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募　集

10月の教育委員会定例会

問教育総務課 ☎（235）4916

　どなたでも傍聴できます。事前
申し込みは必要ありません。直接
会場へ日27日㈮15時30分から
場市役所401会議室

催　し

第26回
ヨコハマハンディテニス大会
問ヨコハマハンディテニス大会事務局 
　☎ FAX 045（370）9887

日場11月23日㈭㈷９時から、三
ツ沢公園テニスコート（雨天時は
12月９日㈯本牧市民公園テニス
コート）対障がい者および障が
い者とペアを組む健常者定80
組（160人）内ダブルス（トーナ
メント方式）費１人2,500円・１組
5,000円他１人での参加可申申
請書をヨコハマハンディテニス
大会事務局へ。申請書は電話ま
たはファクスで同事務局へ。10月
６日㈮締め切り

10月
海老名おはなしたまてばこ
問学び支援課 ☎（235）4926

　子どもたちとおはなしや絵
本を楽しみます。どなたでも参
加できます。直接会場へ。
◆国分寺台文化センター
　３日㈫15時30分から
◆大谷公民館
　14日㈯10時30分から
◆杉久保第２自治会館
　17日㈫10時30分から
◆上今泉コミセン
　19日㈭15時40分から
◆東建ふれあい会館
　19日㈭16時15分から

食品衛生責任者養成講習会
問厚木地区食品衛生協会
　☎（222）7643

日10月4日 ㈬10時 〜17時 場 厚
木商工会議所（厚木市栄町１-16-
15）対飲食店などを始めたい人で
調理師や栄養士などの資格がな
い人費受講料10,000円（申し込
み時に支払い）申９月20日㈬13時
〜16時県厚木合同庁舎２号館４階
AB 会議室へ他詳細は県食品衛生
協会ホームページをご覧ください

市総体卓球の部

問文化スポーツ課 ☎（235）4927

日10月15日㈰９時から場海老
名運動公園総合体育館対市内在
住・在勤・在学および市協会登
録の方内【男女別・年齢別シン
グルス戦（平成29年９月１日現在
の満年齢）／区分】①39歳以下、
②40〜59歳、③60〜74歳、④
75歳以上費300円申住所・氏名・
年齢・所属・電話番号・希望する区
分を記入し、ファクスで市卓球協
会・井出（　231・6935）へ。10
月4日㈬締め切り他実年齢より若
年区分への参加可能

ご寄付ありがとう（敬称略）

◆災害に強いまちづくりに
関する事業へ
・スーパーＤ’ステーション海老名店 

　　　　　　　　　　5万円

本コーナーでは、文化会館・市民
ギャラリーの催しは掲載してい
ません。これらの施設の日程に
ついては、6・7 ページをご覧く
ださい。
案催しなどの案内　募メンバー募集

市民の
ひろば
市民の
ひろば

　　問富澤 ☎0120（66）7830

相続問題・不動産・税金・成年後
見・ビザ・起業など、行政書士・司
法書士・税理士などの専門家が無
料でお答えします日９月25日㈪、
10月13日 ㈮、11月1日 ㈬9時 〜
17時場海老名郵便局費無料他予
約をお薦めします。出張も可

相続・遺言などでお悩みの方
「専門家による無料相談会」

案

　　問宮部 ☎090（8503）3773

大きな声で皆と合吟したり１人で
吟じると、一日中気分爽快でいら
れます。特に男性を歓迎します
日９月21日㈭10時から場中新
田コミセン費無料。入会後は月
2,000円（講師謝礼など）他会
は月3回㈭

さがみ吟詠会
「中新田教室無料体験」

案

　　問矢野 ☎090（4365）7304

日9月21日㈭10時30分〜12時
場ビナレッジホール対10歳未
満のお子さんの保護者講「いじ
めゼロを目指して」著者・栗岡ま
ゆみ氏費500円（テキスト代）
主IDEAeducation他乳幼児連
れの方歓迎。同室で託児あり

「いじめない、いじめられ
ない子育てセミナー」

案

　　問清水 ☎090（6006）4681

走り方の基本を学んで自己記録に挑
戦しませんか日10月１日㈰（８時30分
から受け付け）場海老名運動公園陸
上競技場対市内小学校１〜６年生
費500円（講師謝礼）申電話または
メール（E1994ebinatfc@gmail.
com）で。９月25日㈪締め切り

海老名市陸上競技協会主催
「市内小学生陸上競技教室」

案

　　問八木橋 ☎090（4430）0898

北海道出身者、北海道が大好き
なあなた！　イベントや旅行を通
して道産子の集いに参加しませ
んか。９月24日㈰はジンギスカン
をします。ぜひご参加を
費年会費1,000円、イベント参加
費別途

海老名
「北海道人会」

案

　　問福野 ☎0467（78）4178

地域交流が目的のお祭りです。太
鼓演奏や大道芸などのイベント
のほか、焼き鳥やパンの販売も。
お気軽にお越しください
日９月23日㈯㈷場唐池学園貴
志園（綾瀬市吉岡2381-1）他雨
天決行、駐車場あり

広げよう地域との輪
貴志園「しらさぎ祭」

案

　　問福島 ☎（232）5960

スクエアダンスは8人のグルー
プで行うウオーキングダンスで
す。適度な運動と反射神経が養
えます日９月22日・29日㈮19時
〜20時30分場文化会館108大
練習室対小学生以上他動きやす
い服装と靴でお越しください

スクエアダンス
「無料体験会」

案

　　問林 ☎（244）4686

相続・遺言・成年後見・借金など
でお悩みの方は、お気軽にご相
談ください
日10月１日㈰10時〜16時場文
化会館122大会議室費無料

神奈川県司法書士会による
「法の日　無料相談会」

案

　　問清水 ☎090（6541）1119

体をゆるめると心もゆるむ。健
康・美容と気持ちのリラックス。脳
トレにもなり笑顔が広がる楽し
い教室です。どなたでも歓迎
日10月2日 ㈪10時30分 〜11時
40分場文化会館費750円（講師
謝礼など）

ゆる体操体験教室
「えびゆるの会」

案

　　問小
お

沼
ぬま

 ☎090（8740）7580

ダンスを通じ友好交流や健康
維持をしませんか
日９月28日㈭、10月20日㈮、11
月29日㈬、12月27日㈬13時20
分〜16時20分場ビナレッジホー
ル費700円（会費）

海老名ＤＣメイト主催
「ダンスの集い！！」

案

　　問本田 ☎（238）7681

ことしも恒例のバザーを開催し
ます。焼きそばやフランクフルト
など模擬店も出店します
日10月１日 ㈰12時30分 模 擬
店・太鼓演奏、13時30分バザー
場えびな南高齢者施設敷地内

（杉久保南3-31-6）

えびな南高齢者施設
「バザー」

案

　　問後藤 ☎（233）0855

まずは身近な問題ＬＧＢＴ（性的
少数者）を知ることから始めて皆
で一緒に考えませんか。市の後
援あり日10月７日㈯14時〜16
時場ビナレッジ３階費300円（資
料代）他予約制の保育あり。10
月1日㈰締め切り

男女平等市民の会講演会
「ＬＧＢＴのことを考えよう」

案

　　問山﨑 ☎（231）2873

市内を拠点に活動している貢
理乃会の初めての発表会。特別
ゲストは津軽三味線小山流家
元・小山 貢氏です
日10月8日㈰開場12時30分・開
演13時場ビナレッジホール費無
料

小
お

山
や ま

貢
み つ

理
り の

乃20周年
「第１回 津軽三味線発表会」

案

　　問氏原 ☎（232）7801

太極拳に興味のある方や体験し
たい方、一緒にやってみません
か
日10月7日 ㈯・14日 ㈯・21日 ㈯
13時〜14時30分場杉久保コミ
セン費無料持室内用運動靴・タ
オル・飲み物

太極拳わかば会
「無料体験教室」

案

　　問山田 ☎090(9246)9291

天使のハーモニーと言われるハンドベ
ルとトーンチャイムを体験してみません
か。初めての方・男性・高齢者・お子さん

（小学校３年生以上）も大丈夫です。楽
器の持ち方や音符の読み方をお教えし
ます日９月25日㈪・30日㈯10時〜12時
場文化会館費500円（楽器使用代など）

「ハンドベルと
 トーンチャイム体験会」

案

FAX




