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おとなのための
わらべうたあそび講座

キッズクラフト教室
in English

問有馬図書館 ☎
（238）
4646

問 中央図書館 ☎
（231）
5152

家でお子さんと楽しみたい
方、職場で活用したい方など、
どなたでも参加できます。一緒
にわらべうたあそびを覚えま
しょう。
日11月17日㈭10時～11時30
分場有馬図書館多目的室定先着
15人講日本わらべうた協会理
事長・田村洋子氏費無料申11
月１日㈫か
ら 、直 接 ま
たは電話で
有馬図書館
へ。

中 央 図 書 館 ス タ ッ フ 、キ ン
ジャルさんと一緒に、楽しく英
語を学びながら折り紙でお弁当
を作ります。
日①11月26日㈯、②11月27日
㈰10時～11時30分場中央図書
館対①３歳～６歳、②７歳～12
歳定各日先着12人費無料他11
月12日㈯から、図書館１階カウ
ンターで整理券を配布。

予防接種事業従事看護師
（臨時職員）
問健康づくり課 ☎
（235）
7880

保健相談センターで予防接種
事業に関する事務などを行う臨
時職員を募集します。詳細は、
健康づくり課へお問い合わせく
ださい。
【任用期間】12月中旬～平成29
年３月31日【勤務時間】平日８
時30分～17時15分の中で、１
日６時間
申電話連絡の上、看護師免許証
の写しと履歴書を健康づくり課
へ持参。

EBINA Facebook

行政情報のほか、海老名の旬の
情報をお知らせしています。ぜ
ひ、
ご覧ください。
海老名市フェイスブック
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秋のおはなし会
問中央図書館 ☎
（231）
5152

海老名おはなしたまてばこに
よるおはなし会です。深まりゆ
く秋のひとときを、お話の世界
で楽しみませんか。
日11月26日㈯10時～11時
場中央図書館対小学生以上の
方定先着50人内「北風に会いに
行った少年」
「スヌークスさん一
家」ほか費無
料申11月１
日㈫から、直
接または電
話で中央図
書館へ。

第10回おとなの朗読会
問有馬図書館 ☎
（238）
4646

図書館スタッフとボランティ
アが、夏目漱石の生誕150年お
よび没後100年を記念し、
「坊っ
ちゃん」などの作品を朗読しま
す。
日11月12日㈯14時～15時場有
馬図書館多目的室対中学生以上
定先着20人費無料申11月１日
㈫から、直接または電話で有馬
図書館へ。

野草観察
「秋の横須賀水道路沿いの
草花観察」
～キク科の植物大集合～

問 教育総務課 ☎
（235）
4925

「アキノキリンソウ」や「カント
ウヨメナ」など、秋の野草を観察
しながら横須賀水道路沿いを約
3.5㎞歩きます。
日11月19日㈯９時～12時
（予定）※少雨決行定先着40人
内【コース】市役所（集合）→横
須賀水道路（大谷～国分寺台）
→国分寺台第10バス停（解散）
費無料（交通費などは自己負担）
主海老名野草観察の会・市教育
委員会申11月１日㈫から、直接
または電話で教育総務課へ。11
月16日㈬締め切り。

たこ

第６回えびな凧揚げまつり

「和凧作り教室」

問 文化スポーツ課 ☎
（235）
4797

日12月11日㈰または17日㈯
９時～15時（いずれかを選択）
場市役所401会議室対市内在
住・在学・在勤の方（小学生以
下は要保護者同伴）定各日先着
25人程度費１人500円（申し込
み 時 に 徴 収 ）申 1 1 月 １ 日 ㈫ か
ら、直接文化スポーツ課窓口へ。
他申し込み時に配布する和紙
（約１ m 四方）に絵を書き、教室
当日に持参してください。

EＥメール  問問い合わせ  申申し込み

ゲートキーパー講座
「あなたに知ってほしい」
問 健康づくり課 ☎
（235）
7880

日11月30日㈬10時～11時30
分（受け付けは９時45分から）
場保健相談センター対市内在
住・在勤の方定先着40人内大
切な人を自死で亡くされた遺族
の方のお話講全国自死遺族総合
支援センター会員費無料申11
月１日㈫から、直接または電話
で健康づくり課へ。

史跡散策
「海老名のみほとけを訪ねる」
～有馬に伝わる仏像と綾瀬市神
崎遺跡を訪ねる～
問教育総務課 ☎
（235）
4925

市南部の有馬地域を中心に、
市指定重要文化財の仏像などを
拝観する、全４回シリーズの第
３弾です。併せて綾瀬市の神崎
遺跡資料館も見学します。
日11月25日㈮８時30分～12時
（予定）※少雨決行定先着40人
内【コース】海老名中央公園（集
じょう こく じ
きち じょう じ
ほん がく
合）→ 定 国 寺 →吉 祥 寺 →本 覚
じ
じょう ねん じ
ほう きょう
寺の地蔵塔→ 常 念寺の宝 篋
いん とう
しん こう じ
じゅ かん じ
印塔→真光寺の地蔵塔→寿閑寺
ふ げん
もん じゅ ぼ さつ ざ ぞう
の普賢・文殊菩薩坐像→神崎遺
ね おん ま
跡資料館→根恩馬バス停（解散）
費無料（交通費などは自己負担）
主ＮＰＯ法人海老名ガイド協
会・市教育委員会申11月１日㈫
から、直接または電話で教育総
務課へ。11月18日㈮締め切り。

◆市立保育園
臨時保育士・非常勤保育士
4824
問子育て支援課 ☎（235）

▲竹の骨組みに和紙を貼っていく

えびな健康マイレージ2016対象

市立保育園で勤務する保育士
を募集しています。要保育士
資格。詳細は子育て支援課へ。

女性の人権ホットライン
無料電話相談

情報

問横浜地方法務局
☎045
（641）
7926

夫やパートナーからの暴力や
セクハラなど、女性をめぐる人
権問題について、人権擁護委員
および法務局職員が相談に応じ
ます。秘密は厳守します。ひと
りで悩まず、ご相談ください。
日11月14日㈪～20日㈰８時30
分～19時
（㈯㈰は10時～17時）
◎女性の人権ホットライン
（全国統一ナビダイヤル）
☎0570
（070）
810

最低賃金が改定されました
問神奈川労働局賃金室
☎045
（211）
7354

10月1日から、神奈川県の最
低賃金が930円になりました。
この賃金は、県内で働く常用・
臨時・パート・アルバイトなど
の雇用形態などを問わず、全て
の労働者とその使用者に適用さ
れます。

募

集

キッズクッキング
問 健康づくり課 ☎
（235）
7880

日12月３日㈯10時～12時30
分（受け付けは９時45分から）
場保健相談センター対５歳～就
学前の幼児と保護者定先着16
組費１組500円持エプロン・三
角巾（バンダナ可）・布巾・タオ
ル主食生活改善推進団体えびな
会申11月１日㈫から、直接また
は電話で健康づくり課へ。他１
歳以上、若干名の託児あり。事
前申込制。

お 知らせ
住みよいまちづくりをご一緒に

自治会に加入しましょう

問市自治会連絡協議会事務局
（地域づくり課内）☎
（235）
4793

11月１日～30日に「自治会
加入促進運動」を実施します。
自治会役員などが自治会未加入
世帯を訪問し、加入の呼び掛け
を行います。皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。

献血を実施します
問健康づくり課 ☎
（235）
7880

日11月15日㈫10時～12時、13
時～16時場市役所南側玄関前

「平成28年生活のしづらさなど
に関する調査」にご協力を
問県障害福祉課 ☎045（210）4720

12月１日を基準日に、厚生労
働省による「生活のしづらさな
どに関する調査」
（ 全国在宅障害
児・者等実態調査）
を行います。
障がいのある方を対象に、調査
地区内の世帯を無作為に抽出し、
調査員が12月中に訪問し、調査
の趣旨説明のほか、調査票の配
布などを行います。調査へのご
理解とご協力をお願いします。
◆

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
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