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募

市民の
ひろば
市民の
ひろば

親子で英会話を
幼児英会話教室

　　問佐藤 ☎080（3486）7546

えびな国際交流の会共催で行う
外国人の先生による１歳～５歳の
幼児が対象の英会話教室。ダン
スや工作を行う楽しい授業です。
気軽にご参加を。日第１㈭ 10 時
30 分から場文化会館（予定）費１
回 500円（講師謝礼）

募

初めての方ご参加を
「ハンドベルサークル」

　　問山田 ☎090（9246）9291

ハンドベルとトーンチャイムを奏
でてみませんか。今回は初心者
の募集です。基本から優しく指導
します。詳細は電話で。
日月３～４回 ㈬10 時～11時 30
分 費 2,500 円前後（講師謝礼な
ど）

募
「海老名北海道人会」

　　問伊藤 ☎（233）7580

北海道出身者、北海道が大好
きな方へ！　 イベントや 親 睦
会、旅行などを通して親睦を深
めましょう。４月下旬には、初
めての総会を行います。ぜひ、
ご参加ください。費年1,000円

（通信費など）

募

男の料理教室
「鯵

あじ
な会」

　　問長井 ☎080（1335）4502

毎月新鮮な季節の魚を使い、ヘ
ルシーでおいしい料理を作ります。
魚料理を味わいながら親睦を深め
ましょう。初めて包丁を持つ方も
歓迎します。日毎月第４㈮13 時～
18時場文化会館（予定）費2,500
円（材料費など）

募 ＮＰＯ海老名ガイド協会
史跡ガイド養成講座

　　問西 ☎（231）3886

新会員養成のために「歩いて学ぶ海
老名の歴史」（実践２回、講座３回
の計５回）を開催します。ぜひご参
加を。日４月９日から毎週㈭場実
践は現地 、講座は文化会館 定先
着20人 費2,000 円（保険代など）
申詳細は電話で。

案

 ハワイアン・フラ
「オハナ・サークル」

　　問小林 ☎（232）2252

自然の音や風、花の香りを感じ
る美しいフラを踊ってみません
か。年齢問わず、いつからでもス
タートできます。見学・体験あり。
日第２・４㈬ 16 時～17時場勝
瀬文化センター（予定）費月3,000
円（講師謝礼など）

募

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。
募メンバー募集　案催しなどの案内

募

　　問石原☎（238）3973

平成 26 年 11月 23 日に総会と
懇親会を開催しました。越後な
まりが飛び交い、楽しく懇親を
深めました。ことしは越後旅行も
計画しています。同郷人同士、一
緒に楽しみませんか。費家族で年
1,000 円（通信費など）

 「海老名市新潟県人会」への
お誘い

　　問山下 ☎090（9974）6318

ジャズ・ヒップホップ・ミュージ
カルなどのダンスを基礎から楽
しく練習中。初心者大歓 迎！　
人間性を磨くことにも力を注い
でいます。日毎月第１・３㈰ 10
時～12時 場中新田コミセンなど
費月3,000円　（講師謝礼など）

募キッズダンスチーム
「えびな～ず」

空手を通して心身強化を
「空手と体力強化の会」

 歩こう会
「海老名ウオーキングサークル」

社交ダンス
「マーガレット」

折り紙サークル
「折り紙あそびの会」

　　問山村 ☎（231）2913

　　問佐藤 ☎090（4225）5090

　　問柴田 ☎（232）0221

　　問佐藤 ☎（231）9446

空手を通して自分に自信をつけ
ましょう。日毎週㈮ 16 時 30 分
～18 時場勝瀬文化センター（予
定）費子どもを含む１家族 1,000
円、大人 2,000 円（講師謝礼な
ど）他㈮以外にも体力強化運動
を実施予定

スポーツトレーナーの講習がある
ウオーキングサークルです。正しい
姿勢で一緒に歩きましょう。ラン
ナーのフォームチェックあり。日毎
月第２・４㈰９時～９時30 分場市
役所前集合費入会金 1,000 円、
年会費 2,000 円（講習料など）

ＪＢＤＦ商業２級全日本ダンス連
盟フェロー級講師、加藤佳恵さん
が指導します。多少経験のある方
を歓迎。日第１・３㈮12 時 30 分
～14 時と第２・４㈬ 11時～12
時 30 分場柏ケ谷コミセン（予定）
費月2,000 円（講師謝礼など）

楽しい音楽にのって、一緒に踊り
ませんか。見学・体験できます。
日①毎週㈯11時 30 分～13 時
30分② 毎 週 ㈰15 時30分～17
時30分場国分コミセン（予定）費月
2,000円（講師謝礼など）他②は
初めての方でも踊れる内容です。

海老名で唯一の映画鑑賞グルー
プです。古今東西の映画を上映
し、鑑賞後は映画について語り
合う場となります。
日毎月第１㈰ 13 時～17 時場文
化会館練習室（予定）費月500
円（施設使用料など）

募

募

募

　　問橋本 ☎（234）7710

結成して 11 カ月になる、全員
初心者のサークルです。折り紙
を一緒に楽しみませんか。体験
もできます。日毎月第３㈮ 10
時～12 時場大谷コミセン（予定）
費月1,000 円（講師謝礼など）、
別途材料費あり

募 フランス語会話
「ラヴニール」

　　問  三
み た に

谷 ☎（231）7286

フランス語に興味がある方、レ
ベルアップを目指している方、
ぜひ一緒に会話を楽しみましょ
う。日毎月第１・３㈭①初級18時
～ 19 時②中級19 時～20 時30
分場文化会館学習室（予定）費①
2,150 円 ②3,150 円（講師謝礼）

募

募 キッズダンスサークル
「ＢМＫ」

　　問古
こいずみ

泉 ☎090（4943）2032

ダンスを通じてリズム感・バラン
ス感覚・柔軟性を身に付けます。
また情緒を重視し、情操教育を
目指した指導も行っています。
日毎週㈮ 17 時 30 分～18 時15
分場本郷コミセン（予定）対小学
生費月 2,500 円（講師謝礼）

募 楽しく動く社交ダンス
「ステップ・サークル」

楽しく映画を見る
「シネマサロン海老名」

　　問寺 ☎（231）8641

スクエアダンス
無料体験会

　　問福島 ☎（232）5960

楽しみながらできるゲーム感覚の
ウオーキングダンスです。多くの
方との出会いもあります。活動し
やすい服装でご参加を。日３月 20
日㈮・27 日㈮ 19 時～20 時 45
分場文化会館 108 大練習室など
対小学生以上

案


