
申込み・問合せ
TEL : 0465-24-6611 FAX : 0465-24-6633
MAIL : odawara@umeco.info

ＵＭＥＣＯカレンダー

会議室4月分の抽選、3月分まで
随時予約。
活動エリア1月分まで随時予約。

会議室5月分の抽選、4月分まで随
時予約。
活動エリア2月分まで随時予約。
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おだわら市⺠交流センターＵＭＥＣＯは、小田原市事業
協会・市⺠活動を⽀える会共同事業体が、小田原市の指
定管理者として、管理運営を⾏っています。

情報紙「ＵＭＥＣＯだより」№42
発 ⾏ おだわら市⺠交流センターＵＭＥＣＯ
発⾏日 2022年10月1日
編 集 小田原市事業協会・市⺠活動を⽀える会共同事業体

★ＵＭＥＣＯ企画展★
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★会議室の抽選・予約について★
【抽選スケジュール】抽選申込︓1日〜20日、抽選︓21日

確定処理︓21日〜25日（当選しても確定処理をしない場合は当選取消となります。）

休館日

ＦＭおだわら放送(10:15〜)
周波数87.9MHz

おもちゃ病院
(10:00〜11:30)

UMECO祭り

市⺠活動⼊門講座
アクティブサロン
ミナカイベント

おだわら市⺠交流センターＵＭＥＣＯ
〒250-0011小田原市栄町1－1－27  
TEL           0465-24-6611
HP http://umeco.info/
Facebook https://www.facebook.com/umeco.odawara/
Mail odawara@umeco.info

＊新型コロナウイルス等の影響により、イベントの延期・
中止もございます。詳しくは、UMECOまでお問い合わ
せください。(この予定は9月20日現在)

★企業とのネットワーク
「ミナカ⾦次郎広場でのイベント」★

小雪 11月22日(火)
紅葉が散り始める頃で、
いちょうや柑橘類は⻩
色く色づいてきます。

寒露 10月8日(土)
大気の状態が安定して
空気が澄んだ秋晴れの
日が多くなります。

霜降 10月23日(日)
秋が一段と深まり、朝
霜が⾒られる頃。山は
紅葉で彩られます。

⽴冬 11月7日(月)
朝夕冷え込み、日中の陽射
しも弱まって来て、冬が近
いことを感じさせる頃。

日時︓ 発表団体︓
10月15日(土) 14:00〜15:00 セレステ
11月19日(土) 14:00〜15:00 「夢⾒る⼤⼈」応援団
場所︓ミナカ小⽥原 ⾦次郎広場

★アクティブサロン★

31
10/

【UMECO交流エリア・活動エリア】
10月8日(土)9日(日)11︓00〜15︓00

「ソープカービング体験販売」
共催︓初めてのソープカービング

11月11日(⾦) 13︓00〜16︓00
「DVについてミニセミナーとパープルリボンを作ろう」

共催︓ミモザ

【多目的コーナー】
10月1日(土)〜12日(水)「花鳥風月写真展」

共催︓PhotClub天地
10月13日(木)〜23日(日)「第14回鉄道資料展」

共催︓小田原鉄道歴史研究会
10月24日(月)〜11月4日 (⾦)「小⽥原養護学校作品展」

共催︓神奈川県⽴小田原養護学校
11月11日(⾦)〜25日(⾦)「DV防止啓発展」

共催︓小田原市⼈権・男⼥共同参画課
【ホワイエ】

11月12日(土)〜16日(水)
「日中国交正常化50周年記念⻘少年書画展」

共催︓⻄湘日中友好協会
11月19日(土)〜24日(木)「ユニセフパネル展」

共催︓小田原ウイメンプラス

今年は に集合！

物販

ポスター展

スタンプラリー

体験講座

第６回UMECO祭りの様子



連載こらむ
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⼤外郭の会
山本篤志さんPart4

めざせ！大河ドラマ 北条五代の城をたずねる･4
「八王子城」東京都八王子市下恩方 国指定史跡 日本100名城
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おだわら市民交流センターＵＭＥＣＯ隣
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１１：００～２２:３０(定休日月曜日)

★お食事から宴会までご予算ご相談ください

〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-1-15
ショップ、施設の詳しい情報はこちら！

【https://www.minaka-odawara.jp/】

市民活動団体紹介

～未来へ向けて若者たちへのバトン～

NPO法⼈ SoELa

日時︓10月30日(日)10︓00〜12︓30
場所︓UMECO会議室１,２,３
参加費︓無料
第一部 基調講演「市⺠活動と私」

小⽥原短期⼤学学⻑ 吉⽥眞理⽒
第二部 マッチング交流会

市⺠の⽅々が⽣きがいをもち、活き活きとした社会⽣
活ができるよう、市⺠活動参加へのきっかけ作りとし
て市⺠活動⼊門講座を開催します。
第一部の基調講演に続き、第2部では市⺠活動(ボラン
ティア)に興味がある市⺠の⽅と、ボランティア会員
を募集している市⺠活動団体とのマッチング交流会
を⾏います。多くの⽅のご参加をお待ちしています︕

小田原市では市⺠活動を応援するため、市⺠
活動応援補助⾦交付団体を募集しています。
申請・相談の窓⼝は、市⺠活動を⽀援してい
るＵＭＥＣＯです。

募集期間︓令和４年10月1日(土)〜12月４日(日)まで
※提出日時については事前にご連絡ください。

対象団体︓小田原市を中⼼に市⺠活動を⾏い、今後も継続する⾒込み
の3⼈以上で構成する営利を目的としない団体

対象事業︓地域社会が抱える課題の解決に向けて団体が取り組む事業
応募方法︓ＵＭＥＣＯ窓口に直接

※詳しくはＵＭＥＣＯホームページまたは、ＵＭＥＣＯ、地域政策
課、市内公共施設で配布している「令和５年度小田原市市⺠活動
応援補助⾦応募の⼿引き」をご覧ください。

SoELaは、Social Entertainment Laboratoryの略で、社
会問題に無関⼼な⼈々をエンタテインメントの⼿法で啓発
し⾏動へと誘う活動を展開しています。
主な活動は、地球環境カードゲームマイアース(2008年慶
應大学の学⽣が開発)を活用した子供向け環境教育事業、
さらに学校⽀援事業、各種研修事業を実施しています。
2020年度から地域の⽣態系をマイアース化し地域の環境
教材の制作を開始、小田原、箱根の⽣態系をマイアース化
するにあたりUMECOを通じ小田原近隣の⽅々の協⼒体制
を構築しました。

⼆年連続でやむなく中⽌となった「夏休
みボランティア体験学習」ですが、今年
は三年ぶりに実施することができました。
21団体にボランティア受⼊れのご協⼒
をいただき、中高⽣を中⼼に延べ146名
の⽅が参加しました。
来年もご参加お待ちしています︕

体験者の感想
（一部抜粋）

社会に役立つ活動や、
地域を盛り上げる活動
がしたいな。

一緒に活動してくれ
る新しい仲間と出会
えるかな。

市民活動に興味
がある方と、市民
活動団体との
出会いの場です。

また、皆様からの寄付⾦を
財源としたＵＭＥＣＯ市⺠
活動応援補助⾦の交付団体
もあわせて募集します。
皆さんのご応募をお待ちし
ています。

7月24日(日)に、UMECO会議室にてパートナーシップ
ミーティング2022を開催しました。「今取り組もう︕環
境問題」のテーマのもと、学⽣・市⺠活動団体・企業の皆
さんが集まり、団体発表やグループワークを通して協働の
可能性をさぐりました。
会の前半では、一般企業２つ、市⺠活動団体４つ、高等学
校２つの発表があり、それぞれの団体が様々なアプローチ
の仕⽅で熱⼼に環境問題に取り組んでいる様子をうかがう

ことができました。
後半のグループワークの中では、団体間での協⼒・協働の
話題が多くのグループで盛り上がり、今後の活動がより幅
広いものになる可能性が感じられました。
また、「未来へ向けて若者たちへのバトン」の副題にふさ
わしく、学⽣さんの発表や積極的な発⾔がひかり、若者の
頼もしさを感じられる会になりました。

【⽴地】
⼋王子市⻄部の北浅川と城山川に挟ま
れた標高460mの深沢山周辺に展開す
るとても大きな山城です。また、南に
は甲州街道、北側の搦め⼿⽅⾯には陣
馬街道といった甲斐国(山梨県)への街
道を抑える位置に⼋王子城はあります。

【遺構】
麓の御主殿地区は主殿など礎石建物、登城
⼝、曳橋など戦国時代の遺構が発掘調査に
より明らかになり整備されています。
要害地区の山城に関しては大規模な堀切や
一部で石垣が⾒られるなど戦国時代の遺構
がそのまま残ります。また、高尾山からの
ハイキングコースとしても⼈気です。

【アクセス】
JR高尾駅北⼝1番
バス停より
「霊園前・⼋王子
城跡⼊⼝」下⾞
徒歩約20分。

【歴史】
三代北条⽒康の三男北条⽒照が滝
山城から本拠地を移転し築城した
城です。近年の研究では天正10年
(1582)２月から築城が開始され、
同15年(1587)3月以降使用されて
いたと考えられています。
天正18年(1590)、小田原合戦時
では城主⽒照が小田原城に在城し
たため、城代ほか将兵、領⺠を加
えた約３千⼈が籠りましたが、豊
⾂秀吉は上杉景勝・前田利家・真
田昌幸らを送り込み、たった1日
で落城、廃城になりました。

大堀切曳橋

たくさんのご参加
ありがとうございました！

＠odawara city umemaru

野⽣のメダカを守る活動 交流会の準備、受付などのお⼿伝い 海岸清掃

☆初めて会った子とも仲良くなれたし、普
段体験できないことができて良かった。

☆初めてのボランティア活動で緊張してい
ましたが、活動していって楽しくなりま
した。また参加したいです。

☆誰かのために⾏動する大切さ、達成
感、コミュニケーション能⼒を向上
させることができたと思う。

☆外来種の問題など、身近に感じ、取
り組みを知れてよかったです。これ
からの⾏動、あらためて考えます。

０円ショップのお⼿伝い

ボランティアで
笑顔あふれる住みよい街に！

市民活動
入門講座

※UMECO窓⼝、ホームページ、電話、FAXにてお申込み下さい。

小田原市との連携による相模
湾パッケージ、箱根町との連
携による箱根パッケージを制
作、教育施設へ寄付する他、
小田原市内で販売し、売り上
げの一部を小田原市の環境活
動団体に寄付します。
また、本プロジェクトは大学
⽣が主導しており、函嶺⽩百
合学園⽣徒会が制作を担当、蒲鉾協同組合、新江ノ島水
族館、フレスポ小田原シティモール等で中学⽣、高校⽣、
大学⽣が中⼼となって体験会を開催しています。

さらに12月には小田原市で
環境イベントを開催予定で
す。川崎の団体が小田原に
いただいたご縁、今後とも
マイアースを通じ子供達の
環境教育、地域活性化を展
開してまいります。

(⽂︓代表 岡部佳⽂さん)

地球環境カードマイアース

体験会の様子

※原⽂のまま記載


