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５．施設情報 
●生涯学習センター関連 

●公共施設 

●地区公民館 

●民間学習・文化施設 

●公共・民間スポーツ施設 

●学校開放施設 

●会議室を見つけるページ 
 

 

 

 

 

Facilities 

 

 

 

 
●施設名称の記載番号は巻末の生涯学習施設マップの番号と対応しています。 

   

●小田原市公共施設予約システム  

【URL】 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/yoyaku.html 



■生涯学習センター

名　　称 巻末地
図番号 所在地・電話番号 施　　設　　概　　要

本館（けやき） 1
荻窪300
35-5300

●市民の生涯学習活動や文化活動の中心施設
●施設　504人収容のホール、大会議室、視聴覚室（Wi-Fi利用可）、図書室、和室、茶室、調理
   実習室、美術工芸室、炉室など
●利用時間　午前9時～午後9時30分（図書室は午後5時まで）
●申込方法
   団体の種類、使用目的により受付開始日が異なるため、要問い合わせ
●休館日　毎月第4月曜日、年末年始（12月28日～1月3日）
●アクセス　小田原駅から徒歩15分/同東口・西口からバス「市役所前」下車徒歩1分/
   小田急線・足柄駅から徒歩15分/大雄山線・井細田駅から徒歩15分

国府津学習館 2
国府津2485-1
48-2035

●川東地区の生涯学習活動の中心施設
●施設　図書室や会議室、実習室、和室など
●利用時間　午前9時～午後9時30分（図書室は午後5時まで）
●申込方法
   団体の種類、使用目的により受付開始日が異なるため、要問い合わせ
●休館日　毎月第4月曜日、年末年始（12月28日～1月3日）
●アクセス　JR国府津駅から徒歩15分/同バス「国府津小学校前」下車徒歩2分

■公共施設

名　　称 巻末地
図番号 所在地・電話番号 施　　設　　概　　要

いこいの森 3
久野4294-1
24-3785

●森林や渓流と身近に接することができる恵まれた自然環境の中にある本格的な森林
   レクリエーション施設　キャンプ場、バーベキュー場、バードゴルフ、フォレストバイク、
   運動広場、コワーキングスペースなど
●利用時間　午前9時～午後8時
●有料施設　キャンプ場（オートサイト、バンガロー）、バーベキュー場、バードゴルフ、フォレスト
   バイク、運動広場、多目的ホール、コワーキングスペース、駐車場など
●休園日　木曜日（キャンプ場は、春休み、夏休み、ゴールデンウィーク、年末年始は無休） 
●アクセス　小田原駅西口からバス「いこいの森(わんぱくらんど)行き」終点下車すぐ
●駐車場　約40台（市民510円、市外の方1,010円）

石垣山一夜城 4

早川字地内
23-1373
（小田原城総合管理
事務所）

●豊臣秀吉が小田原城攻めの本営として総石垣の城を築いたことから、石垣山さらにその後、
   「一夜城」と呼ばれ、古城址として市民に親しまれてきました。現在、二の丸跡を芝生広場とし、
   園路を造り各曲輪跡を結び、展望台や四阿などを設置、眼下には小田原城、市街、足柄平
   野、相模湾、遠くには三浦半島や房総半島を望みます。
●アクセス　JR早川駅から徒歩40分/箱根登山鉄道入生田駅から徒歩50分

小田原こどもの
森公園わんぱく
らんど

5
久野4377-1
24-3189
（管理事務所）

●自然の中で遊びに熱中できる感動と発見の公園で小田原城アドベンチャー、ターザン
　 ロープ、コスモワールド、カラカラの森、ローラー滑り台などの遊具が多数あります。
●有料施設　こども列車、ロードトレイン（いずれも片道大人300円、小学生以下100円、幼児無
   料）、駐車場［普通車1日］一般1010円  小田原市民510円(要確認証明証)［バス1日・要予約］
   一般2030円 小田原市民・市内団体1030円
●開館時間   午前9時～午後4時30分
●休園日   毎週月曜日（月曜日が祝休日の場合はその翌日）、祝休日の翌日、年末
   年始　（12月28日～1月3日）
●アクセス　小田原駅西口からバス「いこいの森(わんぱくらんど)行き」終点下車すぐ

小田原市生きが
いふれあいセン
ターいそしぎ

6
酒匂2-32-15
49-2330

●高齢者の健康増進、技能訓練、生涯学習や趣味を通じての社会参加及び世代交流
   の拠点施設で技能訓練室、工芸室、炉室、体育室、トレーニングルーム、高齢者の
   同好会の作品等を展示する展示ホール、視聴覚設備のある会議室、講習室、和室、
   茶室などで利用には団体登録が必要です。
●利用時間　午前9時～午後9時30分
●貸室申込方法　施設予約システムによる　利用日の3ヶ月前の1日から20日まで、抽
   選申込み受付　利用日の2ヶ月前の1日から、抽選後の空き施設を随時予約（先着順）
●休館日　年末年始（12月29日から1月3日まで）
●アクセス　JR鴨宮駅から徒歩15分/小田原駅東口またはJR国府津駅からバス「酒匂中学」
   下車徒歩5分/小田原駅東口からバス「保健センター入口」下車徒歩3分

小田原三の丸
ホール

7
本町1-7-50
20-4152
http://ooo-hall.jp

●2021年9月に開館した新たな文化芸術創造活動の拠点となる施設で、定員1,105人の
   大ホールと定員296人の小ホール、スタジオ、展示室、ギャラリー回廊、練習室を備えます。
●申込方法　使用する日の12ヵ月前の初日～10日に抽選申込受付
　（練習室は6ヵ月前）　詳細は要問い合わせ
●開館時間　午前9時～午後10時
●休館日　毎月第1月曜日及び第3月曜日（その日が祝日にあたるときは翌日以降の平日）、
　 年末年始（12月29日～1月3日）　
●アクセス　小田原駅から徒歩13分・一般駐車場はありません。
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名　　称 巻末地
図番号 所在地・電話番号 施　　設　　概　　要

小田原市梅の里
センター

8
曽我別所807-17
42-5321

●地域の特産である梅を生かした地域づくりを図るための梅の里地区拠点施設で梅酒・
   梅干し等の展示や説明パネルによる梅の里の紹介、体験加工室、各会議室があり、
   会議・研修活動の場としても利用可能。農産物等の販売コーナーがあります。
●施設　大会議室（定員150名）、Ａ会議室（定員18名）、Ｂ会議室（定員24名）、和室
   （18畳）、体験加工室（調理台7台）
●休館日　年末年始（12月29日～1月3日）
●開館時間　午前9時～午後9時30分（夜間利用の予約がない場合は午後5時）
●貸室申込方法　施設予約システムによる。利用の日の4ヶ月前の1日から20日まで、
   抽選申込み受付。利用日の3ヶ月前の1日から、抽選後の空き施設を随時予約
   （先着順）
●利用料金　施設・時間により異なるため、要問い合わせ
●駐車場　54台
●アクセス　JR下曽我駅下車すぐ

小田原市
梅の里センター
分館曽我みのり
館

9
上曽我2984
42-5320

●梅その他の地域の農産物を利用して地域の活性化を図るための中核施設でホール、
   会議室、調理実習室などがあります。
●休館日　年末年始（12月29日～1月3日）
●開館時間　午前9時～午後9時30分（夜間利用の予約がない場合は午後5時）
●申込方法　使用する日の4ヶ月前の月の初日から受付
●利用料金　施設・時間により異なるため、要問い合わせ
●駐車場　29台
●アクセス　JR下曽我駅から徒歩20分

小田原市
観光交流セン
ター

10
本町1-7-50
46-8403

●令和3年7月下旬に開館
●小田原城正規登城ルートの玄関口となる馬出門に面し、三の丸ホールに隣接する
   観光拠点施設。観光案内、カフェ、イベントスペース、にぎわい広場などがあります。
●休館日　年末年始（12月29日～1月3日）　※臨時休館有り
●開館時間　午前9時～午後5時（カフェは午前10時～午後5時）
●申込方法　（小田原市公共施設予約システムで予約してください。にぎわい広場は要電話連
　 絡）（イベントスペース、にぎわい広場）使用する日の3ケ月前の月の初日から受付
　（開館初年度のみ開館日から受け付け開始）
●駐車場　18台（有料）
●アクセス　小田原駅東口から徒歩13分

小田原市保健
センター

6
酒匂2-32-16
47-1231

●健康教室や健康相談、乳幼児健診などを行うほか、休日・夜間急患診療所も併設し
   会議室、研修室、調理実習室などはみなさんの保健活動などに利用可。ただし、空
   いていれば、保健活動以外でも利用できます。
   土・日曜日 、祝日、年末年始を除く毎日午前8時30分～午後5時15分には保健師が
   健康相談に応じます。
●利用時間　午前9時～午後9時30分
●申込方法　保健活動で利用するときは利用月の3ヶ月前の初日から、それ以外のと
   きは利用月の2ヶ月前の初日から受付
●休館日　年末年始（12月29日～1月3日） ※臨時休館あり
●アクセス　JR鴨宮駅南口から徒歩15分/小田原駅東口またはJR国府津駅からバス
   「酒匂中学」下車徒歩5分/小田原駅東口からバス「保健センター入口」下車徒歩3分

おだわら市民交
流センター　
ＵＭＥＣＯ

11
栄町1-1-27
24-6611

●市民や市民活動団体、事業者など、様々な人が交流・連携する施設として、「つなが
   る」を基本コンセプトに様々な事業を実施し会議室（有料）や活動エリア、交流エリア
   などを備えています。
●開館時間　午前9時～午後9時30分（会議室・活動エリアの使用は午後9時まで）
●休館日　毎月第1月曜日（祝休日の場合は、その日以降の最初の平日）、年末年始
   （12月29日～1月3日）
●施設の内容   会議室11室、市民活動プラザ（活動エリア・交流エリア）、多目的コーナー、授乳
   室、告知スペース、キッズスペース、ロッカー（有料）、印刷室、コピー、Wi-Fiなど
●申込方法（小田原市公共施設予約システムで予約してください。）
   会議室：利用日の6ヶ月前の1日から20日まで抽選申込み受付　5ヶ月前の1日から
   随時予約受付　  （先行予約については、条件があるため、要問い合わせ）
   活動エリア:登録団体は、利用日の3ヶ月前の1日から随時予約受付
   ※交流エリアは直接窓口にお越しください。
●アクセス　小田原駅東口から徒歩3分

小田原宿なりわ
い交流館

12
本町3-6-23
20-0515

●1階：観光案内・お休み処（畳１5畳分）お茶の無料サービスあり、街かど博物館をはじ
   め市内各旧跡等観光情報のパンフレットの配布や案内をしています。
   2階：イベント会場板の間（27畳分）　地場産業の情報発信や生涯学習､各種イベント
   会場として利用可（事前予約制）
●開館時間　午前10時～午後7時（4月～10月）  午前10時～午後6時（11月～3月）
●休館日　12月31日（臨時休館日あり）
●入場料　無料
●問い合わせ先　商業振興課　33-1511
●アクセス　小田原駅から徒歩15分
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名　　称 巻末地
図番号 所在地・電話番号 施　　設　　概　　要

小田原城址公園
（遊園地）

13
城内3-22
22-3417

●天守閣が建つ本丸を中心とした城址公園で園内にはこども遊園地があり、また桜、
   つつじ、藤、花菖蒲の名所としても知られる市民の憩いの場です。
●利用時間　公園：終日開放、遊園地：午前9時から午後4時30分改札まで
●休園日　公園：無休、遊園地：12月31日～1月1日、点検日（月1～3回）
●アクセス　小田原駅東口から徒歩10分

小田原城天守閣 13
城内6-1
22-3818

●甲冑や刀剣、絵図・古文書、考古資料など、小田原城や小田原北条氏の歴史を伝え
   る資料を展示し最上階には、武士の守護神として信仰された摩利支天像を祀る空間
   を再現しています。
●利用時間　天守閣：午前9時～午後5時(入館は午後4時30分まで）
●入館料　大人510円、小・中学生200円
●休館日　12月第2水曜日、12月31日～1月1日
●アクセス　小田原駅東口から徒歩10分
●運営者　一般社団法人小田原市観光協会

常盤木門 
SAMURAI館

13
城内6-1
22-3818

●一般社団法人日本武具甲冑保存会の協力を得て、同会会員が所蔵する甲冑や、
   刀剣などの武具に特化した展示を行い、武士の精神性や武具の美術性を紹介
●利用時間　午前9時～午後5時(入館は午後4時30分まで）
●入館料　大人200円、小・中学生60円
●休館日　12月31日～1月1日
●アクセス　小田原駅東口から徒歩10分
●運営者　一般社団法人小田原市観光協会

漁港の駅
TOTOCO小田原

14
早川1-28
20-6336

●相模湾に育まれた魚の魅力を発信する交流の場で食事処では、水揚げされたばかりの魚介
　 類が楽しめ、お土産に最適な水産加工品、さらには地場の農産物なども販売し港町小田原の
   さらなる水産振興に向け、にぎわいの場としての役割を担っています。
●休館日　1月1日　※臨時休館・開館あり
●営業時間　1階　午前9時～午後5時  2階・3階午前10時～午後5時（ラストオーダー午後4時）
　 ※営業時間は季節によって変更になる可能性があります。
　 ※多目的室　2階多目的室は午前9時～午後9時使用可能（要予約、調理室機能あり）
●アクセス　JR東海道本線早川駅から徒歩10分
●駐車場等　駐車場166台　バイク駐輪場15台

小田原市立中央
図書館　
（かもめ）

15
南鴨宮1-5-30
49-7800

●図書の閲覧・貸出
●視聴覚資料の閲覧・貸出
●旧市立図書館で収集・保存してきた特別収書などの貴重な地域資料の閲覧・
    撮影・特別利用等
●開館時間　午前9時～午後7時（土・日曜日、祝日及び地域資料・視聴覚コーナーは
    午後5時まで）
●休館日　毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日にあたる場合は翌平日）、
   年末年始（12月28日～1月3日）、特別整理期間
●アクセス　JR鴨宮駅から徒歩10分

小田原市立小田
原駅東口図書館

16
栄町1-1-15
ミナカ小田原6階
20-5577

●2020年10月にオープンした図書館でおだぴよ子育て支援センターと隣接し、子育て
    世代も利用しやすくなっています。
●図書の閲覧・貸出のほか、おだわら情報コーナー、お城の見えるテラス、予約した資料
    をセルフサービスで受け取ることができるコーナーもあります。
●開館時間　午前9時～午後9時（土・日曜日、祝日は午後6時まで）
●休館日　毎月第4月曜日（第4月曜日が祝日・振替休日にあたる場合は翌平日）、年末年始
   （12月28日～1月3日）、特別整理期間
●アクセス　JR小田原駅から徒歩5分

小田原フラワー
ガーデン

17
久野3798-5
34-2814

●施設のメインとなる「トロピカルドーム温室」は熱帯、亜熱帯植物約300種を植栽展示する
   直径40ｍの大温室で、ごみの焼却施設の余熱を利用　その他、研修室、視聴覚室、
   展示室、フラワーショップ、カフェなどがあります。
●開園時間　午前9時～午後5時、トロピカルドーム温室は午前9時00分～閉園30分
   前まで
●休園日　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開園）、祝日等の翌日（その日が土曜
   日、日曜日、祝日等の場合は開園）、年末年始（12月29日～1月3日）
●トロピカルドーム入館料　大人（15歳以上）…200円（160円）、小人（小・中学生）…
   100円（80円）　※（　）内は20人以上の団体の場合
●アクセス　大雄山線飯田岡駅から徒歩20分(約1.6kmの上り坂)/小田原駅東口から
   バス「県立諏訪の原公園・フラワーガーデン行き」乗車「フラワーガーデン前」下車すぐ
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名　　称 巻末地
図番号 所在地・電話番号 施　　設　　概　　要

小田原文学館 18
南町2-3-4
22-9881

●北村透谷、尾崎一雄、川崎長太郎などの小田原出身の文学者や、北原白秋、谷崎
   潤一郎などの小田原ゆかりの文学者の貴重な原稿や遺品・写真を展示し建物は、明治時代に
   活躍した宮廷政治家田中光顕の別邸で、国登録有形文化財です。
●開館時間　3月～10月　午前10時～午後5時　（入館は午後4時30分まで）
                 11月～ 2月   午前10時～午後4時30分（入館は午後4時まで）
●観覧料　大人　250円（180円）　小・中学生　100円（70円）
   ※ （　）内は20人以上の団体の場合
●休館日　月曜日（休日にあたる場合は翌平日）、年末年始（12月28日～1月3日）
   ※臨時休館あり
●アクセス　小田原駅東口から徒歩20分/同バス「箱根口」下車徒歩5分
●駐車場　７台

小田原城
NINJA館
（歴史見聞館）

19
城内3-71
22-3818

●小田原北条氏の歴史や風魔忍者について学ぶとともに、最新のデジタル技術を駆
   使した映像や体験型の展示手法を採用し展示や上映プログラムには外国語の
   案内表示も取入れるなど、子どもから外国人まで幅広い層が楽しめる施設です。
●利用時間　午前9時～午後5時(入館は午後4時30分まで）
●入館料　大人310円、小・中学生100円
●休館日　12月31日～1月1日
　 ※新型コロナウイルスの影響で変則的な開館となっています。
　 来館前にホームページでご確認ください。
●アクセス　小田原駅東口から徒歩10分
●運営者　一般社団法人小田原市観光協会

郷土文化館
分館松永記念館

20
21

城内7-8
23-1377
（郷土文化館）
板橋941-1
22-3635
（松永記念館）

●郷土文化館は、市の博物館施設として、郷土「小田原」に関する歴史、民俗、自然
   科学資料などの収集・保管・展示をはじめ、調査研究、普及活動を行っています。
●松永記念館は、松永安左ヱ門（耳庵）ゆかりの資料の公開、特別展の開催のほか、
   耳庵が晩年を過ごした居宅「老欅荘」や野崎廣太（幻庵）の茶室「葉雨庵」などの
   敷地内の貴重な建物を一般見学･利用できるよう開放しています。
   ※貸室利用などの詳細は要問い合わせ
●開館時間   午前9時～午後5時
●休館日　郷土文化館・松永記念館とも　年末年始（12月28日～1月3日）
   ※臨時休館あり
●アクセス
　【郷土文化館】小田原駅から徒歩15分
　【松永記念館】箱根登山線箱根板橋駅から徒歩10分/小田原駅東口からバス
                      「上板橋」下車徒歩6分または「板橋」下車徒歩10分

下水道コミュニ
ティ－ホ－ル
かるがも

22
南鴨宮2-27-1
47-0575

●下水道に関わる理解、知識及び教養を高めることを目的とした施設です。
●開館時間　午前9時～午後9時
●休館日　月曜日、国民の祝日の翌日、年末年始（12月29日～1月3日）
●アクセス　JR鴨宮駅から徒歩10分

神奈川県中小企
業支援課小田原
駐在事務所
（工芸技術所）

23
久野621
35-3557

●木工事業者を対象にものづくりに必要な木工用機械の利用及び新商品の試作開発等の支援
　 をおこなっています。
●アクセス　小田急線足柄駅から徒歩約16分または大雄山線井細田駅から徒歩約13分/小田
　 原駅西口2番乗り場より伊豆箱根バス 兎河原循環・久野車庫行、「久野車庫前」下車すぐ

県立生命の星・
地球博物館

24
入生田499
21-1515

●地球誕生から神奈川の自然までを総合的にとらえ、「見て、触れて、体感できる」博物館です。
　 視覚障がい者のための誘導、案内ボランティアや展示解説ボランティアが活動しています。
●開館時間　午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで）
●観覧料　20歳以上：520円（410円）､学生・20歳未満：300円（200円）､高校生・65歳
   以上：100円（100円）、中学生以下：無料　※（　）内は20人以上の団体割引料金
●休館日　月曜日（祝日・振替休日にあたる場合は翌平日）、館内整備日（8月を除く
   原則として毎月第2火曜日12月、1月、2月の火曜日）、年末年始、燻蒸期間、
   国民の祝日等の翌日（土曜日、日曜日または国民の祝日等にあたるときを除く）
   ※臨時休館日あり
●アクセス　箱根登山線入生田駅から徒歩3分
●入館制限及び感染症防止対策（手荷物のお預かりの休止など）を実施しご来館の際は「ご来
　 館される皆さまへ」をご覧ください。

酒匂川下水道研
修センター多古
しらさぎ会館

25
扇町6-828
35-0174

●下水道関係職員の研修及び地域住民の社会教育活動や文化活動の振興を目的
   とした施設です。
●開館時間　午前9時～午後9時
●休館日　月曜日、国民の祝日の翌日、年末年始（12月29日～1月3日）
●アクセス　大雄山線五百羅漢駅から徒歩10分/小田急線足柄駅から徒歩15分
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名　　称 巻末地
図番号 所在地・電話番号 施　　設　　概　　要

サンサンヒルズ
小田原

26
水之尾143-1
23-8603

●競輪開催中と前後2日間、年末年始（12月28日～1月3日）を除き、営利目的
   以外なら利用（宿泊）可。60人収容の会議室、42畳の和室もある。団体の宿
   泊研修や会議など、研修活動の場として活用されています。
●施設　宿泊室　31室（1室4名）・浴室（サウナ付）・洗濯室・食堂・トレーニング
   室兼娯楽室・ラウンジ・会議室4室・駐車場51台
●利用対象　おおむね20名以上から受付
●宿泊費　1人につき4,400円（減額制度有・食事代別）
●利用時間　宿泊：午後2時～翌日午前10時　会議室：午前9時～午後9時30分
●申込方法　20日前までにサンサンヒルズ小田原に、申込書を提出。利用する
   月の2ヶ月前から予約可
●アクセス　小田原駅西口から「いこいの森」行きバス「サンサンヒルズ前」下車すぐ

小田原市社会福
祉センター 27

久野115-2
おだわら総合医
療福祉会館内
１階・４階
34-3225

●福祉活動のための会議室、障がい者総合相談支援センター、介護予防対策室、社会福祉協
   議会事務室などがあります。
●開館時間　午前9時～午後5時
   （会議室の利用:月～金曜日→午後9時まで、土曜日→午後5時まで）
   （介護予防対策室の利用:月～金曜日→午前9時30分から正午まで）
●休館日　日曜日、祝日、年末年始
●アクセス　小田原駅西口から徒歩20分 / 小田原駅東口または西口からバス「市立病院前」
   下車すぐ

城北タウンセン
ターいずみ

28

飯田岡382-2
37-9111
（住民窓口 
37-1711）

●地域活動、文化・生涯学習活動の場として集会室、ホールがあり気軽に利用できる施設です。
●休館日
   貸室：毎週月曜日（月曜日が祝休日の場合はその翌日）、祝休日の翌日（祝
   休日の翌日が土・日曜日の場合は除く）、年末年始(12月28日～1月3日）
   住民窓口：土・日曜日、祝休日、年末年始(12月29日～1月3日）
●利用時間　貸室：午前9時～午後9時30分、住民窓口：午前8時30分～午後5時
●貸室申込方法　施設予約システムによる。利用日の4ヶ月前の1日から20日まで
   抽選申込み受付　利用日の3ヶ月前の1日から、抽選後の空き施設を随時予約
   （先着順）　集会室301は利用日の1ヶ月前の1日から予約受付（先着順）
●アクセス　大雄山線飯田岡駅から徒歩10分/小田急線蛍田駅から徒歩15分

清閑亭 29
南町1-5-73
33-1707

●旧福岡藩主家当主で貴族院副議長を務めた黒田長成の数寄屋風書院造の別邸
   （国登録有形文化財）です。
●現在、一般公開は行っておりません。
●アクセス　小田原駅から徒歩約15分

川東タウンセン
ターマロニエ

30

中里273-6
47-1515　
（住民窓口 
47-7000）

●地域活動、文化・生涯学習活動の場として、気軽に利用できる施設。集会室のほか、
   食の創作室（調理実習施設)、美の創作室（工作室）、ホール（室内体育施設）など
●休館日　貸室：毎週月曜日（月曜日が祝休日の場合はその翌日）、祝休日の翌日
   （祝休日の翌日が土・日曜日の場合は除く）、年末年始(12月28日～1月3日）
   図書室：毎週月曜日（月曜日が祝休日の場合はその翌日）、祝休日の翌日、第1水
   曜日、特別整理期間、年末年始（12月28日～1月3日）
   住民窓口：年末年始（12月29日～1月3日）
●利用時間　貸室：午前9時～午後9時30分、図書室：午前9時～午後5時、
   住民窓口：午前8時30分～午後5時　※土・日曜・祝休日は取り扱えないものあり
●貸室申込方法　　施設予約システムによる　利用日の4ケ月前の1日から20日まで、抽選
    申込み受付　利用日の3ケ月前の1日から、抽選後の空き施設を随時予約（先着順）
●アクセス　JR鴨宮駅南口または小田原駅東口からダイナシティ行きバス「小田原東
   郵便局前」下車徒歩1分/小田急線栢山駅からコロナワールド行きバス「川東タウン
   センター入口」下車徒歩3分/JR国府津駅から鴨宮駅行きまたはJR下曽我駅から
   ダイナシティ行きバス「ダイナシティ」下車徒歩2分

尊徳記念館 31
栢山2065-1
36-2381

●二宮尊徳の業績顕彰とともに、広く社会教育の振興を図ることを目的とした施設です。
●施設【3階】講堂（200人収容）・研修室（3室）・体験実習室（60人収容）
　　　　 【2階】宿泊室（6室。合計50人まで宿泊可）・食堂／調理室（自炊用）
　　　　 【1階】展示室・視聴覚室・図書室（尊徳関係図書のほか、一般図書もあり）
●展示室では尊徳の遺品展示のほか、尊徳の偉業をジオラマ等で紹介　敷地内には
   県重要文化財の尊徳生家、近くには捨苗栽培地跡などの史跡があります。
●開館時間　午前9時～午後9時30分（展示室、図書室は午後5時まで）
●申込方法　使用する日の6ヶ月前から受付（宿泊を伴わない宿泊室・食堂の利用は
   1ヶ月前から）
●休館日　年末年始（12月28日～1月3日）
●アクセス　小田急線富水駅または栢山駅から徒歩15分/小田急線栢山駅からバス「尊徳記念
   館前」下車すぐ
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名　　称 巻末地
図番号 所在地・電話番号 施　　設　　概　　要

橘タウンセンター
こゆるぎ

32

羽根尾281-3
43-0200
（住民窓口
 43-0111）

●地域活動、文化・生涯学習活動の場として、気軽に利用できる施設です。
●休館日　貸室:　毎週月曜日（月曜日が祝休日の場合はその翌日）、祝休日の翌日
   （祝休日の翌日が土・日曜日の場合は除く）、年末年始(12月28日～1月3日）
   住民窓口：土・日曜日・祝休日、年末年始（12月29日～1月3日）
●利用時間　午前9時～午後9時30分　　住民窓口：午前8時30分～午後5時
●貸室申込方法　施設予約システムによる　利用日の4ヶ月前の1日から20日まで
   抽選申込み受付　利用日の3ヶ月前の1日から、抽選後の空き施設を随時予約
   （先着順）
●アクセス　JR国府津駅から橘団地行きまたは橘団地経由二宮駅北口行で「橘タウン
   センター前」下車すぐ（平日のみ運行）。※バス停は橘タウンセンター側の１か所　各
   方面すべて同じバス停からの乗車

辻󠄀村植物公園 33

荻窪1579-1 
ほか
24-3189
（わんぱくらんど管
理事務所）

●一年を通して自然に親しみながら散策やレクリエーションを楽しめる植物公園です。
●春には、樹齢90年を超える老樹を含む約600本の梅が、枝いっぱいに花を咲かせます。
●アクセス　小田原駅西口から「いこいの森(わんぱくらんど)」行きバスにて「辻󠄀村植物
   公園」下車すぐ

前羽福祉館 34

前川391
43-1562
※管理人は常駐
していません。お
問合せは福祉政
策課33-1863ま
で。

●集会室、老人クラブ室、調理実習室などがあります。
●利用時間　午前9時～午後10時
●休館日　月曜日、祝日(敬老の日は除く）、年末年始（12月29日～1月3日）
●アクセス　JR国府津駅から徒歩13分/JR国府津駅からバス「前川」下車徒歩1分

下中老人憩いの
家

35

小船672
43-1950
※管理人は常駐
していません。お
問合せは福祉政
策課33-1863ま
で。

●和室、調理室などがあります。
●休館日　祝日（敬老の日は除く）　年末年始
●利用時間　午前9時～午後10時
●アクセス　JR国府津駅（朝夕のみ）またはJR二宮駅からバス「下中駐在所前」
   下車すぐ

小田原合同庁舎

県西地域県政総
合センター

小田原保健福祉
事務所

県西教育事務所

36
荻窪350-1
32-8000

【西湘地域県政総合センターの業務内容】
管内の県機関及び市町との連絡調整、広域行政に関する助言、県行政の広報広聴、
県民活動の推進、青少年の健全育成、防災対策の推進、地域環境政策の調整、公害の防止、
自然環境の保全、観光振興、地域農林漁業の振興及び農林漁業団体の指導、農業農村整備事
業の推進、水源の森林づくり事業の調整及び推進等を行っています。
【会議室】
●利用目的　地域における県民のコミュニティづくりや地域文化の振興に資するための
   行事等に限る　営利行為、宗教活動、政治活動等での利用不可
●利用団体　地域の自治会、文化サ－クル等の団体で代表者が定められているもの
●利用施設・負担金（会議室名・面積・定員・負担金１時間当たり）　2Ｂ室・94㎡・
    36人・320円、2Ｃ室・99㎡・36人・340円、2Ｄ室・211㎡・60人・720円、2Ｅ室・211㎡・64人・
    720円、2Ｆ室・94㎡・36人・320円、2Ｇ室・99㎡・36人・340円
●利用日・時間　1月4日～12月28日、午前9時～午後9時　　１時間単位
●申込方法　利用する日の1ヶ月前から、または行事等の開催に支障がある場合は
   利用する日の3ヶ月前の同日から、総務部総務課へ電話（TEL32-8000 内線2112）で申し込み
●アクセス　小田原駅から徒歩15分/小田原駅東口からバス「小田原合同庁舎前」
   下車すぐ
【お知らせ】
●現在、新型コロナウイルス感染症まん延防止の観点から、利用を中止しております。ご迷惑を
   おかけし誠に恐れ入りますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　          　

無住庵
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■地区公民館

公民館名 所在地 公民館名 所在地 公民館名 所在地

5区 栄町3‐20‐2 中島 中町2-11-2 飯田岡本村 飯田岡63

緑 栄町2-12-16 荻窪 荻窪752 富水西北 小台153

4区 栄町3-5-4 今井 寿町5-16-19 穴部 穴部549-3

3区 栄町1-16-41 33区 中町1-1-8 堀之内 堀之内181

浦町 栄町2-5-21 谷津 城山1-8-20 曽比 曽比2691

2区 栄町1-9-18 中島早苗 中町3-11-20 北ノ窪 北ノ窪352-1

第1区城山 城山3-2-1 井細田 扇町3-5-5 東栢山 栢山833

○中央第２ブロック 寺町 扇町1-13-62 穴部新田 穴部新田42-7

新宿 浜町2-7-17 多古 扇町5-7-29 久所 府川557-1

第13区陽光 浜町1-14-27 町田 寿町3-4-40 蓮正寺 蓮正寺307-3

青美 浜町3-1-39 池上 扇町1-23-4 中曽根 中曽根63-4

第11区 栄町4-9-28 楠 飯田岡560-2

潮 浜町4-2-13 久野区民会館 久野1622 西栢山 栢山3279

万年 浜町4-8-11 舟原 久野3296 府川 府川137-1

網一色 東町5-6-30 久野坂下 久野599-4 飯田岡東 飯田岡91-4

第18区 浜町3-1-29 下宿 久野915 ○川東南部ブロック

19区唐人町 浜町3-11-38 欠ノ上 久野2849 田島 田島734-8

山王 東町2-10-26 諏訪原 久野3842-6 鴨宮5区 鴨宮462

浜町 浜町3-14-2 宮本 久野455 白銀 酒匂1396-6

松原 浜町4-29-17 中久野 久野2251-2 鴨宮 鴨宮709

山王70区 東町1-28-2 留場 久野4122-1 新田 南鴨宮2-15-26

9区 栄町2-15-2 星山 久野1841-1 酒匂12区 酒匂7-1

第12区 浜町1-6-41 中宿 久野1590-1 中里 中里489

北久保 久野1040-6 川端 酒匂3-3-19

十字 南町1-4-5 和留沢 久野4870 酒匂8区 酒匂2-27-１

天神山 南町1-5-42 小八幡 小八幡3-1-27

31区 南町3-12-1 下堀 下堀178

第32区 南町2-2-14 矢作 矢作137-1

第30区 城山4-24-8

23区 本町3-16-19

24区 本町3-13-48

第25区 本町4-2-13

22区 本町2-10-19

第27区 城山4-2-8

地区公民館は地域住民の身近な生涯学習活動の場として利用されています。利用の申し込み等に
ついては、各館に直接お問い合わせください。なお、各館の連絡先は、小田原市生涯学習センター
けやき（ＴＥＬ：３３-１７２１、９時～１７時、土・日・祝・休館日を除く）でご案内します。

○北部ブロック

○中央第３ブロック

○足柄ブロック○中央第１ブロック

○久野ブロック

93



公民館名 所在地 公民館名 所在地 公民館名 所在地

成田 成田237 町屋 前川589 早川 早川1-16-12

桑原 桑原21 橘団地 小竹671-29 江之浦 江之浦361

飯泉 飯泉1108 中村原 中村原413-1 石橋 石橋2

西大友 西大友485 西前川 前川343-5 根府川 根府川99

曽我別所 曽我別所126 打越 小竹1602-1 米神 米神476

中河原 上曽我877 明沢 沼代1256 入生田 入生田247

上曽我 上曽我415 小竹下 小竹271-2 板橋 板橋189

鬼柳 鬼柳38 羽根尾 羽根尾359 風祭自治会 風祭284

高田 高田199 上町 上町107-1 早川中組 早川154

曽我岸 曽我岸82 向原 前川533-1 早川東組 早川186-1

曽我大沢 曽我大沢122 小竹 小竹1761 早川西組 早川1-13

下大井 下大井305 沼代 沼代525 水之尾 水之尾123-1

曽我谷津 曽我谷津390 みなと自治会早川1-1-15

延清 延清83-2 木地挽 早川456-3

永塚 永塚253 第59区 南板橋2-248-3

曽我原 曽我原288

千代 千代119

神戸 曽我原564-2

○川東北部ブロック ○橘ブロック ○西部ブロック
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■民間学習・文化施設

名　　　称 所在地・電話番号 施  設  概  要

ギャラリー城山
〒250-0045
城山1-6-36
30-2950

小田原駅西口より徒歩3分。和風の建物と桜が皆様をお迎えします。展示会・公演・撮影等にご
利用いただけます。皆様と共に芸術文化を創造して参ります。
【開館時間】午前10時～午後5時（要相談）
【休館日】火曜日・水曜日（要相談）
【会議室】ギャラリー：収容人数 50人
　　　　　  茶寮：収容人数 10人
　　　　　  和室（２階）：収容人数7人
　　　　　  庭
【使用料】ギャラリー：1日20,000円
　　　　　  茶寮：1日7,000円
　　　　　  和室（２階）：1日5,000円
【駐車場】なし
【交通手段】小田原駅西口から徒歩3分
【HP】http://www.0465.net/omise/galleryshiroyama/
【E-mail】kaoruparfum@yahoo.co.jp

ギャラリー
NEW新九郎

〒250-0872
中里208
ダイナシティウエスト４階
20-5664

絵画・彫刻・写真・陶芸・書等芸術作品の展覧会（個展・グループ展）にご利用ください。壁面長32
ｍ、休憩室には給湯があります。
【開館時間】午前10時～午後6時
【休館日】毎週火曜日
【会議室】ギャラリー：設置機器　ピクチャーレール
【使用料】80,000円∔税（6日間）
【申込方法】電話・来廊の上申し込み
【駐車場】4,000台
【交通手段】JR鴨宮駅南口1番バス10分
【HP】0465.net/omise/shinkurou/
【E-mail】shinkuro@dyna-city.com
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■公共スポーツ施設

名　　称 巻末地
図番号 所在地・電話番号

小田原市総合文
化体育館・小田
原アリーナ

37
中曽根263

38-1144

小田原テニス
ガーデン

38
蓮正寺83-1

37-4711

小田原スポーツ
会館

39
南町1-1-40

23-2465

小田原球場
スポーツ広場
(上府中公園)

40
東大友113

42-5511

鴨宮運動広場 41
酒匂967

小峰庭球場 42
城山3-30-22

酒匂川
スポーツ広場

43
寿町5-22-29

35-3977

●ハードコート2面
●利用時間　午前9時～午後5時（11月から1月までは午後4時まで）
●休場日　年末年始（12月28日～1月3日）
●利用申し込みはインターネットの施設予約システム（要ID）
　 または小田原アリーナ総合受付（TEL38-1144）にて
●アクセス　小田原駅西口から徒歩15分
　※駐車場あり（9台）

●野球場2面（硬式野球不可）・サッカー場2面・ソフトボール場4面・少年野球場
   2面・ゲートボール場（クレー10面、芝4面）
●利用時間　日の出から日没まで
●休場日　年末年始（12月28日～1月3日）
●利用申し込みはインターネットの施設予約システム（要ID）
　 または小田原アリーナ総合受付（TEL38-1144）にて
●アクセス　JR鴨宮駅からバス「スポーツ広場」下車徒歩5分
   ※駐車場あり

施　設　概　要

●メインアリーナ（85ｍ×40　3,400㎡）：バスケットボール4面、バレーボール
   4面、バドミントン16面、卓球32面、ランニングコース（1周300ｍ）、
   観客席 ：固定席2,624席、収納式可動席924席
●サブアリーナ（32ｍ×26.85ｍ　859.2㎡）：バスケットボール1面・バレーボー
    ル2面・バドミントン4面、観客席：固定席120席
●1階：トレーニングルーム（講習会受講者のみ使用可）・フィットネススタジオ
   ・スポーツサウナ・研修室（定員100名：音響・映像設備完備）・大会議室
   （定員60名：音響設備完備）・小会議室（定員30名）、応接室、選手控室
●開館時間   午前9時～午後9時30分
●休館日　毎月第4月曜日（その日が休日に当たるときは、その翌日）、年末年始
   （12月28日～1月3日）
●利用申し込みは、メインアリーナはインターネットの施設予約システム（要ID）、
   その他施設は小田原アリーナ総合受付（TEL38-1144）にて
●アクセス　小田急線富水駅または螢田駅から徒歩15分/小田原駅東口から
   バス「飯田岡入口」または「菖蒲田」下車徒歩8分
   ※駐車場あり（約600台）

●砂入り人工芝コート16面（うち夜間照明8面）
●更衣室、シャワーなど
●開場時間　午前9時～午後9時
●休場日　年末年始（12月28日～1月3日）
●利用申し込みはインターネットの施設予約システム（要ID）
    または小田原テニスガーデン（TEL37-4711）にて
●アクセス　小田急線螢田駅から徒歩13分/小田原駅東口からバス「飯田岡
   入口」下車徒歩8分
　 ※駐車場あり（約50台）

●体育室(704㎡)、柔道場(264㎡)、トレーニング室(60.68㎡)
●開館時間　午前9時～午後9時（一部を除く）
●休館日　毎週月曜日、年末年始（12月29日～1月3日）
●アクセス　小田原駅から徒歩15分

●小田原球場：両翼95ｍ、センター120ｍ、ナイター設備あり、10,000人収容
●スポーツ広場：サッカー等のできるスポーツ広場
●利用期間と時間
　・小田原球場：3月1日～12月27日（午前6時～午後10時）
　・スポーツ広場：1月4日～12月27日（午前9時～午後10時）
   ※休場日（月曜日、月曜日が祝日の時はその翌日）は利用できません。
●申し込みは大会予約、チーム予約に分けて受け付けます。
●アクセス　小田原駅東口から「新松田(西大友経由)」行きバスにて「西大友」下車徒歩
   3分/JR御殿場線下曽我駅から徒歩15分

●多目的グラウンド1面（ソフトボール、サッカー、少年野球）、ゲートボール、グラウンドゴルフ）
●利用時間　日の出から日没（午後5時以降）まで（3月～9月）、
   日の出から午後5時(10月～2月）
●休場日　年末年始（12月28日～1月3日）
●利用申し込みはインターネットの施設予約システム（要ID）
    または小田原アリーナ総合受付（TEL38-1144）にて
●アクセス　JR鴨宮駅から徒歩15分
　 ※駐車場あり（約40台）
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名　　称 巻末地
図番号 所在地・電話番号

酒匂川左岸
サイクリング場

44

西酒匂1-3-61
事業協会

23-4470
 サイクリング場

47-6743

御幸の浜プール 45

本町3-15-15

22-6080
(開場期間中のみ)

城山陸上競技場 46
城山2-29-1

22-3549

城内弓道場 47

城内4-27

24-3709

城山庭球場 48
城山3-10-20

22-9908

西湘スポーツ
センター

49
西酒匂1-1-26

48-2650

■民間スポーツ施設

名　　称

株式会社 クラウ
ンゴルフクラブ

〒250-0055
久野1711
34-1386

1階2階各24打席あるゴルフ練習場です。室内パター場完備　レッスンはプロによるスクールも充
実　毎日開催　駐車場は65台分　全施設車椅子対応
【施設】ゴルフ練習打席：48
【使用料】平日90分1,200円　土・日120分1,700円 他にも有
【開館時間】午前7時～午後11時　（12月・1月・2月のみ午前8時～午後11時）
【休館日】無休
【HP】http://crowngolf.club
【E-mail】green@crowngolf.club

施　設　概　要所在地・電話番号

県民の皆さんの健康づくりの場・コミュニケーションの場です。
詳細はホームページ 【http://www.bsc-buddysisetu.jp/index.php】 を参照してください。
●体育館（バスケットボール2面）、テニスコート（人工芝4面・練習板2面）、ス
   ポーツ広場（ソフトボール1面・サッカー1面）、トレーニング室
●小体育室、レクリエーション広場
●会議室　大会議室（78名）、小会議室（24名）
●利用時間　午前9時～午後9時
●休館日　毎月第4月曜日のみ、年末年始（12月29日～1月4日）
●申込方法　利用者登録の必要あり　神奈川県公共施設利用予約システム
   による
●アクセス　JR鴨宮駅から徒歩10分
　※駐車場あり（80台）

●1周1,620 ｍのコースと660mのコースのほか、 交通教室も開ける自転車広
   場あり　自転車の無料貸出しも可能
●利用時間　平日：午後1時～午後4時30分（3月～10月）、午後1時～午後4時
   （11月）土･日・祝祭日：午前10時～午後4時30分（3月～10月、春・夏休み）、
　 午前10時～午後4時00分（11月～2月、冬休み）
●休場日  12月～2月の平日、12月29日～1月3日、雨天日
●アクセス　JR鴨宮駅南口から徒歩20分
　 ※駐車場あり（約20台）　ただし、土・日・祝日・春、夏、冬休みの自転車貸出時間内のみ

●水道水使用。大人用プール（50×15ｍ）と小学生（子ども）用プール（50×
   13.2ｍ）、幼児用プール（12×10.5ｍ）
●開場期間　海の日の2日前～8月31日  午前9時～午後5時（入場
   は午後4時30分まで）
●アクセス　小田原駅東口から徒歩15分またはバス「御幸の浜」下車徒歩5分
　※駐車場なし
　※大人用プールのみ、閉場

●日本陸上競技連盟第2種公認競技場　施設：全天候型舗装走路1周 400ｍ、
   サブトラック 1周130ｍ、収容人員：メインスタンド 4,300席、芝生スタンド
   7,700席収容　管理棟：トレーニングルーム、更衣室、シャワー室、会議室、
   応接室など
●開場時間　午前9時～午後9時
●休場日　年末年始（12月28日～1月3日）
●利用申し込みは小田原アリーナ総合受付（TEL38-1144）にて
●アクセス　小田原駅西口から徒歩15分
   ※駐車場あり（約50台）

●射場113.20㎡､的場23.13㎡､近的5人立､射距離28.0ｍ
●利用時間　午前9時～午後9時
●休場日　年末年始（12月28日～1月3日）
●利用申し込みは小田原アリーナ総合受付（TEL38-1144）にて
●アクセス　小田原駅東口から徒歩7分
   ※駐車場あり（3台）
   ※利用時間及び休場日は変更する場合があります。

●クレーコート並列8面・更衣室・シャワー室
●利用時間　午前9時～午後5時　ただし11月1日～1月31日は、午後4時まで
●休場日　月曜日（月曜日が休日の場合、その翌日以降最初の平日）、年末
   年始（12月28日～1月3日）
●利用申し込みはインターネットの施設予約システム（要ID）
　 または小田原アリーナ総合受付（TEL38-1144）にて
●アクセス　小田原駅西口から徒歩15分
　 ※駐車場あり（20台）

施　設　概　要

97



　小･中学校 　　　　　　　　　　　　　　

名     称 所在地 電話番号 学校開放施設

   市立三の丸小学校 本町1-12-49 22-5164 体育館・教室（※１）　

　　〃　新　玉小学校 浜町2-1-10 22-5167 体育館

　　〃　足　柄小学校 扇町3-21-7 34-1314 体育館

　　〃　芦　子小学校 扇町1-37-7 34-8244 体育館

　　〃　大　窪小学校 板橋985 22-1309 体育館

　　〃　早　川小学校 早川2-14-1 22-4892 体育館（※２）

　　〃　山　王小学校 東町2-9-1 35-2654 体育館

　　〃　久　野小学校 久野1561 35-3530 体育館

　　〃　富　水小学校 飯田岡481 36-3291 体育館

　　〃　町　田小学校 寿町2-7-25 34-5290 体育館

　　〃　下府中小学校 酒匂930 47-3364 体育館・教室（プラザ）（※３）

　　〃　桜　井小学校 曽比1943 36-0451 体育館・教室（プラザ）（※３）

　　〃　千　代小学校　 千代687 42-1650 体育館　

　　〃　下曽我小学校 曽我原333 42-1607 体育館・教室（※１）　

　　〃　国府津小学校 国府津2485 48-1777 体育館・教室（※１）・夜間照明施設・運動場

　　〃　酒　匂小学校 酒匂5-15-3 47-3660 体育館

　　〃　片　浦小学校 根府川534 29-0250 体育館

　　〃　曽　我小学校 曽我大沢69 42-2278 体育館

　　〃　東富水小学校 中曽根359 36-3236 体育館

　　〃　前　羽小学校 前川858 43-0331 体育館・教室（プラザ）（※３）

　　〃　下　中小学校 小船178 43-0610 体育館

　　〃　矢　作小学校 矢作227 48-1286 体育館

　　〃　報　徳小学校 小台405 37-2800 体育館

　　〃　豊　川小学校 成田530-1 36-8551 体育館・夜間照明施設・運動場

　　〃　富士見小学校 南鴨宮3-25-1 48-7116 体育館

　　〃　城　山中学校 城山3-4-1 34-0209 体育館

　　〃　白　鴎中学校 東町4-13-1 34-1736 体育館

　　〃　白　山中学校 扇町5-7-17 34-9295 体育館・運動場

　　〃　城　南中学校 板橋875-1 22-0274 体育館

　　〃　鴨　宮中学校 鴨宮547 47-3361 体育館

　　〃　千　代中学校 千代800 42-1640 体育館

　　〃　国府津中学校 国府津2372 47-9148 体育館

　　〃　酒　匂中学校 酒匂3-4-1 47-3344 体育館・教室（※１）・夜間照明施設・運動場

　　〃　泉　　中学校 飯田岡22 36-3440 体育館

　　〃　橘　　中学校 羽根尾410 43-0250 体育館

　　〃　城　北中学校 栢山2888 36-9518 体育館

■学校開放施設

　　　　※２　当面の間、開放を中止しています。

　　　　※１　開放されている教室の種類、用途についてはお問い合わせください。

　　　　※３　教室数に余裕がある学校で、一時的に市民利用に供している教室。
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29人
以下

30～
49

50～
99

100～
149

150人
以上

郷土文化館 1 23-1377 城内7-8 施設情報 90ページ 参照

郷土文化館分館松永記念館 3 1 1 22-3635 板橋941-1
施設情報 90ページ 参照
すべて和室 茶会には最適
（老欅荘含む）

生涯学習センター本館（けやき） 2 2 3 1
1

（ﾎｰﾙ）
35-5300 荻窪300

施設情報 87ページ 参照
（和室85人、茶室15人含む）

城山陸上競技場 1 1 38-1144 城山2-29-1
施設情報 97ページ 参照
椅子のみなら80人可能

小田原市観光交流センター 2 *1 46-8403 本町1-7-50
施設情報 88ページ 参照
2分割可能（各部屋18人定員）

おだわら市民交流センター
ＵＭＥＣＯ

6 5 24-6611 栄町1-1-27
施設情報 88ページ 参照
登録団体が利用できる活動エリア
（1ブロック8人）もあり

小田原フラワーガーデン 1 1 34-2814 久野3798 施設情報 89ページ 参照

多古しらさぎ会館 4 1 35-0174 扇町6-828 施設情報 90ページ 参照

小田原市社会福祉センター
(おだわら総合医療福祉会館内）

2 34-3225 久野115-2 施設情報 91ページ 参照

尊徳記念館 1 2 2 1 36-2381 栢山2065-1 施設情報 91ページ 参照

城北タウンセンターいずみ 3 * 1 37-9111 飯田岡382-2
施設情報 91ページ 参照
3分割可能（各部屋36人定員）

小田原市総合文化体育館・小田
原アリーナ

1 1 1 38-1144 中曽根263 施設情報 96ページ 参照

小田原市梅の里センター 3 1 42-5321 曽我別所807-17 施設情報 88ページ 参照

小田原市梅の里センター
分館曽我みのり館

1 1 42-5320 上曽我2984 施設情報 88ページ 参照

小田原球場
上府中スポーツ広場
（上府中公園）

1 42-5511 東大友113 施設情報 96ページ 参照

国府津学習館 1 1 1 48-2035 国府津2485-1 施設情報 87ページ 参照

川東タウンセンターマロニエ * 5 * 3
2

(100)
1

(ﾎｰﾙ)
47-1515 中里273-6

施設情報 91ページ 参照
和室2部屋（30、20人定員）含む

生きがいふれあいセンター
いそしぎ

1 8 3 1 49-2330 酒匂2-32-15 施設情報 87ページ 参照

小田原市保健センター 1 4 1
2

(*1)
47-1231 酒匂2-32-16

施設情報 88ページ 参照
2分割可能（63、90人定員）

下水道ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｰﾙかるがも 2 1 47-0575 南鴨宮2-27-1 施設情報 90ページ 参照

前羽福祉館 1 1 43-1562 前川391

施設情報 92ページ 参照
管理人は常駐していません。問
合せは、福祉政策課33-1863ま
で

橘タウンセンターこゆるぎ 1 * 1 43-0200 羽根尾281-3
施設情報 92ページ 参照
3分割可能（45、30、24人定員）

下中老人憩いの家 2 1 43-1950 小船672

施設情報 92ページ 参照
管理人は常駐していません。問
合せは、福祉政策課33-1863ま
で

早
川

漁港の駅 TOTOCO小田原 1 20-6336 早川1-28
施設情報 89ページ 参照
調理室機能あり

■会議室を見つけるページ　（会議室等収容人数別施設一覧表）

富
水
桜
井

川
東
北
部

地
区

施設名称
規模別部屋数

備考電話番号 所在地

中
央

川
東
南
部

橘
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