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文化スポーツ課からのお知らせ
問 �文化スポーツ課☎（235）4927

　２会場で大会を行います。申
し込み不要。運動のできる服装
で、室内履きを持参してください。
【中部地区会場】
〈種目：バウンスボール大会〉
日12月1日㈯９時～12時場大谷
小体育館対小学生以上1チーム
３人（1人での参加も可）他９
時30分までに集合主市中部地区
スポーツ推進委員
【北部地区会場】
〈種目：バウンスボール大会・
玉入れ大会〉
日12月1日㈯９時～12時場上星
小体育館対小学４年生以上、バ
ウンスボール：1チーム３人、
玉入れ：1チーム６人（いずれ
も1人での参加可）他９時まで
に集合主市北部地区スポーツ推
進委員

　11月19日㈪～12月10日㈪は
保守点検などのため、臨時休
館します。また、同プールで
はスタジオ教室を行っていま
す。日程などの詳細は、同プー
ルまでお問い合わせください。

高座施設組合屋内温水プール
臨時休館などのお知らせ

えびな史跡散策「紅葉の秋葉山
古墳群」～水の里、今泉の史跡～
問 �文化スポーツ課☎（235）4925

　色づく古墳群の森と湧水地を
巡る史跡散策です。
日12月８日㈯９時～12時定先着
50人費無料主海老名史跡ガイド
ボランティアの会（市共催）申
直接または電話で、文化スポー
ツ課へ。12月３日㈪締め切り。
【コース】
かしわ台第一児童公園（８時
50分集合）→亀島自然公園→秋
葉山古墳群→常泉院→かしわ台
駅（解散）

労働セミナーを開催
問 �かながわ労働センター県央支所
　☎（296）7311

日12月４日㈫・６日㈭18時30分
～20時30分場市役所702会議室
対労働者全般定各回40人費無料
他詳細は、お問い合わせくださ
い。申電話などで同支所へ。

介護者教室「認知症を知って、
上手に付き合おう」
問 �海老名南地域包括支援センター
☎（238）7691

　認知症の基礎知識や受診のタ
イミング、相談の仕方や最新の
治療法など、すぐに役立つ情報
の教室です。
日12月15日㈯10時～12時場総合
福祉会館定先着40人講湘陽かし
わ台病院・大友卓氏費無料申11
月15日㈭から電話で同センター
へ。

リサイクルプラザからのお知らせ
問 �同プラザ☎（235）7400

【らくらく工房】
〈①着物からポンチョ作り〉
日12月９日㈰10時30分～13時持
着物1枚分（ほどいたもの）、
はさみ、裁縫道具、筆記用具
〈②お飾り作り〉
日12月26日㈬10時30分～13時持
はさみ、水引き（紅白）、実の
ついたナンテンやカラスウリな
ど飾りたいもの
【移動教室】
〈③パッチワーク・小銭入れ作り〉
日12月16日㈰10時～13時場国分
コミセン持裁縫道具、はさみ、
筆記用具
※①②③共通事項
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、
〒243-0421さつき町39- 1えび
な市民活動サポートセンター
「○○教室」係へ。11月25日㈰
消印有効。
【再生家具抽選販売】
日12月８日㈯～15日㈯10時30分
～18時（応募者多数の場合は16
日㈰に抽選）場市民活動サポー
トセンター
【傘の修理教室】※要予約
日毎月第２・４㈰10時30分～13
時場市民活動サポートセンター
※駐車台数に限りがあります。

ご寄付ありがとう（敬称略）

◆市環境基金へ
・�善教寺灯ろう祭り実行委員会
／２万7,800円

・井上祥倫／５万円
・匿名／8,482円

ジャガイモの掘り取り
問 �農政課☎（235）4844

日11月25日㈰９時～11時30分
（品物がなくなり次第終了）場
中新田５丁目3054・3055番の畑
費無料持軍手、スコップなど他
掘り取った品物は廉価で販売。
駐車場はありません。
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問 同プール☎（238）8780

募

厳しくも優しい指導で初心者、女
子でも大丈夫。野球の基本、相手
に伝わる挨拶、返事、礼儀を学び、
へこたれない強い心身が得られま
す。日毎週㈯㈰㈷９時～場海老
名小グラウンドほか対年長～小学
６年生費年15,000円（活動費など）

少年野球チーム
「海老名ダックスズ」
問 三橋☎080（5674）3284

50分間の４コースを用意しました。
①英語で日記を書いてみよう②大人
やりなおし英語③子どもの英語④ビ
ジネス英語（初級）日毎週㈬時①14
時～、②15時～、③16時～、④21時～場
文化会館ほか費1回①～③1,500円、
④2,000円（講師謝礼・教材費など）

英語を学ぼう！
初心者からの英語攻略体験

問 渡辺☎（206）6820

募

初心者大歓迎。見学・体験可。
お気軽にご参加ください。日毎
週㈪㈮（㈪が雨天の場合は㈬。
㈷と８月全休）13時30分～15時
場大谷近隣公園広場（大谷コミ
セン裏）費入会金1,000円、年
会費2,400円他旅行、コンペあり

大谷
グラウンド・ゴルフクラブ

問 高野☎（231）9380

募

日本でもおなじみの杜子春や山
月記は、中国唐時代の伝奇小説
がおおもとです。今回は日中両
国の文化の関連を学びます。日
11月27日㈫15時～17時場市内レ
ストラン講植田渥雄桜美林大名
誉教授費1,000円（資料代含む）

中国古典文学講座　唐時代
杜子春でおなじみの伝奇小説

問 平岡☎（238）3311

案

成人式の振袖を中心に、和服の
着付けを学ぶ会です。興味のあ
る方、ぜひお気軽にご参加くだ
さい。
日11月24日㈯10時～13時30分場
中新田コミセン持着物一式、タ
オル、小物など

第93回「雅会」
無料着付け教室

問 渡辺☎（233）3695

案

初めての方にも分かりやすく教
えます。日11月23日㈮㈷子ども
は12時15分～、大人は13時15分
～場海老名運動公園総合体育館
柔道場対４歳以上費無料他通学
稽古日は毎週㈪18時～20時。連
絡は19時～20時の間で。

合気道教室
問 坂本☎（240）6840

案

今は小学生が中心ですが、中学生、
高校生、大学生、成人の方もどう
ぞ。男女問わず。３カ月無料体
験実施中。ぜひお試しください。
日毎週㈪18時～19時30分場本郷
コミセン費月3,000円（保険代・
用具代など）

空手道「明成塾」
問 太田☎090（8104）0722

募

有鹿小学校・中新田小学校のチー
ムです。みんなで楽しくバスケ
をしませんか。初心者大歓迎。
日毎週㈫17時～19時・㈬18時～
20時30分・㈯㈰練習、試合あり
場有鹿小体育館対小学生費月
1,000円（活動費）

有鹿ミニバスケットボール
クラブ

問 國藤☎080（5537）9120

募

募

季節の花をいかした講師オリジ
ナルのアレンジ。クリスマス、
お正月の作品を楽しみながら作
ります。初心者も経験者もお気
軽にご参加を。日㈮㈯月２回13
時～、17時～場文化会館練習室
ほか費1回2,500円（花代含む）

フラワーアレンジメント
「フィオーレ」
問 仲久保☎080（5420）5242

募

民謡の基本伴奏および唄い手と
一緒の伴奏の稽古をするサーク
ルです。
日㈫または㈬の月２回場柏ケ谷
コミセン費月2,000円（稽古代）
他稽古用尺八（数本）は、貸し
出し可能です。

民謡尺八のサークル
「武藤会」
問 武藤☎090（9135）4019
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日12月９日㈰９時30分（受付８
時30分）場有馬高校内親子の部
から順次スタート対健康な人費
無料申11月25日㈰までに〒243-
0406国分北1-34−９宇田川雅紀
へ他詳細は北部体育館・陸上競
技場にある要項を参照。

第12回ロードレース大会
問 山﨑☎（232）2763

案


