館する小田原市民会館
で、数々の名演を繰り広げてきた神奈
川フィルが、「ありがとう」の気持ちを込
めて贈ります。
曲目　 弦楽セレナーデ（チャイコフス

キー）、交響曲第9番「新世界より」
（ドヴォルザーク） 他

日令和3年1月30日（土）14:00開演
場時 市民会館大ホール
費定 （全席指定）3,500円、
ユース（25歳以下）1,500円
※ 未就学児入場不可

出持  現
げん

田
だ

茂夫さん（指揮/神奈川フィル名
誉指揮者）、小田原室内管弦楽団（ゲ
スト）、神奈川フィルハーモニー管弦楽
団

申講 10月13日（火）10:00から
 神奈川フィル・チケットサービス、市民
会館本館2階事務室（窓口販売のみ）

主ホ  神奈川フィルハーモニー管弦楽団、
小田原市

日にち 場所

①10月17日（土）マロニエ2階集会室202

②10月21日（水）けやき4階第2会議室

③10月26日（月）梅の里センター会議室A・B

④10月28日（水）板橋公民館

⑤10月29日（木）こゆるぎ
2階こゆるぎホールA・B

⑥11月  4日（水）生活クラブ生協小田原
3階ホール1

⑦11月  7日（土）尊徳記念館3階講堂

⑧11月18日（水）いずみ
2階いずみホールA・B

⑨11月24日（火）いそしぎ会議室

市が、市民活動の活性化を図るた
め、資金面で応援します。令和3年
度の補助金を希望する団体を募集
します。
事前相談や申請の窓口は、UMECO
です。
対象団体
● 市を中心に市民活動を行い、今後
も継続する見込みがある団体

●  3人以上で構成され、営利を目的と
しない団体
額選

申講  11月30日（月）までに、申請書類
を直接

※ 事業費は、国・県・他の地方公共団
体の補助金などを控除した額

※ 詳しくは、UMECO、市内公共施
設、ホームページにある「応募の
手引き」をご覧ください。

ホE http://umeco.info/

スタートアップ
コース

事業費の100％以下で、
10万円が上限
※ 過去に本補助金の交
付を受けていない団
体に限る

ステップアップ
コース

プランA
事業費の70％以下で、
20万円が上限

プランB
事業費の50％以下で、
30万円が上限

市民活動応援
補助金交付事業
UMECO ☎24-6611

神奈川フィルについて、　
詳しくはこちら▶
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◆ 掲載されているイベントの情報は、9月17日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う最新情報は、市ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

募集

県立職業技術校入校生
県産業人材課 ☎045-210-5715

募集コース　※各校で異なります
① 4月生若年者・子育て家庭等優先
枠募集
精密加工エンジニア、ICTエンジニ
ア、造園、室内設計施工など

②1月生募集
セレクトプロダクト、庭園管理サー
ビス、住環境リノベーション、ビル
設備管理、庭園エクステリア施工

①②共通
対内  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人

選考日　11月15日（日）
申講  11月2日（月）までに、ハローワークで
事前手続き後、入校申込書を各校に
直接または郵送で

ホE  https://www.pref.kanagawa.jp/
docs/xa4/kanatech/

関主 産業政策課

労働講座「徹底解説！
労働法の最新トピック」
ID P30208   申込 産業政策課 ☎33-1514
日①11月18日（水）②11月26日（木）
③12月4日（金）18:30～20:30

場時 Ｕ
う

Ｍ
め

ＥＣ
こ

Ｏ会議室１～３
内場 ①職場のハラスメント対策の動向
② コロナと共存するための働き方の
ポイント

③こんな時だから知っておきたい
解雇・雇い止めの基礎知識

定対 各30人・申込先着順
講額 ① 勝亦啓文さん

（桐蔭横浜大学法学部教授）
②沼田雅之さん
（法政大学法学部教授）
③細川良さん
（青山学院大学法学部教授）

相談

街頭労働相談会
かながわ労働センター湘南支所

☎0463-22-2711（代）
働く人のいろいろな悩みに、県職員や労
働基準監督官（14:00～17:00）、社会
保険労務士（14:00～17:00）が答えま
す。
日10月8日（木）11:00～17:00
場時  小田原地下街ハルネ小田原
関主 産業政策課

行政などへの要望や
苦情をお聞きします
ID P27426   地域安全課 ☎33-1775
10月19日（月）～25日（日）は行政相談
週間です。総務大臣から委嘱され、市町
村に配置されている行政相談委員が、
行政などへの要望や苦情などを聞き、
その解決に向けてお手伝いをしていま
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
剣持清和 ☎47-5263
齊藤久文 ☎48-8417
山崎照子 ☎42-4894

耐震セミナー・耐震相談会
ID P12506   建築指導課 ☎33-1433
建築士が木造住宅の仕組みや耐震化
のポイントなどを解説します。セミナー
後に個別の耐震相談会（簡易耐震診断
など）も行います。
※耐震相談会は予約制
日11月10日（火）10:00～11:00
場時 いずみ2階いずみホールA・B
対内  昭和56年5月31日以前に着工され
た木造住宅の所有者

建築物などのデザイン相談
まちづくり交通課 ☎33-1573

小田原の地域ごとの特性を生かした景
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
ID P12298  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。
日毎月第2金曜日（祝・休日を除く）
13:30～16:30（予約制）

場時 市役所2階市民相談室
対内  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

場時 市役所2階地域安全課（土・日曜日、祝・休日を除く）

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 10月は実施しません

行　政 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
貸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

●乳幼児期から青壮年期の相談 ID P29355  はーもにぃ ☎46-7112
 日月～金曜日（祝・休日を除く）9:00～17:00

場時 久野195-1（おだわら子ども若者教育支援センター）
就学相談
教育指導課
☎46-6073

年長の子どもの小学校入学後の支援や環境について相
談をお受けします。

教育相談
教育指導課
☎46-6034

市内在住の小・中学生に関するさまざまな相談をお受け
します。

児童相談
子ども青少年支援課
☎46-6763

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。
時間外の児童虐待相談は、☎189にご連絡ください。

子ども発達相談
子ども青少年支援課
☎46-6787

0歳から就学前までの子どもの発達についての相談をお
受けします。

青少年相談
子ども青少年支援課
☎46-7292

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。

●その他の相談 場時 市役所内各担当窓口

消費生活相談
ID P01778
消費生活センター

（市役所2階地域安
全課内）
☎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。電話相談もお受けします。
日月～金曜日（祝・休日を除く）9:30～12:00、13:00～16:00
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

建築等紛争相談
ID P01765
都市政策課
☎33-1307

中高層建築物の建築計画などによる日照や通風、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（予約制）。

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（面談は予約制）。
日月～金曜日9:30～11:30、13:00～16:30
※火曜日は原則、継続相談の日です（要予約）。

生活困窮者
自立支援相談
ID P18649  
生活支援課
☎33-1892

社会に出るのが怖い、仕事の探し方が分からない、将来
が不安など、生活や仕事でお困りの人の相談をお受けし
ます（年齢制限はありません）。
日  月～金曜日（祝・休日を除く）8:30～17:15

●市民相談〈10月〉 ID P29786　地域安全課 ☎33-1383

政策などの案と意見記入用紙は、担
当課、タウンセンター、図書館などに
配架する他、市ホームページに掲載
します。
申講  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

意見提出期間
10月15日（木）～11月13日（金）
政策などの案の題名 担当課・係

小田原市緑の基本計画の
一部改訂

みどり公園課
計画緑政係
☎33-1584

パブリックコメント
（市民意見）

ID P04405  広報広聴課 ☎33-1263
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イベント

10/17（土）
プレイパークで遊ぼう!
ID P26994   青少年課 ☎33-1723
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場です。
時期 9:00～12:00
場時 酒匂浜公園　※参加自由・小雨決行
問関 pp@seisho・黒柳
（☎090-7842-1374）

10/24～の土日
小田原まちあるき
申込 小田原ガイド協会 ☎22-8800

早雲公顕彰500年の足跡をたどりなが
ら秀吉公の一夜城に集います。
① 里山の史跡「総構」・
景色満喫ウォーキング
日  10月24日（土）、11月15日（日）・22
日（日）、12月5日（土）・20日（日）
※所要時間2時間30分
集合・出発　 小田原駅観光案内所前
 ❶9:30または❷10:00

 ※雨天中止
内場  小田原駅～山ノ神～稲荷森～小
峯御鐘ノ台大堀切西堀・東堀～藤
棚観光バス駐車場（解散）

② 観光回遊バス「うめまる号」で巡る
秀吉天下取り・総仕上げコース「一夜城」
日  10月25日（日）、11月14日（土）・21
日（土）、12月6日（日）・19日（土）
※所要時間2時間30分
集合・出発　 小田原駅観光案内所前
 ❶9:10または❷9:40
 ※雨天中止

内場  石垣山一夜城着～箕
みの

ケ
が

窪
くぼ

橋～姫
の水橋～朝日の井戸～石垣山一
夜城内（解散）

費定 500円（バス乗車券）
※乗車直前に個人で購入

①②共通
定対 ❶8人❷7人・申込先着順
費定 700円（資料代、保険料含む）
持費  飲み物・雨具・保険証（写し可）、
動きやすい靴と服装

※新型コロナウイルス感染症対策
● マスクの着用お願いします。

関主 観光課

10/28（水）
昼のミニコンサート
ID P03885   文化政策課 ☎33-1706
悠久の音色
時期 12:20～12:40
場時  小田原地下街ハルネ小田原
出持 相模蓮雅会（雅楽）
定対 32人・当日先着順
曲目　 壱

いち

越
こつ

調
ちょう

音
ね

取
とり

・賀
か

殿
てんのきゅう

急・酒
しゅ

胡
こ

子
し

・
 胡

こ

飲
ん

酒
じゅ

10/31（土）
蓄音器で懐かしのレコード
を聴こう
ID P30117   申込 郷土文化館 ☎23-1377
蓄音器で懐かしの音色を楽しみます。
時期 ①11:00～12:00②13:30～14:30
場時 内野邸（板橋602）
定対 各回10人・申込先着順
講額  村田淳一さん（懐かしのレコードを聴
く会代表）

主ホ  板橋まちなみファクトリー内野邸プロ
ジェクト実行委員会

10/31（土）～12/20（日）
市制80周年 ミニ展示
ID P29945   郷土文化館 ☎23-1377
市制80周年を記念したコーナー展を開
催します。写真やパネルで市制施行前
後の小田原のようすなどを紹介します。
時期 10:00～16:00
場時 郷土文化館1階エントランス

10/31（土）～12/20（日）
最新出土品展2020
ID P30013   文化財課 ☎33-1715
中里遺跡の出土品が昨年度県指定重
要文化財になったことを記念して、企画
展を開催します。また、昨年度の発掘調
査で出土した土器なども展示し、写真
パネルなどで展示を解説します。
時期 10:00～16:00
場時 郷土文化館

※ 例年開催している遺跡調査発表会と
遺跡講演会は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、中止と
しました。配布を予定していた資料集
については、展示に合わせて別途配
布予定です。

11/1（日）
車椅子で世界を一周した旅人
～そして…今～
ID P30134   申込 障がい福祉課 

☎33-1469 FAX33-1317
「あらゆるバリアは人の手で越えられる」
という経験をした講師が語ります。当日
は、①会場参加と②Z

ズ ー ム

oomによるオンラ
イン参加ができます。
時期 13:30～15:00（開場13:00）
場時 ①小田原アリーナサブアリーナ
定対 各100人・申込先着順
講額 三

み

代
よ

達
たつ

也
や

さん（車椅子トラベラー）
申講  10月23日（金）までに、電話、ファクス
または神奈川県西地区リハビリテー
ション協議会にメールで
※ ②はGoogleフォーム（ホE http://
urx.space/YAAa）のみで受け付け

E申 kenseiriha.bf@gmail.com

わんぱくらんど
わんぱくらんど ☎24-3189

●竹細工教室
昔懐かしい遊び、竹とんぼやぶんぶ
んゴマを作って、芝生広場で遊びま
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）

二宮尊徳生家のいろり燻蒸
ID P07325   尊徳記念館 ☎36-2381
二宮尊徳生家の保全のため、いろりに
火を入れて、けむり燻

くん

蒸
じょう

を行います。屋
外から見学ができます。
日10月24日（土）、11月14日（土）
9:00～11:30　
※見学自由

場時 二宮尊徳生家（尊徳記念館隣）

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4日（日）・18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）
※ 作るものによって金額が異なり
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し
ます。詳しくは、ホームページをご覧
ください。
日10月24日（土）10:00～16:00
※荒天中止

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

UMECO
UMECO ☎24-6611

●UMECO企画展
市民活動団体の活動の成果などを
展示します。
●第12回鉄道資料展
（小田原鉄道歴史研究会）
日 期10月10日（土）～11月4日（水）

▲旧小田原駅（沖野紘
ひろ
史
ふみ
作）

●DV防止啓発展
（人権・男女共同参画課）
日 期11月5日（木）～27日（金）
場時 UMECO多目的コーナー・ホワイエ
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。
家庭の園芸植物の相談は、11:30
～12:00に「みどりの相談所」で受け
付けます。
日毎月第3日曜日10:30～11:30
講額 大坪孝之さん（日本梅の会会長）

小田原競輪開催日
事業課 ☎23-1101

●小田原競輪本場開催日
● モーニング７（ＦⅡ）
日 期10月5日（月）～7日（水）
※ レースは開門後、9:45から観戦
できます。

●  神奈川新聞社杯争奪戦・
オッズパークカップ（ＦⅠ）

日 期10月12日（月）～14日（水）
●  万葉の湯カップ（FⅡ）
日 期10月21日（水）～23日（金）
●  東京中日スポーツ杯（FⅡ）
日 期10月31日（土）～11月2日（月） 

●場外開催
● 川崎（ＦⅠ）
日10月5日（月）

●  富山（ＦⅠ）
日 期10月5日（月）～7日（水）
●  青森（ＦⅠ）
日 期10月12日（月）～14日（水）
●  寛仁親王牌（ＧⅠ・前橋）
日 期10月15日（木）～18日（日）
●  和歌山（ＦⅠ）
日 期10月16日（金）～18日（日）
●  伊東温泉（ＦⅡ）
日10月19日（月）

●  富山（ＦⅠ）
日 期10月19日（月）～21日（水）
●  佐世保（ＦⅠ）
日 期10月22日（木）～24日（土）
●  京王閣記念（ＧⅢ）
日 期10月24日（土）～27日（火）
●  四日市（ＦⅠナイター）
日 期10月25日（日）～27日（火）
●  立川（ＦⅠ）、和歌山（ＦⅠ）、
松戸（ＦⅠナイター）

日 期10月28日（水）～30日（金）
●  防府記念（ＧⅢ）
日 期10月31日（土）～11月3日（祝）
●  岐阜（ＦⅠ）
日11月3日（祝）

※ ナイターは、４Ｒ以降（予定）は前売り
のみ

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、無観客開催または中
止などになる場合があります。

ホE  https://www.odawarakeirin.
com/

月例イベント
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◆ 掲載されているイベントの情報は、9月17日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う最新情報は、市ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

イベント

11/3（祝）～15（日）
小田原城菊花展
ID P11408   観光協会 ☎20-4192
秋の風物詩として親しまれ、今年で70
回めを迎えます。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・
スプレー菊など、逸品約600点を展示し
ます。
時期 10:00～16:00 
場時 城址公園本丸広場
関主 観光課

子ども映画会と金次郎の
おはなし
ID P07859   尊徳記念館 ☎36-2381
映画の後に、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25日（日）14:00～14:45
（開場13:50）
場時 尊徳記念館
内場 ●映画「わらしべ長者」

 「天の羽衣」
●体験「紋切り」

定対 30人・当日先着順

mama-sen mama job トレーニング
（ママのための専門学校事業）
NPO法人mama’s hug ☎20-6898
仕事を探しているママ向けに、メイク
アップアーティストのYOSHINKO先生
にオンラインで話を聞きます。子育てし
ながらコスメブランドを立ち上げ、第一
線で活躍してきた話の他、「自分の見せ
方」などについても聞くことができます。
日10月15日（木）10:00～11:30
内場 生き方で変化する仕事の仕方
申講 ホームページ内の申込フォームで
ホE  https://coubic.com/mamashug/
482313

関主 子育て政策課

ぴよぴよくらぶ
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
作などを行います。
日11月5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 秋を楽しもう
対内 入園前の子どもとその家族
費定 子ども1人200円（材料費）
関主 子育て政策課

ママパパ学級
ID P01994   申込 健康づくり課 ☎47-4722
妊娠・出産・育児について学びます。
日①11月10日（火）②11月19日（木）
❶10:00～❷13:00～❸15:00～

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
（妊婦のみも可）・各6組
持費  母子健康手帳、筆記用具、エプロン、
タオル

申講  ①11月2日（月）②11月12日（木）まで
に、電話で

※ 3密を避けるため、通常と内容を変更
して実施します。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。

こども

2020あしがらアートの森
NPO法人あしがらアートの森事務局・

中野 ☎090-5761-5548
日11月8日（日）・14日（土）・15日（日）
10:00～16:00

場時 旧南足柄市立北足柄中学校
バス　 大雄山駅から「内山」または「地

蔵堂」行きに乗車、「上庭」下車
後、徒歩

車　「県立21世紀の森」をめざし、案
 内板を参照

内場 あしがらアートの森・美術展
ホE http://art-no-mori.com/
関主 教育総務課

オンライン母親支援センター
（産前産後クラス）
NPO法人mama’s hug ☎20-6898
産前産後期のママから多く声が寄せら
れる、母乳やミルク・離乳食に関するこ
と、自分自身のメンタルの保ち方などの
不安や悩みに関する、オンライン講座を
開催します。
日①10月2日（金）②10月21日（水）
10:00～12:00

内場 ①10:00～母乳の話
10:40～ベビーマッサージ
 （タッチケア）
11:00～着替えの仕方、沐

もく

浴の話
11:30～質問・お悩みシェア

②10:00～お産の進み方
10:40～病院での過ごし方
11:00～抱っこの仕方
11:30～質問・お悩みシェア

申講 ホームページ内の申込フォームで
ホE  https://coubic.com/mamashug/
482313

関主 子育て政策課

子育て支援センター関連情報
ID P02036   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 ☎20-5155
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
現在、新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、当分の間、事前予約制と
しています。利用方法や、最新の情報に
ついて詳しくは、市ホームページをご覧
いただくか、利用を希望される各子育て
支援センターへお問い合わせください。
次の講座について、参加希望の人は各
子育て支援センターへお申し込みくだ
さい。
●専門職相談日
①小児科医師②臨床心理士
③管理栄養士
日①10月20日（火）13:30～15:30
②10月21日（水）10:00～12:00
③お問い合わせください。

場時 ①こゆるぎ②③マロニエ

①11/21（土）②22（日）
郷土研究会
ID P29948   郷土文化館 ☎23-1377
① 郷土研究講座
「小田原の考古学・縄文から古墳時代」
考古学の概説から小田原の縄文時
代、弥生時代、古墳時代について解説
します。
時期 14:00～17:00
場時 けやき3階視聴覚室

②郷土探究会
「小田原の考古学・久野丘陵を歩く」
久野丘陵で見つかった縄文時代から
古墳時代の遺跡について、現地を歩
きながら解説します。
時期 14:00～16:00
※雨天の場合、23日（祝）に延期

場時 久野丘陵
集合　足柄駅改札
解散　フラワーガーデン

①②共通
定対 30人・申込先着順
講額 大島慎一、土屋健作、吉野文

ふみ

彬
あき

（文化財課）
申講 前日までに、電話で

●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3日（土）～18日（日）
9:00～17:00

（18日は14:00まで）
出展　日本レミコ押し花学院

●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、

「ハロウィンスタンプを集めて、お
かしをもらおう!」を開催します。
土・日曜日には、「ハロウィンリー
ス作り」などのイベントを開催しま
す。

日 期10月17日（土）～31日（土）
●秋のローズフェスタ
秋バラの開花に伴い、バラのミス
ト、シュシュ、バスボム、練り香水作
り、バラ園ガイドツアーの他、11
月1日（日）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
トを開催します。バラの大苗の販
売も行います。

日 期  10月17日（土）～11月23日（祝）
●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します。小
田原産の有機野菜や原木しいた
けなど、地元の品物を多数用意し
ます。
日  11月7日（土）・14日（土）・21日
（土）10:00～15:00
※雨天中止、なくなり次第終了

フラワーガーデン
フラワーガーデン ☎34-2814
※ 月曜日休園（祝・休日の場合は開園し、
翌火曜日休園）

【湘南ベルマーレスポーツフェスタ
h
ホ ロ ホ ロ

oloholo朝市　同時開催】
●走り方教室
①小学1・2年生クラス
時期 10:00～11:00

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＆タグラグビー
教室
①年中・年長クラス
②小学1・2年生クラス
時期 13:30～15:00
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）
持費 運動靴、タオル、飲物

申講  10月7日（水）～11月5日（木）に、
ホームページの申請フォームで

【フリーマーケット出店者募集】
時期 9:30～15:30
※雨天時、8日（日）に延期

定対 50区画・申込先着順
※出店区画は50

費定 1区画・2,000円（3ｍx3ｍ）
申講  10月16日（金）9:00から、ホー
ムページの申請フォームで

※ 出店エリアへの車の乗り入れ
不可

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

11/7（土）
上府中公園まつり

上府中公園管理事務所 ☎42-5511
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高齢者インフルエンザ予防接種
ID P21169   健康づくり課 ☎47-0828
今年度も、高齢者インフルエンザ予防
接種の費用助成を実施します。また、今
年度に限り、対象年齢を60歳以上に拡
大します。詳しくは、７ページをご確認く
ださい。

がん集団検診（申込制）
ID P26522   申込 健康づくり課

☎47-4724 FAX47-0830
申講  電話、はがき、ファクスまたは市ホーム
ページ内の電子申請で

※ 時間や内容など
詳しくは、健康カ
レンダーを参照。

乳がん検診は、マンモグラフィ併用検診
（40歳以上の今年度偶数歳になる女
性）のみになります。

検診日・会場 胃がん
バリウム 乳がん 子宮

頸
けい

がん

10月16日（金）
小田原アリーナ1階 ○

10月22日（木）
小田原アリーナ1階 ○ ○

10月28日（水）
下中老人憩の家 ○

11月10日（火）
小田原アリーナ1階 ○

11月13日（金）
小田原アリーナ1階 ○ ○

スポーツ

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11:00～12:00
毎週水曜日19:00～20:00
毎週金曜日14:00～15:00
毎週日曜日11:00～12:00
※11月25日（水）を除く。

対内 高校生以上各日5人・申込先着順
申講 10月15日（木）9:00から
ホE  http://odawaraarena.main.jp/

②スポーツ会館
日11月5日（木）・28日（土）
14:00～15:00
11月18日（水）18:30～19:30

対内 高校生以上各日4人・申込先着順

小田原球場の一般開放日
申込 小田原球場 ☎42-5511

11月の一般開放日は、29日（日）です。
一般開放日の受付
申講 10月3日（土）～10日（土）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/

テニスガーデンテニス教室
小田原テニスガーデン ☎37-4712

週1回、月4回の月謝制のプロコーチに
よる硬式テニススクールです。現在、入
会キャンペーン実施中です。体験レッス
ンも随時受け付けています。
詳しくは、お問い合わせください。
ホE http://odawaraarena.main.jp/

健康運動教室
小田原アリーナ ☎38-1144

令和2年度第3期健康運動教室（約60
教室）を開講しています。
休んだ分を他の教室に振り替えられる
制度もあります。
詳しくは、ホームページまたは小田原ア
リーナ総合受付まで。
ホE http://odawaraarena.main.jp/

イースタンリーグ公式戦
上府中公園管理事務所 ☎42-5511
日  10月13日（火）18:00～試合開始予
定

内場  横浜DeNAベイスターズVS読売ジャ
イアンツ

費定  内野指定席（約800席販売予定）
大人：2,000円、
小人（中学生まで）：1,000円
※ チケットは前売り券にて発売中。詳
しくは、球団公式ホームページをご
覧ください。

ホE  http://www.baystars.co.jp/news/
2020/farm_09.php

健康

11月の乳幼児健診と相談
ID P14254   健康づくり課 ☎47-4722

※ 状況により、日程を変更する場合があ
ります。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。

「すこやか健康コーナーおだわら」
10・11月健康相談会
ID P23410   健康づくり課 ☎47-4724
健診結果などの相談を受け付けます。
●栄養相談（栄養士）　※要予約
日11月12日（木）9:00～12:00

●健康相談（保健師・看護師）
日10月28日（水）、11月25日（水）
13:00～16:00

場時  市役所2階すこやか健康コーナーお
だわら

保健福祉事務所の相談と検査
申込 小田原保健福祉事務所 ☎32-8000
●精神保健福祉相談
日10月20日（火）・22日（木）、
11月12日（木）13:30～16:30

●エイズ相談・検査
日10月21日（水）9:00～11:00

●認知症相談
日11月6日（金）13:30～16:30

場時 小田原合同庁舎4階
申講 各前日までに、電話で

献血
ID P17481   健康づくり課 ☎47-0828
日①10月4日（日）・11日（日）・18日（日）

10:00～12:00、13:30～16:00
②10月23日（金）
9:30～11:30

③10月25日（日）
10:00～12:00、13:30～16:00

場時 ①ダイナシティイースト
②市消防本部
③ フレスポ小田原シティーモール

健康カレンダーと併せてご覧ください。
ID P24735  

事業名 対象・実施日など

4か月児健診

乳幼児健診の対象者
には、個別通知にて
健診の日時をご案内
します。

1歳6か月児健診

2歳児歯科健診

3歳児健診

8～9か月児健診 取扱医療機関にて

いきいき親子育児相談 2日（電話申込制）

個別心理相談 就学前の親子
（電話申込制）

まちなか健康相談（予約不要）
ID P29379   健康づくり課 ☎47-4724
保健師などによる健康相談や、栄養士
による栄養相談などを行います。健診
結果を持参してください。
日①10月  6日（火）  9:30～11:00
②10月29日（木）13:30～15:00

場時 ①尊徳記念館視聴覚室
②JAかながわ西湘成田支店会議室

みんなで市民体操
「おだわら百彩」
ID P25379   申込 健康づくり課 ☎47-4724
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10月21日（水）、11月18日（水）
14:00～15:30

場時 いそしぎ2階トレーニングルーム
定対 各20人・申込先着順
持費 室内履き、飲み物、タオル
申講 前日までに、電話で
※体操ができる服装でお越しください。

10月1日（木）からロタウイルス
ワクチンが定期接種に
ID P20076   健康づくり課 ☎47-0828
ロタウイルス感染症は、感染力が非常
に強く、激しい下痢や嘔吐を起こす胃腸
炎です。ワクチンを接種することによっ
て、発症を減らし、重症化のほとんどを
予防します。
ワクチンは２種類あり、1回めに受けた
種類を最後まで接種します。
1回めは出生14週6日後までに接種し、
毎回次の接種まで27日以上あける必
要があります。
①ロタリックス（1価）
生後6週0日後から24週0日後まで
に、2回

②ロタテック（5価）
生後6週0日後から32週0日後まで
に、3回

場時 市内取扱医療機関
対内  令和2年8月1日以降に生まれた子ど
も

持費 母子健康手帳

●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・休日 
 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

内科、小児科、
耳鼻咽喉科、歯科 眼科

10月  4日（日） ○ ○

11日（日） ○

18日（日） ○ ○

25日（日） ○

11月  1日（日） ○ ○

3日（祝） ○

8日（日） ○

15日（日） ○ ○

電子申請はこちら▶ 

生涯のうち、日本人女性の9人に1
人が乳がんにかかるといわれ、本
市では女性のかかるがんで最も多
くなっています。しかし、定期的な自
己触診によってしこりや異変に気づ
き、自分で発見できる唯一のがんで
す。さらに検診などで早期発見・治
療することができます。40歳以上の
女性は、市の乳がん検診の対象で
す。定期的に検診を受けましょう。

10月はピンクリボン月間です
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小田原市の「働く場」。

これがわたしの
お仕事です

市内にある事業所の持つ魅力に、迫ります。

日本インジェクタ株式会社vol.08

今回紹介してもらうのは、植木大
ひ ろ

樹
き

さんです

● わたしと小田原
千代生まれ。高校卒業後の進路を悩んでいた時に教師に相談し、評判

がよく、家からも近い日本インジェクタ株式会社に就職しました。仲間と

飲みに行くときは小田原駅周辺が多く、特に、鳥ぎんはバイト経験もある

思い出の場所です。地元のバイク好きのメンバーで、近場のツーリングを

楽しめる環境も気に入っています。

ここがすごい！「唯一無二の信頼の製品を」
自社製品に一人ひとりが高いプラ

イドを持ち、社全体が一心となり品質管理

向上に努めています。不具合ゼロで、信頼

を積み重ねることで、他にはないオンリー

ワン製品が生まれると考えています。
※事業実施期間は令和４年３月まで
※一部アプリに対応していない機種もあります。

健診表の一例

「グッピーヘルスケア」のダウンロードはこちらから

　食べることは生きること。自分の歯で毎日食事

をおいしく食べることは、「こころ」と「からだ」の

健康を保ち、生活の質を高めることにつながりま

す。歯を失う２大原因は、歯周病と虫歯です。歯

周病は年齢とともに悪化し、40歳以降、急速に歯

が失われる原因となります。また、高齢者になる

と、虫歯で歯を失う人も増加していきます。歯周

病や虫歯の予防には、歯垢や歯石を定期的に取り除く必要があります。

また、喫煙や糖分の取り過ぎに注意し、ストレスなどの生活習慣の改善

や定期検診の受診が大切です。

　口腔ケアの基本は、自分自身で行う毎日のケア（セルフケア）と、歯科

医師・歯科衛生士によるケア（プロフェッショナルケア）です。定期的に歯

科医院を受診し、自身の歯と口の状態を確認しましょう。

　市では、今年度40・45・50・55・60・65・70・75・80歳に

なる人に、成人歯科健診の

受診券を送っています。ぜひ

受診券も活用しましょう。

健康が続くことは、幸せが続くこと。小田原市が株式会社グッピーズと

ともに実証実験を実施している「小田原市健幸ポイント事業」は、あな

たの健康幸せライフを応援します。

歯と口の健康を守ろう

「グッピーヘルスケア」の健診機能では、

血圧や心拍数などが毎日記録できます。

また、健康診断の結果を登録すると、健

幸ポイントが300ポイント獲得できます

（月1回のみ）。

グッピーで健康管理

世界が憧れるまち“小田原”
　近年、女性の活躍が社会的テーマになっています。これを背景に、自らの
意思によって職業生活を営む女性が、個性と能力を十分に発揮できる社会
をつくることを目的として平成２７年に「女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律（女性活躍推進法）」が制定されました。
　小田原市においては、この法律における市町村推進計画に位置づけた
「第２次おだわら男女共同参画プラン」を平成２８年３月に策定しました。ま
た、平成３０年度には「小田原市女性の活躍推進協議会」を立ち上げ、行政
と民間が連携して女性活躍推進に取り組む行動計画である「おだわら女性
活躍推進アクションプログラム」を今年２月に策定しました。このアクション
プログラムでは市内事業所における女性活躍の推進を図るため、女性が働
きやすい職場環境の整備に向けての意識啓発を行うとともに、キャリア支援
を行うこととしています。
　このように、国や支援機関などと連携しながら女性が活躍できる環境をつ
くろうと努力しておりますが、まだまだ取り組みを充実させなければなりませ

ん。そこで本年は、女性活躍に積極的に取り組んでいる市内の事業所を優
良企業として認定する制度をつくることにしました。多様な業種業態の事業
所が認定されることにより、次に続く事業所が現れることを期待します。な
お、１０月１日から制度の愛称募集が始まりますので、よろしくお願いします。
　そして将来は、優良企業を認定しなくとも、すべての事業所が当たり前の
ように女性が働きやすい環境となっていることを想像しています。もっと言え
ば、これまでの女性活躍とは、ある意味、男性社会からみた側面もあったか
もしれません。女性が活躍できる職業生活の環境整備を促進するにはどう
したらよいか、自問自答が続きます。多くの皆さんの意見を頂きながら進め
てまいります。
　本当の意味での女性の活躍が、生活の質の向上と、地域経済の好循環
という両輪を回す原動力となります。性別や人種、国籍、障がいの有無に
関係なく、誰もがその人のもつ個性を発揮できる社会を目指します。それも、
世界が憧れるまち“小田原”のひとつです。

● お仕事紹介
当社は、「インジェクタ」を主要製

品として製造しています。インジェク

タは、車やバイクなどに装着される、

走行状況に応じて最適な燃料を調

整して供給するためのパーツです。

小さい部品なので、外からは見えませんが、エンジンにガソリンを送り

込む、人間でいう心臓と同じような役割を持つ、非常に重要な部品です。

私の主な業務は、ライン管理で、機械は一緒に仕事をするパートナーで

す。常にベストな状態で稼働しているか、不具合はないかチェックして

います。加えて他のスタッフにも目を向け、自分も含め、体調管理には

常に気を配っています。

▲成人歯科健診
　受診券

9月1日現在　小田原市の人口 189,038人　82,195世帯 ©小田原市2020-10
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いつまでもおいしく食事が
できるように、定期的に
ケアをしないとね！

連 

載

け
ん
こ
う

に
っ
し

グッピーでハッピー 第6 回

健康づくり課  47-4723

小田原市長　守屋 輝彦

ここが
すごい！

企 業 名  日本インジェクタ株式会社
所 在 地  高田313




