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◎催し
◇入場自由。直接会場へ。

催 し 名 日程／会場 時間／対象

おはなしひろば 4日（金）／有馬図書館
11日（金）／中央図書館

午前10時30分～50分／1～2歳児向き・
保護者
午前11時20分～50分／3歳児向き・保
護者

こんにちは
　絵本の日
参加者には、絵本を1
冊差し上げます
母子健康手帳を持参
ください

6日（日）Ｂ…中央図書館
7日（月）Ａ…有馬図書館
18日（金）Ｂ…有馬図書館
29日（火）Ａ…中央図書館
※ご都合の良い日にご参加く
ださい

平成18年4月生まれの
お子さんと保護者
　A…午前10時30分～正午
　B…午後1時30分～3時

定例おはなし会 2・9・16・23・30日（水）
／中央図書館・有馬図書館

午後3時30分～4時／幼稚園・保育園
年中児以上

◎自動車文庫
◇読みたい本・探している本がないときはリクエストを。
◇雨の時は中止になります。

巡 回 場 所 巡　回　日 時　　　　間

大谷コミセン 2・16・30日（水） 午前10時30分～11時30分

柏ケ谷コミセン 2・16・30日（水） 午後3時～4時

国分寺第4児童公園 3・17・31日（木） 午前10時30分～11時30分

東柏ケ谷小学校 3・17・31日（木） 午後3時～4時

かしわ台児童公園 4・18日（金） 午後3時～4時

柏ケ谷第2児童公園 9・23日（水） 午前10時30分～11時30分

東柏ケ谷4丁目自治会館 9・23日（水） 午後3時～4時

浜田歴史公園 10・24日（木） 午前10時30分～11時30分

上今泉第2児童公園 10・24日（木） 午後3時～4時

えびな南高齢者施設 11・25日（金） 午前10時30分～11時30分

杉久保富谷児童公園 11・25日（金） 午後3時～4時

有馬図書館・読み聞かせと
語りのための講座　　　 「おうちで楽しむ絵本の世界」
　 ▽日時　9月4日（月）・14日（木）・21日（木）午前10時～正午（3日間1コース）
　 ▽場所　門沢橋コミセン　 ▽対象・定員　未就園児と保護者・30組（妊
婦の方はお一人でも参加できます）　 ▽講師　4日＝藤田浩子氏（おはな
しおばさん）、14日・21日金澤和子氏（市民グループ｢子どもと本｣代表）。
　z　8月2日（水）午前9時から電話または直接有馬図書館へ（保育の必
要な方は申し込み時にご相談ください）。

※「海老名おはなしたまてばこ」は、8月はありません。

中央図書館（a231・5152s235・5880）

有馬図書館（a238・4646s239・2284）

会　　場 開　催　日 会　　場 開　催　日

青少年会館 2日Ａ、10日Ａ、23日Ａ 大谷コミセン 2日Ａ、10日Ａ、18日Ａ、26日Ａ

大谷児童館 4日Ａ、17日Ｂ 杉久保コミセン 10日Ａ、23日Ａ

河原口児童館 3日Ａ、18日Ａ 社家コミセン 2日Ｂ、10日Ｂ、21日Ａ

柏ケ谷コミセン 4日Ａ、9日Ａ、23日Ａ 本郷コミセン 8日Ａ

上今泉コミセン 2日Ａ、11日Ａ、22日Ａ 門沢橋コミセン 8日Ａ、17日Ａ、22日Ａ、31日Ａ

下今泉コミセン 3日Ａ、9日Ａ、21日Ａ 勝瀬文化センター 10日Ａ、18日Ｂ

国分コミセン 4日Ｂ、18日Ａ 中部福祉館 3日Ａ、25日Ａ

中新田コミセン 3日Ａ、7日Ａ、19日Ａ、25日Ａ 東柏ケ谷４丁目自治会館 4日Ａ、9日Ａ、28日Ａ

※Ａ＝午前9時30分～11時45分　Ｂ＝午後2時～4時45分
　（ただし、児童館・中部福祉館のＢは午後1時30分～4時15分です）

普通救命講習 ◇受講無料。　z x　消防総務課・消防署（a231・0355＝24時間受付）

講習 日　　　時 会　　　場 対象／定員

Ⅰ 20日（日）／
午前8時45分～正午 消防本部2階会議室

室内訓練室

市内在住・在勤の中学生以上
の方／20人（先着順）

Ⅱ 今月はありません

※内容等
Ⅰ…ＡＥＤを含めた心肺蘇生法を実施し、修了した方には修了証を交付します。
Ⅱ…ＡＥＤを設置している事業所等に勤務している方、または普通救命講習Ⅱを希望する市

民の方が対象です。実技試験と学科試験を実施し修了証を交付します。

青少年会館（a231・9787s231・9788）

再生家具販売
　リサイクルプラザでは、粗大ゴミとして出された家具を補修して
展示し、廉価で販売しています。
　 ▽展示・申込期間　8月5日（土）～12日（土）※応募者多数の場
合、抽選会を13日（日）に開催　 ▽対象　市内在住の方。※65歳以
上の方のみの世帯と障害のある方のみの世帯で、運搬が困難な場合
に限り、家具を運搬します。ただし道路交通法の改正に伴い、駐車
場の確保ができない方への運搬はできません。
◇傘・自転車の修理教室
　毎月第4日曜日に傘（午前11時～正午）・自転車（午後1時～3時）
の修理指導をしています。※予約制。
　x　リサイクルプラザ（a237・3196＝火曜休館）。

　子どもたちが簡単な工作と遊び

を楽しむ「つくってあそぼう」。小

学生対象（未就学児も保護者同伴で

参加可）。直接下表の会場へ。無料。

　 ▽内容　船

市民相談室（広聴相談課内、a292・0880） ◇各相談の受付は、相談終了時間の30分前まで
です。
◇予約制の相談は、1カ月前から申し込みを受け
付けています。
◇土・日曜および祝日は開設していません。

相 談 名 等 内容／相談員 日　　時　　等

一般 市民生活全般の相談／市民相談室相談員
月／午前8時30分～午後8時
（8月は7・14・21・28日）
火～金／午前8時30分～午後5時

市政相談
市の事務事業に関する照会や案内／市民相
談室相談員

月／午前8時30分～午後8時
（8月は7・14・21・28日）
火～金／午前8時30分～午後5時

法律（予約制） 法律問題に関すること／弁護士
毎週水曜、第2・第4金曜／午前10時～
午後3時30分（正午～午後1時を除く）

登記（予約制）
登記・相続（税務を除く）について／司法
書士 18日（金）／午後1時～3時30分

不動産（予約制） 不動産について／宅地建物取引業協力会員 8日（火）／午後1時～4時

人権（予約制） 近隣問題／人権擁護員 22日（火）／午後1時～4時

行政（予約制）
国・県などの仕事に対する意見・苦情／行
政相談委員 22日（火）／午前9時～正午

税務（予約制） 税金に関すること／税理士 17日（木）／午後1時～4時

建築（予約制） 建築に関すること／建築士事務所協力会員 17日（木）／午前9時30分～正午

住宅（予約制）
住宅の新築・増改築について／建築職組合
員 8日（火）／午前9時～正午

行政書士（予約制）
相続・遺言・内容証明・契約書作成など／
行政書士 3日（木）／午後1時～4時

開発行為（予約制）
開発行為に伴う日照・騒音・振動等につい
て／開発行為等相談員 7日（月）／午後1時～4時30分

消費生活
（a292・1000＝直通）

消費生活全般にわたるサービスや商品につ
いて／消費生活相談員

平日／午前10時～午後4時／会場＝消
費生活相談室
土日開設の窓口：かながわウイークエンド
消費生活相談（電話相談）a045・314・5586

【お知らせ】
一般・市政相談の相談時間延長を試行します（専門相談は除く）。5月から10月までの6カ月間、毎週月曜
日（祝日の場合は翌日）の相談時間を午後8時までとします。

相談名 こんなとき 日時／会場等

市長市政相談（予約
制）

まちづくりに関する建設的な意見
を市政運営に生かしたいとき

7・21日（月）午前11時～正午／対話コーナー（市
役所1階）／受付は7月18日（火）から広聴相談課で
（a235・4567）

さがみ縦貫道路・第
二東名（予約制）

国土交通省・中日本高速道路㈱職員など
が対応。相談内容は事前にご連絡を

2・9・16・23・30日（水）／午後1時30分～4時
国県対策課（a235・9601）

高齢者の職業
高齢者の就職・生活について
（60歳以上対象）

平日：午前9時～午後4時（正午～午後1時を除く）
／シルバー人材センター（a292・0303）

青少年 非行問題など
平日：午前9時～午後4時30分
青少年相談センター（a234・8700）
※午後4時30分～翌日午前9時の間は、留守番電話
（a234・8700）・ファクス（s234・8763）で受付。

教育
不登校・登校しぶり・いじめ・友
達関係・親子関係など

就学 就学についての悩みなど

幼児
心身の発達に遅れのある就学前の
子

平日：午前9時～午後4時
わかば学園（a235・2703）

子ども 養育についての不安・悩みなど
平日：午前9時～午後4時
児童福祉課（a235・4825）

女性への暴力相談（女
性専門相談員が対応）

夫やパートナーの男性から暴力を
受けているとき

平日：午前10時～午後5時
児童福祉課（a231・2224）

ボランティア
ボランティアをしたい、活動の悩
み、ＮＰＯ法人の設立など

23日（水）午後1時～5時（4時30分受付終了）／市民
活動サポートセンター（a235・6835s235・3711）

相談名 こんなとき 日時／会場等

ボランティア
ボランティアをしたい、派遣を希
望するなど

平日：午前9時～午後5時

権利擁護相談（予約
制）

高齢者の方・障害のある方の権利
や財産の侵害について

随時

相談方法 会場／相談日時／連絡先

面談・電話
厚木社会保険事務所…面談日時は火～金曜は午前8時30分～午後5時15分、7・14・21・28日は
午後7時まで。毎月第2土曜は午前9時30分～午後4時。電話相談は平日のみ（午前8時30分～
午後5時15分）。／厚木市栄町1－10－3／a223・7171

面談のみ
相模大野年金相談センター…相談日時は平日：午前8時30分～午後5時15分。土・日曜および
祝日は開設していません。／相模原市相模大野3－8－1（小田急線・相模大野ステーションス
クエアＢ館ミロード1階）

電話のみ

ねんきんダイヤル…相談日時は平日：午前8時30分～午後5時15分。土・日曜および祝日は開
設していません。
■年金請求などの年金相談　a0570・05・1165
■年金を受給している方の年金相談　a0570・07・1165
※通話料金は一般の固定電話の場合、市内通話料金でご利用いただけます。電話機の設定、
ＰＨＳなどの電話機によってはご利用になれません。

市主催のその他の相談
◇土・日曜および祝日は開設していません。

社会福祉協議会の相談（a235・0220s232・9561）

国民年金・厚生年金の相談
◇厚木社会保険事務所・相模大野年金相談セン
ターは、混雑する時間を避け早めの来場を。

文化会館（a232・3231）

　◎大ホール

日（曜） 内            容 公 演 時 間 入場方法 主　催　者

3（木） 真夏の夜のフラメンコ 午後7時～8時30分 5,000円
海老名市文化会館
指定管理者相鉄・共立共同事業体
a232・3231

6（日） 第7回　県民日本舞踊祭 午前10時～午後7時 自由
海老名市文化団体連合会
a233・0688

19（土）
センダヒロコバレエ研究所
第31回発表会

午後4時～7時30分 自由
センダヒロコバレエ研究所
a045・302・0657

25（金）
坂田おさむ＆神崎ゆう子
うたのおにいさん＆おねえさん
夏休みファミリーコンサート

〈1回目〉
　午後1時～2時30分
〈2回目〉
　午後3時30分～5時

一律2,500円
海老名市文化会館
指定管理者相鉄・共立共同事業体
a232・3231

　◎小ホール

日（曜） 内            容 公 演 時 間 入場方法 主　催　者

5（土） シードふぁみり～コンサート
午前11時30分～

午後4時
自由

シード音楽工房
a0463・93・4808

5（土） 海老名平和コンサート
午後6時30分～

8時30分 1,000円
平和コンサート実行委員会
a232・4166

6（日） 夏の音楽会 午後1時～4時 自由
鈴木三枝子
a0463・84・4465

12（土） ハニカムコンサート 午後2時～8時 自由
中澤朋子
a042・715・5670

19（土） 真夏の6人テナーコンサート 午後3時～5時30分 3,000円
株式会社アルモニー
a03・3469・3156

27（日） ピアノ・ヴァイオリン発表会 午後0時30分～4時 自由
安藤美穂
a231・4831

　◎120サロン
日（曜） 内            容 公 演 時 間 入場方法 主　催　者

5（土）
ヴァイオリン玉木宏樹　
アイリッシュハープ高木真理子
純正律デュオ・コンサート

午後3時～5時 2,500円
グルーポ・アルモニコ
a0467・70・6914

26（土）
神奈川グランドピアノクラブ
8月定例会

午後1時15分～
4時25分

自由
神奈川グランドピアノクラブ
a090・3688・2586

27（日） ファミリーコンサート
午後2時30分～

3時30分
自由

篠崎里代
a232・8160

日（曜） 内　　　　容 時　　　　間 展示室 主　　催　　者

26（土）～
9／3（日）

第2回
　心ときめいて絵手紙展

午前10時～午後6時
（初日は午後1時から、最終日は午後3時まで）

第2展示室
絵手紙　そよ風・たんぽぽ
a232・7165

市民ギャラリー（a235・0366）

作品の一例

　入札結果（契約日5月15日～6月14日） x　契約検査課（a235・4618）　

件　　　名 場　　所 落札業者 契約金額 期　　間

海老名市コミュニティバス（上
今泉ルート）試験運行委託

市内 相鉄バス㈱ 38,556 ,000円 5／15～20／9／30

市庁舎附属棟等改修工事 勝瀬175番地の1 ㈱大和産業 64,155 ,000円 5／15～10／16

海老名市立有馬中学校校舎耐震
補強工事（Ｂ棟）

本郷4601番地 ㈱有川工務店 17,199 ,000円 5／25～10／6

海老名市立大谷中学校校舎耐震
補強工事（西・東棟）

大谷3535番地 小町建設㈱ 39,900 ,000円 5／25～10／6

施設清掃業務委託等
東柏ケ谷二丁目
14番12号外10地内

㈱エムエムシイ
相模原支店 33,566 ,400円 5／25～21／5／31

海老名市立東柏ケ谷小学校校舎
増改築工事（建築）

東柏ケ谷六丁目9番7号
肥後・コンプ特定建設
工事共同企業体 873 ,022 ,500円 6／1～19／12／10

海老名市立東柏ケ谷小学校校舎
増改築工事（機械）

東柏ケ谷六丁目9番7号 扶桑工業㈱ 212 ,331 ,000円 6／1～19／12／10

海老名市立東柏ケ谷小学校校舎
増改築工事（電気）

東柏ケ谷六丁目9番7号 丸子電気工事㈱ 154 ,171 ,500円 6／1～19／12／10

※入札結果は、1千万円以上を掲載しています。
※市ホームページ（入札・契約情報）で、全件ご覧になれます。

坂田おさむ&神崎ゆう子

うたのおにいさん&おねえさん

夏休みファミリーコンサート♪

♪パンダ・ウサギ・コアラ　♪ヤッホ・ホー

♪タンポポ団にはいろう　♪風のおはなし

♪星ひとつ　♪他　（曲目変更もあり）

8月25日（金）　大ホール

1回目：午後0時30分開場　1時開演
2回目：午後3時開場　3時30分開演
全席指定（税込）／一律2 ,500円
※2歳児まではひざ上入場可

特選！名曲集

『アマデウス　ライブ』
　「ピアノのマジシャン」と呼ばれるアメリ

カ屈指のエンターテイナー：ジョン・ベイレ

スが220年前にタイムスリップ！30歳当時の
モーツァルトになって皆さんと対面です。

※リクエストタイムでは、キューティーハニーや川の

流れのように等どんな曲でもベイレス得意の即興テ

クニックでモーツァルト風に早変わり。

10月19日（木）　大ホール
午後6時30分開場　7時開演
全席指定（税込）／2 ,500円

主催・問い合わせ　海老名市文化会館　指定管理者　相鉄・共立共同事業体　a232・3231

好評発売中!!好評発売中!!

×印が休みの日です
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031
火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木

市 役 所 △× ×× △× ××

東柏ケ谷連絡所 ×××× ×× ×× ××

かしわ台連絡所 ×× ×× ×× ××

文 化 会 館× × × × ×

市民ギャラリー× × × × ×

中 央 公 民 館× × × × ×

海老名運動公園× × × × ×

北 部 公 園 × × × × ×

中 央 図 書 館× × ×

有 馬 図 書 館× × ×

温 故 館 × × × ×

総合福祉会館× × × × ×

わ か ば 会 館 × × × ×

青 少 年 会 館 × × × ×

リサイクルプラザ× × × × ×

※市役所は第1・第3土曜午前中（△印）、一部窓口を開庁します。
※海老名運動公園のテニスコートは×印の日も利用可。
※5日（荒天の場合6日）の海老名運動公園の利用は午後5時までとなります。


