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相模線開業90周年・全線開通80周年
記念事業講演会
問 �駅周辺対策課
　 ☎（235）9676薨（233）9118

日11月13日㈰13時30分～16時場

サン･エールさがみはら２階
ホール定先着200人費無料他東
海道新幹線新駅･リニア･相模線
同盟会によるパネル展示、相模
線写真展も開催申直接または電
話・ファクスで駅周辺対策課へ。
【講演会内容】①「相模線物語」／
講師＝「相模線物語」著者・サト
ウマコト氏②「鉄道ネットワーク
と沿線地域のまちづくり」／講師
＝東京工業大学大学院総合理工
学研究科・屋井鉄雄教授

えびな文化財探求舎史跡散策
「名のある坂」
～大谷地区・義民三太夫の史跡～
問 �社会教育課☎（235）4925

日12月３日㈯９時～12時（予定）
※集合は８時50分、小雨決行定

先着50人（小学生以下の参加は
保護者同伴）費無料他飲み物や
解散場所からの交通費は参加者
負担。申11月１日㈫から28日㈪
までに、氏名・住所（市名まで）・
連絡先電話番号を添え、直接ま
たは電話で社会教育課へ。
【コース】海老名中央公園七重
の塔前（集合）→音坂→鳳勝寺→
八坂神社→山王坂→浜田歴史公
園→妙常寺→坊坂→大谷八幡宮
→谷戸坂→大谷観音堂→鈴木三
太夫霊堂→大谷宿バス停（解散）

10月31日㈪から
神奈中「深夜急行バス」が
海老名駅でも降車可能に
問 �神奈中バス案内センター
　 ☎0463（22）8833

　平日の深夜に毎日運行しま
す。新宿駅から終電後の帰宅の
際など、ぜひご利用ください。
出発時間／１時10分
　　　　　（新宿駅西口35番線）　
到着時間／２時32分（海老名駅）
運賃／3560円
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市制施行40周年
記念式典

１日㈫
10時～ 文化会館 功労、一般表彰、感謝状贈呈のほか、

特別感謝状の贈呈
秘書課
☎（235）4572

市統計グラフ展 19日㈯～25日㈮
※初日は10時から

市役所1階
エントランスホール

統計知識の普及啓発のため、市内の小中学生を対象
に行った統計グラフコンクール応募作品の展示

情報システム課
☎（235）4698

えびな文化芸術
フェスティバル

3日㈭㈷、 5日㈯、
23日㈬㈷、 27日㈰
※時間はお問合せを

文化会館
３日＝小曽根真ジャズコンサート
５日＝芸術文化鑑賞会・文化スポーツ表彰
23日＝合唱のつどい、27日＝市民音楽祭

文化スポーツ課
☎（235）4797

第20回
エコマーケット

27日㈰
９時30分～14時30分

市役所庁舎南側・
南側駐車場

エコマーケット（フリーマーケット）
の開催

地球に優しい行動推進会議
☎（232）9984

えびな・この街で
くらそう

３日㈭㈷
10時～14時 海老名中央公園 市内デイサービスセンターを中心とした、

市内福祉団体による作品などの展示・販売
あきばデイサービスセンター
☎（232）3893

市制施行40周年記念関連事業（11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

中新田コミセン
リニューアルオープン
問�同コミセン☎（231）7438

　大規模改修工事が終了し、11
月１日㈫にリニューアルオープ
ンしました。なお、施設利用予
約の受け付けは、11月１日㈫か
ら同コミセンで開始します。ぜ
ひ、ご利用ください。

プラネタリウム一般投影
「秋の星座」など
問  教育センター☎（233）7771

日11月12日㈯・13日㈰時①13時
～②14時～③15時～場中央図書
館４階海老名スタードーム定各
回先着80人費無料※投影時間は
約30分。投影開始の30分前から
受け付けを開始します。観覧希
望者は直接会場へ。

子どもたちに帰宅を促す
防災行政無線放送を実施します
問 �学校教育課☎（235）4918

　市教育委員会では、子どもた
ちの安全確保を図るため、帰宅
を促す防災行政無線の放送を実
施します。ご理解とご協力をお
願いします。
日11月1日㈫～平成24年２月29
日㈬※毎日16時30分に放送しま
す。

サツマイモの掘り取り
問 �農政課☎（235)4844
　 田野口☎（232)1978

日11月６日㈰９時～（雨天時は
延期となる場合あり。品物が�
なくなり次第終了）場柏ケ谷
146・147番の畑（かしわ台駅徒
歩20分・コミバス国分ルート杉
本南下車徒歩３分）他入場無料。
掘り取ったサツマイモは廉価で
販売します。

中央図書館
「おはなしの講習会」（全４回）
問 �同館☎（231）5152

　語りに適したお話の選び方、
読み聞かせ方を学びます。
日11月29日・12月６日・13日・20
日㈫時10時～12時場同館視聴覚
室対読み聞かせに関わる活動を
している方、これから始める予
定の方（市内在住・在勤者優先）
定30人内おはなしの実技指導・
講評講NPOまちだ語り手の会
代表理事・増山正子氏他先着５
人まで２歳以上の保育あり（事
前申込制）申11月２日㈬から、
直接または電話で同館へ。

勝瀬文化センター休館について
問 �市民協働課☎（235）4793

　大規模改修工事のため、11月
１日㈫から平成24年４月30日
（日・祝）（予定）まで休館します。

「国分尼寺跡休憩所」が
オープンします
問 �社会教育課☎（235）4925

　文化財収蔵庫の一階部分を改
修し、「国分尼寺跡休憩所」と
して今月からオープンします。
入場は無料です。お気軽にご利
用ください。
日年末年始を除く㈯・㈰・㈷９
時～17時。

「子ども手当」受給について
問 �子育て支援課☎（235）4823

　10月から、子ども手当が変わ
りました。これまで受給してい
た方も含め、必ず申請手続きを
行ってください。平成23年９月
末現在で手当を受給している方
は、平成24年３月末までに申請
手続きを行えば、平成23年10月
分からの手当が受給可能となり
ます（10月以降に出生・転入な
どで対象になった方を除く）。ま
た、今回から新たな支給要件が
設けられています。詳細は、子
育て支援課までお問い合わせを。

えびなクリーン作戦
問 �資源対策課☎（235）4922

　地域を一斉に美化清掃する
「美化キャンペーン」が、今年度
から「えびなクリーン作戦」に名
称を変更しました。今後は、年
度ごとに異なる区域の清掃活動
を行います。今年度はさつき町・
中新田全域、河原口地区の一部
で、歩道や農道、駅周辺など公共
用地に散乱しているごみの清掃
にご協力ください。終了後、閉会
式と記念品の配布を行います。
日11月６日㈰７時清掃開始（小
雨決行）※８時15分から海西
中学校で閉会式を開催他軍手な
どは各自持参してください。ご
み袋は用意します。駐車場はあ
りません。

下水道総合計画に関する意見の募集
問 �下水道課
　 ☎（235）9617　薨（233）9118

　平成24年度から平成33年度ま
での10カ年を計画期間とする
「海老名市下水道総合計画」を
策定するため、下水道に関する
意見を募集します。
対市内在住・在勤・在学の方期

11月10日㈭～25日㈮申下水道課
で配布の回答用紙を、持参また
は郵送・ファクスで下水道課へ。
市ホームぺージからも受け付け。

有馬図書館「定例映画会」
問 �同館☎（238）4646

日①11月12日㈯②11月19日㈯時

①10時30分～11時②10時30分～
11時６分場同館多目的室対幼児
以上内①スプーンおばさん２
「べんりな宝もの」ほか２作②
世界めいさく童話８「ピノキオ」
ほか２作。観覧希望者は直接会
場へ。

下今泉コミセン講座
「地名に残る昔の海老名について」
問 �同コミセン☎（231）3750

　上郷・下今泉地区中心の地名
に残る、昔の海老名を学びます。
日11月19日㈯時13時30分～15時
場同コミセン（車での来場はご
遠慮ください）対市内在住・在
学の方定先着60人講史跡ガイド
ボランティアの会・井出操氏費

無料持筆記用具申11月1日㈫～
18日㈮までに、直接または電話
で同コミセンへ。

杉久保コミセン講座
「ちょっとステキにデジカメライフ！」
問 �同コミセン☎（238）7950

日11月27日㈰時13時～16時場同
コミセン集会室（車での来場は
ご遠慮ください）対市内在住・
在学の方（小学４年生以上。小
学生の参加は保護者同伴）定先
着50人講同コミセン管理人持コ
ンパクトデジタルカメラ・カメ
ラの取扱説明書・筆記用具申11
月1日㈫～26日㈯までに、直接
または電話で同コミセンへ。

高座施設組合屋内温水プール
11月の臨時休館
問�同プール☎（238）8780

　機械の保守と水の入れ替えの
ため、11月7日㈪～21日㈪の間、
臨時休館します。詳細は、同プー
ルにお問い合わせください。

中高年齢者向け
「再就職応援セミナー」
問 �県合同就職面接会等運営事務局
　 ☎045（227）6075薨045（641）3264

日11月９日㈬時①９時30分～12
時30分＝応募書類対策講座②13
時30分～16時30分＝面接対策講
座場市役所対40歳以上の方（事
前申込制）定各回30人費無料申

電話またはファクスで同事務局
へ。

［訂正］本誌10月15日号17面掲載
の「市民ギャラリー11月の催し・
20人会油水彩絵画展」の問い合わ
せ電話番号に誤りがありました。
正しくは、☎（233）3239です。お
詫びして訂正します。

カローリング無料体験会
問 �文化スポーツ課☎（235）4927
　 南部地区スポーツ推進委員・林 
　 ☎（231）3849

　どなたでも参加可能。当日、直
接会場へ。日11月５日㈯９時30
分～11時30分場門沢橋コミセン


