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募　集

市では、自主財源確保のため広告を掲載しています。掲載のお問い合わせは、（株）横浜メディアアド（☎045・450・1804）へ。

　５月は赤十字運動月間です。期
間中、各自治会を通じて募金活動
を展開するほか、福祉総務課でも
募金を受け付けています。自然災
害などで被災した人への援護・医
療活動や見舞金の支給など、赤十
字社が行っている各種社会福祉
事業の活動資金の一部は、皆さん
からの寄付で賄われています。皆
さんのご協力をお願いします。ま
た、赤十字のボランティア団体で
ある海老名市赤十字奉仕団によ
るパネル展示を下記のとおり開催
します。ぜひお越しください。
日５月22日㈪～26日㈮場市役
所１階エントランスホール

　少年野球・サッカー・バレー
ボール・ミニバスケットボー
ル・卓球・剣道・バドミントン
の７種目で実施している大会で
す。個人種目の卓球・剣道・バ
ドミントンの参加者を募集しま
す。詳細は、文化スポーツ課へ。
申申込用紙に必要事項を記入
し、直接文化スポーツ課へ。申込
用紙は同課で配布。締め切りは、
卓球５月８日㈪、剣道15日㈪、
バドミントン10月13日㈮

海老名市赤十字奉仕団
パネル展示

第37回少年少女スポーツ大会

問福祉総務課 ☎（235）4820

問文化スポーツ課 ☎（235）4927

催　し

今月の納税・納付
〈納期限 5 月 31 日㈬〉

●固定資産・都市計画税［１期］
●軽自動車税［全期］
●市営住宅使用料[５月]
●保育所保育料[５期]
●小学校給食費［１期］

納付は、口座振替が便利です。

世帯数と人口
<平成29年４月１日現在>

※（  ）内は前年同月（平成28年4月）の値

●世帯数
 54,509 世帯 （53,825世帯）
● 人 口
 130,860 人 （130,440 人）
 男 65,797 人 （65,620 人）
 女 65,063 人 （64,820 人）

　英語を身に付けるための英文
読書法について学ぶ講演会で
す。
日５月14日㈰14時～16時場中
央図書館対小学生以上の方定先
着50人講ＮＰＯ多言語多読理
事長・酒井邦秀氏費無料申５月
１日㈪から、図書館１階カウン
ターで参加券を配布

　アフリカで野球の指導や審判
員育成など、野球普及のために
活躍した当市職員が、現地の体
験を通じて野球の醍醐味を語り
ます。
日５ 月 2 0 日 ㈯ 1 3 時 3 0 分 ～
15時場有馬図書館多目的室 
定先着25人講市民協働部参事・
小山克仁氏費無料申５月１日㈪
から、直接または電話で有馬図
書館へ。

　ノルウェーの昔話「三びきの
やぎのがらがらどん」の影絵を
上演します。当日、先着順に受
け付けします。直接会場へ。
日５月14日㈰14時～14時30
分場有馬図書館多目的室定先着
30人

　「こどもの読書週間」に合わせ、
劇団四季ミュージカル『人間にな
りたがった猫』を上映します。当
日、直接会場へお越しください。
日５月７日㈰14時～16時場有
馬図書館多目的室

①書道教室（全６回）
　初心者を対象にした教室です。
日５月18日～６月29日の毎週
㈭13時30分～15時30分（６月
８日を除く）講日本書学館教授・
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②健康詩吟（全５回）
　腹式呼吸を使った健康的な詩
吟です。
日５月21日～６月18日の毎週㈰
13時30分～15時30分講詩
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※①②共通事項
場高齢者生きがい会館対市内在
住の60歳以上の方で、全日程参
加できる初心者定16人（応募多
数の場合は抽選）費無料申往復
はがき（１人１枚）に、教室名・住
所・氏名・ふりがな・年齢・電
話番号を、返信用表面に住所・
氏名を記入し、〒243-0410杉久
保北２-３-４高齢者生きがい会館
まで。５月10日㈬必着。詳細は、
海老名市シルバー人材センター

（☎237・3001）へお問い合わ
せください。

　新緑の中、海老名中央公園か
ら北部公園までを歩きます。
日５月26日㈮９時から主健康
えびな普及員会申往復はがき
に住所・氏名（ふりがな）・年
齢・電話番号を、返信用表面に
は住所・氏名を記入し、〒243-
0422中新田377保健相談セン
ター「健康ウォーキング」係へ。
５月12日㈮必着。他詳細は、返
信用はがきに記載します。

　日本最古の文学「古事記」を
テーマに、国土や神々の誕生、
大王制や国家の成りたちなど
数々の物語を学ぶ全５回の講座
です。
日６月１日～29日の毎週㈭10
時～11時30分場文化会館３階
351多目的室対市内在住・在
勤・在学で５回連続受講可能な
方定先着50人講相模女子大学
名誉教授・呉

ご
 哲

てつ
男
お

氏費無料持岩
波文庫2007年12月改訂以後の

「古事記」(別出版社のものでも
可)申５月１日㈪から、電話で学
び支援課へ。

講演会
「英語多読をはじめてみよう」

講演会  「世界に野球を」
～アフリカを通して見えたこと～

影絵の世界へようこそ！ 

ありまでスペシャルシネマ
「人間になりたがった猫」上映

高齢者生きがい教室

市内中央部公園巡り
ウォーキング

平成29年度第２回海老名市民講座
「まなＢ

び ー な

ＩＮＡ」
古事記～神話と王家の物語
を読む～（全５回）

問中央図書館 ☎（231）5152

問有馬図書館 ☎（238）4646

問有馬図書館 ☎（238）4646

問有馬図書館 ☎（238）4646

問高齢介護課 ☎（235）4950

問健康づくり課 ☎（235）7880

問学び支援課 ☎（235）8411　海老名中央公園に、働く車が
大集合。パトカーや白バイなど
の「働く車」を展示・実演します。
ぜひ皆さんでお越しください。
日５月５日㈮㈷10時～16時
場海老名中央公園

働く車大集合！

問ビナウォークイベントインフォ
　メーション ☎（234）0029

　視覚障がい者が外出する時の
誘導方法について学びます。
日６月７日～７月19日の毎週
㈬10時～12時場総合福祉会館
対市内在住・在勤の方定先着
20人申５月
１日㈪から、
電話で海老
名市社会福
祉協議会へ。
５月31日㈬
締め切り。

ボランティア入門講座
「誘導法」（全７回）

問海老名市社会福祉協議会
　☎（232）1600

　食事のバランスや、不足しが
ちな野菜を上手に取る方法を学
びます。試食あり。調理実習は
ありません。
日６月14日㈬９時30分～12時

（受け付けは９時から）場保健相
談センター対市内在住・在勤の
方定先着30人費無料持筆記用
具・健康手帳（お持ちの方）・手
拭きタオル申５月１日㈪から、
直接または電話で健康づくり課
へ。他１歳
以上、若干
名 の 託 児
あり。事前
予約制

これならできる！シリーズ
食事編～食べているつもり
でも実は野菜不足？～

問健康づくり課 ☎（235）7880


