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募　集

　市太極拳協会員対象の、表演
交流を行います。
日 10月 18日㈯ 13時〜16時
場海老名運動公園総合体育館
主市太極拳協会申問同協会・山
田（☎233・5184）

日 10月５日㈰９時〜12時（サ
ツマイモがなくなり次第終了）
※小雨決行場国分北１‐3166
の畑（海老名駅から徒歩約15
分）持軍手・スコップなど他掘
り取ったサツマイモは廉価で販
売します。多少、汚れてもよい
服装でご参加ください。

平成26年度合同就職説明会
「就活 in 海老名」

１等は箱根ペア宿泊券！
地元で買ってラッキーチャンス

第２回えびなボランティアフェスタ
～つながりの輪を広げよう～

市総合体育大会
第17回海老名市太極拳交流大会

ふれあい農業
サツマイモの掘り取り

◆ えびなメールサービス ◆

登録はebina.i@mpx.wagmap.jp�
あてに空メールを送信。
問ＩＴ推進課 ☎(235)4715

◆ 広報えびな 点字版・音声版 ◆

広報の文字が見えにくい方に
お送りします。
問障がい福祉課 ☎(235)4813

リサイクルプラザ情報

問海老名商工会議所
　☎（231）5865

問海老名商工会議所
　☎（231）5865

問海老名市社会福祉協議会
　☎（232）1600

問文化スポーツ課 ☎（235）4927

問農政課 ☎（235）4844

問同プラザ☎（237）3196・㈫休館

　キャリアカウンセラーによる
就職相談も開催します。事前申
し込み不要。直接会場へお越し
ください。
日10月21日㈫13時〜17時（受
け付けは12時30分〜16時30
分）場ザ・ウイングス海老名対海
老名とその周辺地区で就職活動
中の方費無料

　店舗ごとに設定した金額以上
の買い物をした際、その場で当
たりが分かるスクラッチカード
を配布（なくなり次第終了）し
ます。参加店舗は、店頭ポス
ターとピンク色ののぼり旗が目
印です。
期10月15日㈬からカードが
なくなるまで他詳細は、電話で
問い合わせ、または海老名商工
会議所ホームページをご覧くだ
さい。
Hhttp://www.ecci.or.jp/

　ボランティア団体による福祉体
験を通して、ボランティアについて
楽しみながら知ることができるイ
ベントです。お楽しみ体験コーナー
など、どなたでも参加できるブー
スが盛りだくさん。模擬店も出店し
ますので、ぜひご来場ください。
日11月２日㈰10時〜15時場総
合福祉会館

日毎月第２・４㈰10時〜12時
申実施日の３日前までに電話で
同プラザへ。

史跡散策　海老名の古道を歩く
～その３ 中世鎌倉道と近世
大山道（青山通）編～

交通安全・防犯・防火ポスター
と交通安全・防犯標語の
入賞作品展

温故館企画展
「海老名の中世武士
～遺物から見る足跡～」

問教育総務課 ☎（235）4925

問地域自治推進課 ☎（235）4789

問教育総務課 ☎（235）4925

　市内の古道を中心に史跡を巡
る全４回シリーズの３回目で
す。今回は、史跡相模国分寺跡
周辺を訪ねます。
日 11月８日㈯９時〜12時（８
時50分集合）※小雨決行定先着
40人（小学生が参加する場合は
保護者同伴）費無料主NPO法人
海老名ガイド協会・市教育委員
会申10月１日㈬から、直接また
は電話で教育総務課へ。10月
27日㈪締め切り。

【コース】海老名中央公園七重塔
前（集合）→国分寺→ひさご塚
古墳→小園橋→南坂（望地遺跡）
→逆川の碑→史跡相模国分寺跡
→温故館→海老名中央公園（解
散）

日 10 月 21 日㈫〜 26 日㈰８
時30分〜17時15分場市役所
１階エントランスホール他防火
ポスターの展示は26日㈰のみ。
なお、11月に開催する防火ポ
スター展では、応募全作品を展
示します。

　市内の遺跡で出土した貴重な
遺物から、中世海老名の武士の
様子について探る企画展です。
期 10 月 4 日㈯〜 12 月 19 日
㈮９時〜17時 15分（12月８
日㈪は休館）場温故館２階企画
展示室内河原口坊中遺跡出土
「金剛盤」（11月30日㈰まで）、
上浜田遺跡出土「青

せいじ
磁・白

はくじへい
磁瓶」

の展示など他 10 月 19 日㈰、
11月９日㈰、12月 13日㈯い
ずれも 10時 30分と 13時 30
分からの１日２回、展示解説あ
り。

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、相鉄エージェンシー(☎045・450・1804)へ。

傘の修理教室

エコクラブ教室（後期）

※共通事項
時９時30分〜12時場リサイク
ルプラザ対市内在住の６歳〜12
歳で全日程参加可能な方（６歳の
参加のみ保護者同伴）定20人（定
員を超えた場合は抽選）申往復は
がきに、住所・氏名・年齢・電話
番号を記入し、〒243‐0418
大谷南5‐7‐35リサイクルプ
ラザ「エコクラブ教室」係へ。

講座名 日にち
牛乳パックで
帽子作り 10月25日㈯

廃材を利用した
ロボット工作 11月22日㈯

クリスマスリース
作り 12月20日㈯

木の実細工 �平成27年
１月17日㈯

さき織り
（コースター作り） ２月21日㈯

廃材を利用した
フォトフレーム ３月21日㈯㈷

成年後見制度講演会

問福祉総務課 ☎（235）4820
　　　　　　 F （233）5731

　「家族で支える・地域で支える」
をテーマに、認知症や障がいな
どで判断能力が低下した方の暮
らしをサポートする成年後見制
度の必要性と、地域住民・市民
後見人の役割についてお話しし
ます。
日 10月 29日㈬ 13時 30分〜
15時 30分場市役所 401会議
室定先着100人講弁護士 ･内嶋
順一氏申 10月１日㈬から、電
話またはファクスで福祉総務課
へ。

催　し

今月の納税・納付
〈納期限10月31日㈮〉

● 市県民税（普通徴収）［３期］
● 国民健康保険税［５期］
● 清掃手数料［８・９月］
●  下水道受益者負担金・分担金
［３期］

● 市営住宅使用料［10月］
● 保育所保育料［10月］
● 介護保険料［５期］
● 後期高齢者医療保険料［４期］
● 小学校給食費［６期］

納付は、口座振替が便利です。

相鉄線

並木橋

来場者用
駐車場

サツマイモ
掘り取り会場

小
田
急
小
田
原
線

　施設を利用している団体の活
動発表や作品展示などを行いま
す。ぜひ、ご来場ください。
　内容などの詳細は、各施設に
お問い合わせください。

コミセンまつり
問地域自治推進課 ☎（235）4793

日10月５日㈰10時〜16時

日10月19日㈰10時〜17時30分

国分コミセン ☎（235）2000

柏ケ谷コミセン ☎（231）7475

　本誌９月15日号３面「えびな市民活
動センター・ビナスポ（レクリエーショ
ン館）オープン記念フェスティバル」の
記事中、活動発表団体の名称に誤り
がありました。おわびして訂正します。
誤）柏ケ谷中学校マーチングバンド部　
→　正）柏ケ谷中学校ブラスバンド部


