
分　野 № 出　前　講　座　名 サ ブ タ イ ト ル 担当課等

文　学 1 小田原の文学者たち 小田原文学館へのいざない 図書館

2 道具から知る 昔のくらし
道具を通して分かる昔のくらしを学芸員と一
緒に学ぼう

郷土文化館

3
「小田原の宝」から知る
　　　地域の魅力【新規】

郷土文化館

4 市政に活かす報徳仕法
人や地域の「徳」を活かしたまちづくりのた
めに

尊徳記念館

5 小田原城・石垣山 小田原城・石垣山一夜城の発掘調査 文化財課

6 小田原の遺跡と出土品 文化財課

7 早川石丁場群関白沢支群 文化財課

語学・
国際交流

8 小田原市の国際交流事業 文化政策課

美　術 9
見て学ぼう！
　　　美術作品の楽しみ方

郷土文化館

10 健診（検診）のしくみについて
あなた自身とあなたの大切な人のために
年に一度健診（検診）を受けましょう

健康づくり課

11 健康寿命を伸ばそう① 小田原市の健康事情 健康づくり課

12 健康寿命を伸ばそう② 血管を若く保つコツ！（動脈硬化の予防） 健康づくり課

13 健康寿命を伸ばそう③ なぜ適塩なのか？ 健康づくり課

14 健康寿命を伸ばそう④ 脳血管疾患予防について 健康づくり課

15 健康寿命を伸ばそう⑤
吸わない人にも知ってほしい。たばこ依存の
しくみ

健康づくり課

16 健康寿命を伸ばそう⑥ 市民体操「おだわら百彩」（運動実技） 健康づくり課

17
ゲートキーパー（こころサポー
ター）養成研修

誰も自殺に追い込まれることのない小田原を
目指して

健康づくり課

18 幼児期から学童期の食生活 食と健康 健康づくり課

19 感染症から身を守ろう
市立病院感染症管理認定看護師からの耳寄り
な情報

市立病院看護部

20
認知症について
　　　正しく理解しよう

市立病院認知症看護認定看護師からの耳寄り
な情報

市立病院看護部

21
環境にやさしい
　　　　まちづくりについて

環境共生都市を目指して 環境基本計画を考える 環境政策課

22 ごみの減量とリサイクル ごみ処理の現状と循環型社会を目指した取組 環境政策課

23
エネルギーの地域自給に向けた
　　小田原市の取組について

持続可能なまちを目指して エネルギー政策推進課

24 まちの美化について みんなの意識できれいな小田原 環境保護課

25
酒匂川水系の
　　　メダカの保全について

メダカを保全し、小田原の豊かな自然環境を
守ろう“そっとのぞいて　みてごらん”

環境保護課

26
市の鳥・コアジサシの
　　　保全について

コアジサシが、いつまでも酒匂川に飛来する
ように！

環境保護課

27
ごみの分別と
　　　ごみ収集車の仕組み

ごみ出しルールを守りましょう 環境事業センター

28 人権講座 人権って何だろう 人権・男女共同参画課

29 男性のための男女共同参画講座
男もつらいよ。「らしさ」にとらわれない生
き方を見つけよう

人権・男女共同参画課

　　生涯学習きらめき出前講座一覧　　　　　　　　
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分　野 № 出　前　講　座　名 サ ブ タ イ ト ル 担当課等

30 仕事と生活の調和を目指して 実践！ワーク・ライフ・バランス 人権・男女共同参画課

31 女性のエンパワーメント 身近なところから始まる女性の一歩 人権・男女共同参画課

32 ストップ the ＤＶ講座Ⅰ
知っていますか？ドメスティックバイオレン
ス（ＤＶ）のこと 基礎編

人権・男女共同参画課

33 ストップ the ＤＶ講座Ⅱ
知っていますか？ドメスティックバイオレン
ス（ＤＶ）のこと 上級編

人権・男女共同参画課

34 ストップ the デートＤＶ講座 知っていますか？デートＤＶのこと 人権・男女共同参画課

35 ＪＫビジネスって何？講座 実はあなたの身近に潜んでいるキケン 人権・男女共同参画課

36 LGBT講座 LGBTのこと、知っていますか 人権・男女共同参画課

37 体験学習のすすめ 青少年課で行っている体験学習事業の紹介 青少年課

38 家庭教育講座 豊かな人間性を育む家庭教育 生涯学習センターけやき

39 ケアタウン構想の推進について 地域で支え合う福祉社会を築くために 福祉政策課

40 おだわら高齢者福祉介護計画
「ともに生きる活力ある長寿・福祉社会」
（ケアタウンおだわら）をめざして

高齢介護課

41 認知症サポーター養成講座 認知症を知る 高齢介護課

42 地域包括支援センターについて
地域の高齢者が安心して暮らせるまちをめざ
して活動している拠点です

高齢介護課

43 地域で防ぐ！高齢者虐待 高齢者虐待のないまちをめざして 高齢介護課

44
介護予防・日常生活支援総合事
業等について

介護予防と、高齢者の日常生活の支援を充実
するための制度です

高齢介護課

45 介護保険制度について 高齢介護課

46
アクティブシニア応援ポイント
事業

ボランティアポイント制度を利用して楽しく
活動しませんか

高齢介護課

47
「最期まで自宅で暮らす」とい
うこと

どこで、どう人生に幕を閉じるのか、意思決
定や看取りについて話し合ってみませんか？

高齢介護課

48 障がい者福祉について 障がい福祉課

49 障がい者虐待の防止について 障がい福祉課

50 知ってて安心！国民健康保険 国民健康保険制度について学んでみませんか？ 保険課

51
ご存知ですか？
　　　後期高齢者医療制度

高齢者の医療保険制度について 保険課

52 国民年金制度について 将来の安心を支える国民年金 保険課

53
地震や風水害などの
　　　災害に備えて

地域の危険を知り、各家庭や地域での防災対
策について考えます

防災対策課

54
災害対応ワークショップ
「クロスロードカードゲーム」

楽しみながら身に付く災害対応能力 防災対策課

55 わが家の耐震診断 誰でもできる木造住宅の耐震診断と耐震知識 建築指導課

56 防火対策について
自分の身は自分で守る！！今日からできる防
火対策！！

消防本部 予防課

57 消費生活講座
なるほど・なっとく！
“学び・役立てる『くらしの知識』”

地域安全課

58
第5次小田原市総合計画「おだ
わらTRYプラン」について

企画政策課

59
プロダクティブ・エイジング推
進事業について

シニアが元気なまちづくり 企画政策課
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分　野 № 出　前　講　座　名 サ ブ タ イ ト ル 担当課等

60 行財政改革について 企画政策課

61 公共施設マネジメントについて みんなで考えよう 次世代へつなぐまちづくり 公共施設マネジメント課

62
小田原市の情報公開制度と
個人情報保護制度について

市民の知る権利・市の説明責任、基本的人権
の擁護とは

総務課

63 小田原市の財政事情 小田原市の台所事情 財政課

64 市税について わたしたちの暮らしと税金 市税総務課ほか

65 みんなでみんなのまちづくり 地域コミュニティ編 地域政策課

66 みんなでみんなのまちづくり 市民活動編 地域政策課

67 小田原市立地適正化計画について
人口減少・少子高齢社会に備えるためのまち
づくり

都市政策課

68 小田原市の都市計画 都市計画課

69 地区計画のはなし 実践編 都市計画課

70 小田原市の景観まちづくり 良好な景観形成への取組を実施しています まちづくり交通課

71 小田原市の歴史まちづくり
小田原固有の歴史資源を守り育て、次世代へ
伝えていくための取組

まちづくり交通課

72 小田原市の公共交通
小田原市の公共交通の特性・公共交通利用の
大切さ

まちづくり交通課

73 道路のはなし
道路や橋は、どうやって出来るの？出来た道
路や橋は、どうやって維持管理するの？

道水路整備課

74 小田原の河川について 河川・水路の役割や今後の取り組みについて 道水路整備課

75 下水道事業について 下水道事業の役割と下水道使用料の使われ方 下水道総務課

76 水道事業について 水道事業の概要について 水道局 営業課

77 小田原の水道水について 水道局水質管理課

78 やさしい選挙のはなし【新規】 投票はわたしの声を届ける第１歩 選挙管理委員会

79 小田原の地場産業 産業政策課

80 小田原の観光 観光課

81 小田原の農産物 地場の野菜を食べていますか？ 農政課

82 小田原の森林・林業・木材産業 木づかいのまちおだわら 農政課

83 「水産市場」のおはなし 「うおいちば」ってどんなとこ？ 水産海浜課
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分　野 № 体　験　学　習　名 サ ブ タ イ ト ル 担当課等

文　学 1 小田原の文学者たち 小田原文学館展示解説 図書館

2 小田原の遺跡探訪 文化財課

3 博物館を１０倍楽しむ方法 学芸員が教える郷土文化館・松永記念館の魅力 郷土文化館

4
尊徳記念館、
　　　裏側まで見せます！

尊徳記念館って、どんなところ？ 尊徳記念館

5 保育体験 乳幼児とのふれあい交流 保育課

6 生涯学習センターけやきの役割 生涯学習センターけやきはどんなところ？ 生涯学習センターけやき

7 図書館で調べる学習 調べる学習に役立つ図書館の使い方 図書館

8 図書館サービスについて もっと身近に図書館を 図書館

福　祉 9 障がい者福祉施設について 障がい福祉課

防災・安全 10 初期消火体験 あなたもひとりのファイヤーマン 小田原消防署警防第1･2課

まちづくり 11
下水道施設の見学と維持管理体験
【新規】

暮らしを支える下水道のしくみ 下水道整備課

　　生涯学習きらめき体験学習一覧　　　　　　　　
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※「ニュースポーツ」につきましては、直接体育協会（☎３８－３３１０）にお問い合わせください。
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