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８月９日㈫
東柏ケ谷連絡所臨時休業
問�市民課☎（235）4869

　８月９日㈫、相鉄ローゼンさが
み野店の休みに伴い、東柏ケ谷
連絡所を臨時休業します。

ボランティア入門技能講座
問�市社会福祉協議会☎（235）0220

【①音声訳入門講座】
日８月31日～９月2８日の毎週水曜
日（全５回）費５00円（テキスト代）
他８月12日㈮締め切り。講座終
了後、希望者に養成講座あり。

【②点訳入門講座】
日 ９月1日～2９日の毎週木曜日
（全５回）費無料他８月26日㈮締
め切り。講座終了後、希望者に
応用講座あり。
※①②共通事項
時10時～12時場総合福祉会館対

市内在住の方定20人
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事業名 日　　時 会　　場 内　　容 問い合わせ先
弘道お兄さんと一
緒！親子ではつら
つ体操

24日㈬
９時30分～10時30分

運動公園
体育館

佐藤弘道氏を招き、親子そろって出
来る体操のイベント。健康測定も実
施します

健康づくり課
☎（23５）7８８0

えびな薪能公演 20日㈯
1８時30分～21時(予定） 相模国分寺跡 能楽師による薪能公演 商工課

☎（23５）4８43

国分寺台
おはよう市場

2８日㈰
7時～９時（予定）

国分寺台
中央商店会

鮮魚、豆腐コロッケ、地場野菜の販
売など

国分寺台中央商店会
朝市実行委員会
☎（231）644９

ありま愛郷まつり 27日㈯
14時～20時 杉久保小学校 盆踊り、囃子連、太鼓、模擬店、フリー

マーケットなど

海老名商工会議所
第3支部
☎（231）５８6５

わくわく！
キッズお仕事
フェスティバル

20日㈯
10時～1５時(予定）

海老名
中央公園

小学生を対象とした、郷土愛意識の
向上を図るための職業体験イベント

㈳青年会議所
事務局
☎（233）1８0５

市制施行40周年記念関連事業（8月分） 　明日へ!未来へ!!東日本へ!!!海老名の元気をとどけよう！

市民団体などが自主的に実施する事業

社協事務所移転のお知らせ
社協事務所は、7月 1９ 日㈫か
ら、総合福祉会館内から市役
所１階および附属棟Ａ会議室
に移転しました。なお、電話
番号の変更はありません。

８月13日㈯ ・ 14日㈰
自動交付機休止
問�市民課☎（235）4869

　８月13日㈯～14日㈰の2日間、
市役所南側庁舎入口前に設置の
自動交付機は、システム修正作
業のため利用出来なくなります
ので、ご注意ください。

夏休み映画会
問�有馬図書館☎（238）4646

日８月13日㈯・14日㈰・20日㈯・
21日㈰場有馬図書館多目的室対

幼児以上他希望者は直接会場へ。
日にち 上映映画
13 日1部 学校の怪談
13 日2部 にじになったさかな
14 日1部 ムーミン
14 日2部 こむぎいろの天使
20 日1部 学校の怪談
20 日2部 24８6 年宇宙の旅
21 日1部 イソップ物語3
21 日2部 人間になりたがった猫

1部＝ 10 時 30 分～ 12 時
2部＝ 14 時～ 1５ 時 ５５ 分
（映画によって終了時間は異なり
ます）

えびな市民活動サポートセンター
非常勤業務嘱託員募集
問�市民協働課☎（235）4794

▶募集人数　1人　▶勤務日時
　3日に1回程度、９時30分～16
時または16時～21時30分（勤務
日と時間はローテーション制）
期平成23年10月1日～平成24年3
月31日対市内在住で20歳以上の
健康な方報日額５460円申８月1日
㈪～1５日㈪に、市民協働課・サ
ポートセンター・コミセン・文
化センターで配布の応募用紙に
必要事項を記入の上、本人が直
接同課へ持参。※８月22日㈪・
23日㈫に面接あり。

らくらく工房
紙ブローチ（バラ型）
問�リサイクルプラザ☎（237）3196

日８月21日㈰９時4５
分～12時場リサイ
クルプラザ研修室
対市内在住の方定

20人持安全ピン2.５㌢1個・ボンド・
筆記用具申往復はがきに、住所・氏
名・年齢・電話番号を明記し、
〒243-041８大谷南５-7-3５リサイクル
プラザ「らくらく工房・紙ブローチ」
係へ。８月12日㈮消印有効。

下今泉コミセン講座
蕎麦打ち体験教室
問�下今泉コミセン☎（231）3750

日 ８月27日㈯10時～12時場下今泉コ
ミセン実習室対市内在住·在勤の方定

先着16人講三廻部功氏持エプロン·三
角きん·筆記用具費８00円申８月1日㈪
～10日㈬に電話または直接、同コミ
センへ。

９月中旬まで（夜間含む）
水道管の漏水調査を実施
問�海老名水道営業所☎（234）4113

　県営水道では、道路や宅地内（水
道メーターまで）の漏水調査を実施
しています。調査員は指定の腕章を
着用し、身分証明書を携帯していま
す。対社家・上河内・中河内・中野・
本郷・門沢橋・門沢橋1～6丁目

つくってあそぼう
ピンポンラケット
問�社会教育課☎（235）4926

時 ９時30分～11時4５分対小
学生（未就学児は保護者同
伴で参加可）。

会　場 8 月の開催日
河原口自治会館 1日㈪・26 日㈮
上今泉コミセン 6日㈯・2９ 日㈪
下今泉コミセン ９日㈫・20 日㈯
国分コミセン ８日㈪・23 日㈫
大谷コミセン 2日㈫・1９ 日㈮
杉久保コミセン ５日㈮・27 日㈯
社家コミセン 1日㈪・27 日㈯
門沢橋コミセン 22 日㈪・30 日㈫
柏ケ谷コミセン 20 日㈯・2９ 日㈪
勝瀬文化センター 10 日㈬・1９ 日㈮
東柏ケ谷4丁目
自治会館 6日㈯・1５ 日㈪

あいあい館 ５日㈮・22 日㈪

平成23年度市総合体育大会
陸上競技の部参加者募集
問�山崎☎（232）2763

日９月4日㈰９時30分（受け付けは８時から）場運動公園陸上競技場
対市内在住・在勤・在学の小学５年生以上費無料主海老名市陸上
競技協会・海老名市体育協会申専用申込書に住所・氏名・生年月
日・電話番号・所属（学校名など。在勤の方は勤務先住所も記入）・
出場種目（1人2種目まで。リレーは除く）を明記し、〒243-0406
国分北1-34-９宇田川雅紀へ。８月20日㈯必着。

【
競
技
種
目
】

男
子

〔一般の部・中学生の部・小学生の部〕
100 ㍍、400 ㍍、1５00 ㍍、3000 ㍍（中学生のみ）、５000 ㍍（一
般のみ）、4× 100 ㍍ R、走り幅跳び、走り高跳び

女
子

〔一般の部・中学生の部・小学生の部〕
100 ㍍、400 ㍍、1５00 ㍍、3000 ㍍（一般のみ）、
4× 100 ㍍ R、走り幅跳び、走り高跳び

※小学生は 100 ㍍と走り幅跳びのみ


