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共助社会づくり推進の会
「海老名・日曜トークサロン」
共に学び合い、支え合う仲間づくりの
会です。今回のテーマは「人の行動に
影響を与える心理効果」です。皆で楽し
く交流できるサロン。ぜひご参加くだ
さい日４月22日㈰14時～16時場総合
福祉会館問杉﨑☎090（4944）1327
えびなの森の楽校

「緑化フェスティバル」
カブトムシの幼虫探し、きこり体験、草
花のアレンジメント作り、どんぐりを
使ったクッキー作り、野草の観察など
を行います日５月４日㈮㈷10時～14
時（雨天時5日㈯㈷）場三日月地（大谷
746付近）問伊藤☎090（4418）2157

「そよ風傾聴講座」
日常の中に傾聴を生かす

家族・友人・隣人・職場などのより良い
コミュニケ―ションの基本となる傾聴
を学びます。初めての方も歓迎。ぜひ
ご参加を日６月11日・25日㈪、７月9
日㈪時10時～12時場総合福祉会館
定先着25人費200円（資料代）申電
話で問後藤☎（233）0855

「海老名市陸上競技選手権大会」

日５月13日㈰（８時15分から受け付け）
場海老名運動公園陸上競技場対市内在
住・在勤・在学の小学校5年生以上また
は陸協登録者費無料他詳細は同陸上競
技場・北部体育館にある要項参照申は
がきで〒243-0406国分北１-34-9宇田
川雅紀へ。５月２日㈬締め切り問飯島☎
050（5808）9164

「卓球教室」

日場５月12日・19日㈯海老名運動公園
総合体育館、26日㈯北部体育館時13時
30分～16時対初心者～中級者（小学生
以下は保護者同伴）費１回200円（参加
費）持体育館履き他ラケット貸し出しあ
り申直接会場へ問井出☎（231）6935

ターゲット・バードゴルフ
第18回「海老名市長杯争奪戦」
日５月16日㈬９時から（雨天時23日㈬）
場海老名運動公園陸上競技場対市内在
住・在勤の18歳以上の経験者費700円

（ボール代など）申はがきに住所・氏名・
性別・年齢・電話番号を記入し、〒243-
0425中野2-23-22小野脩へ。５月６日
㈰必着問小野☎FAX（238）5548

海老名市太極拳協会主催
「太極拳無料講習会」
協会所属の指導員が指導する初心者
向けの講習会です。運動しやすい服装
でご参加ください日５月19日㈯13時
～16時場海老名運動公園小体育室対
未経験者・初心者費無料持室内運動
靴Emisuna@yahoo.co.jp問中谷☎
090（7636）0499

「永池川をきれいにしよう！」

市内を流れる一級河川の永池川に
ジャブジャブ入って、ごみ拾いをしよ
う。川の生物・植物の観察もできます
日５月５日㈯㈷9時30分から場美化セ
ンター（杉久保北1-4-1）費100円（保
険料）他小学校低学年までは保護者同
伴問西田☎（234）1539

催しなどの案内

市 民 の 広 場

「海老名大分県人会」

から揚げ、シイタケ、温泉、サシコが大
好き。大分が故郷の人、好きで応援し
ている人。一緒に語り、親睦を深めて
楽しい時間を過ごしませんか。入会を
お待ちしています費年1,000円（ 会
費・郵送料など）問小宮☎（235）4324

卓球「柏ケ谷ＥＴＴサークル」

生涯スポーツとして卓球を楽しみま
せんか。練習用のマシンもあり、基本
から応用まで練習できます日毎週㈯
㈷13時～17時（予定）場柏ケ谷小学
校体育館（予定）費年1,300円（会費）
問 加原☎（231）6721

食べて学ぶ薬膳教室
薬膳で健康美ライフを

薬膳は中国伝統医学に基づく食材の
効能を生かした食事献立です。健康的
でおいしい薬膳を学び、調理して試食
します日毎月第３㈬午後場文化会館
調理室費1回2,000円（資料代・食材
費・施設使用料）申電話またはメール
でEy.fukino@gmail.com問吹

ふ き

野
の

☎
（268）2925

海老名市手話サークル
「さつき会」
手話に興味のある方、聴覚障がい者
と交流をしながら楽しく手話を学びま
せんか。見学歓迎。新規会員の受け付
けは５月31日㈭まで日《昼の部》毎週
㈭10時～12時《夜の部》毎週㈮19
時～20時45分場総合福祉会館（予
定）費年3,000円（行事代など）問市
川☎ FAX（231）9935

メンバー募集

情報

お知らせ

　広域的なごみ処理に関する基本施
策や施設整備方針について定めた「大
和高座ブロックごみ処理広域化実施
計画」を改定しました。同計画は、環境
課または市ホームページで閲覧でき
ます。

大和高座ブロックごみ処理
広域化実施計画を改定
環境課 ☎（235）4922

　水道管の水漏れを発見するため、
市内の道路や宅地内水道メーター付
近の漏水調査を９月まで行います。重
要な水道管を埋設している道路など
では夜間調査も行います。なお、調査
員は顔写真入りの身分証明書を携行
し、腕章を着用しています。

漏水調査にご協力を
海老名水道営業所

　☎（234）4111

◆普通救命講習〔Ⅰ〕 心肺蘇生法とＡＥ
Ｄ※の使い方を学ぶ講習。講習時間は
３時間。
◆普通救命講習〔Ⅲ〕 主に小児・乳児
に対する心肺蘇生法とＡＥＤ※の使い
方を学ぶ講習。講習時間は３時間。
◆上級救命講習 普通救命講習〔Ⅰ〕に
筆記試験・実技試験を加えるほか、乳
児・小児に対する心肺蘇生法、三角巾
の使い方、骨折・やけどなどの処置方
法と搬送方法を学ぶ講習。講習時間は
８時間。
日〔上級〕5月12日㈯〔Ⅰ〕〔Ⅲ〕27日㈰
時〔Ⅰ〕９時～12時、〔Ⅲ〕13時30分～
16時30分、〔上級〕9時～18時場本署
対市内在住・在勤の中学生以上の方
定各日先着25人費無料申電話で24
時間受け付け他修了者には修了証を
交付します。詳細は警防課へお問い合
わせください。なお、災害発生時など
は中止・変更になる場合があります
※ＡＥＤ…自動体外式除細動器

警防課 ☎（231）0355

普通救命講習〔Ⅰ〕〔Ⅲ〕・
上級救命講習

　源氏物語を原文（現代語訳付き）で
楽しく読んで学ぶ全３回の講座です。
日①５月19日㈯②６月16日㈯③７月
21日㈯時①13時～14時30分、②③
13時30分～15時場文化会館351多
目的室対市内在住・在勤・在学で、全３
回受講できる方定先着50人内①桐
壷②帚

ははき

木
ぎ

③若紫講宇留田初実氏（詩
人）費無料申４月16日㈪から電話で
学び支援課へ

学び支援課 ☎（235）8411

第２回海老名市民講座
まなＢ

び ー な

ＩＮＡ「源氏物語を
楽しく読む」〈全３回〉

　職業に必要な知識・技術・技能を習
得して、就業する意思がある方を募集
します。詳細は県産業人材課へお問い
合わせください。５月27日㈰に入校の
選考を行います
申事前に住所地を所轄するハロー
ワークで手続きの上、直接または郵送
で、かなテクカレッジ東部（横浜市）、
またはかなテクカレッジ西部（秦野市）
へ。申込書はハローワークなどで配
布。５月14日㈪締め切り

県産業人材課 ☎045（210）5715

かなテクカレッジ
（県立職業技術校）７月生

　子どものおやつ作りと試食を行い
ます日5月19日㈯10時～12時（受け
付けは9時45分から）場えびな市民活
動センタービナレッジ3階対５歳～小
学校２年生のお子さんと保護者定先
着20人費無料持エプロン・三角巾（バ
ンダナ可）・布巾・手拭きタオル・筆記
用具主食生活改善推進団体えびな会
申４月16日㈪から、電話で健康推進課
へ他託児はありません

健康推進課 ☎（235）7880
大好きおやつ講座

登録にご協力を
防災協力農地
危機管理課 ☎（235）4790

　地震などの災害発生時に、一時避
難場所や災害復旧用の資材置き場な
どとして利用できる農地を募集しま
す。災害に備えるための事前登録制で
す。ご協力をお願いします。
対おおむね500㎡以上のまとまった
農地または生産緑地内の農地（水田・
傾斜地などは除く）期３年間（更新制）
申直接、危機管理課へ他農地を使用し
た場合には、使用実態に応じて農作物
補償料や土地使用料を支払います。
登録農地には必要に応じて標識を設
置します

ヘルシークッキング
「脱・隠れ肥満」

健康推進課 ☎（235）7880
　講話と調理実習を行います日5月
22日㈫9時30分～12時（受け付けは
9時15分から）場えびな市民活動セン
タービナレッジ3階対市内在住・在勤
の方定先着20人費500円持エプロ
ン・三角巾（バンダナ可）・布巾・手拭き
タオル・筆記用具・健康手帳申４月16
日㈪から、電話で健康推進課へ他２歳
以上若干名の託児あり。要予約

募　　集

４月の教育委員会定例会
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20日㈮14時から場えびなこども
センター（保健相談センター）201会
議室

第47回国分寺台おはよう市場
同実行委員会 ☎（231）6745

日4月29日㈰㈷８時～９時30分（予定）
（雨天決行）場国分寺台中央商店街
（大谷小学校東側付近）内鮮魚・焼き
鳥・野菜の販売、抽選会など他駐車場に
は限りがあります。徒歩または公共交
通機関でお越しください

催　　し
E B I - LOGエビ・ログ

こんなことがありました

　消防団の各分団
に配備されている
エンジンカッターや
油圧ジャッキなどを
消防団員が実際に
使用し、取り扱い方
法や安全管理を身
に付けました。

消防団資機材取扱訓練を実施
　

　有鹿小学校５年生の児童約40人と
江
こうすいこくみん

翠國民小
しょう

學
がく

の児童が折り紙や習字
で交流したほか、台湾の伝統音楽（北
管音楽）の披露が行われました。

台湾の児童と文化交流
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の市民の広場「着
付け講座 ＯＢ会の着付け教室」の問
い合わせの電話番号は

「笈川☎（234）4880」でした。訂正
してお詫

わ

びします。




