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図書利用カードの更新を
カードの有効期限
は３年 で す。期 限
が 切 れる前に早
めの手続きをしま
しょう。詳 細は、中
央 図 書 館または
有馬図書館へお
問い合わせくださ
い。

貸出券

Ｔカード

えびなカード
（住民基本台帳カード）

第３回宮澤賢治朗読会
宮澤賢治の「どんぐりと山猫」
「よだか
の星」などを朗読します。
日11月25日㈰14時～15時30分場有
馬図書館多目的室定先着30人内野口
田鶴子氏
（岩手県盛岡市生まれ・2016
年イーハトーブ賞奨励賞受賞）による
朗読申11月１日㈭から、直接または電
話で有馬図書館へ

雑誌リサイクル
有馬図書館で保存期間が過ぎた雑誌
を無償提供します。期間ごとに提供雑
誌を入れ替え、なくなり次第終了しま
す。持ち帰る場合の手提げ袋などを持
参してください。詳細は、有馬図書館
へお問い合わせください。
期①11月27日㈫～12月24日㈪ 振 ②
12月26日㈬～平成31年１月27日㈰
③1月29日㈫～2月24日㈰④2月26日
㈫～3月24日㈰

冬のお部屋を彩る
ハーバリウム作り
日11月21日㈬時①10時～
11時30分②13時～14時30分③15時
～16時30分場中央図書館イベントス
ペース対小学生以上定各回先着８人
合計24人講武井美智代氏（日本ハーバ
リウム協会認定講師）
費2,500円
（材料
費）申11月１日㈭から、直接中央図書
館へ他小学校3年生以下は保護者同伴

横浜美術館学芸員から学ぶ
「版画芸術の楽しみ方」
横浜美術館で開催中の企画展
「駒井哲
きらめ
の解説と対談です
郎―煌く紙上の宇宙」
日11月25日㈰11時～12時30分場中
央図書館イベントスペース定先着50人
講横浜美術館学芸員・中央図書館館長
申11月１日㈭から、直接中央図書館へ

有馬

有馬図書館
9時～19時
11月26日㈪

門沢橋1-20-41 ☎
（238）
4646

あなたの声を楽しもう ！
朗読実践講座〈全３回〉
向田邦子の
「字のない葉書」
をテキストに、
朗読の発声・発音などを学びます日11月
10日㈯・17日㈯・23日㈮㈷時13 時～15
時場有馬図書館多目的室対中学生以上
定先着10 人講上野早苗氏（有馬図書館
朗読ボランティア）申11月１日㈭から、直
接または電話で有馬図書館へ

図書館 情報
対がないものは、
どなたでも参加できます。
費がないものは無料

中央

中央図書館
9時～21時
年中無休

めぐみ町7-1 ☎
（231）5152

コーチングワークショップ

〈全2回〉

コミュニケーションスキルを学びます。
日11月18日・25日㈰時９時30分～
13時場文化会館保育室対高校生以
上で全2回参加できる方定先着12人
費500円（資料代）申11月１日㈭から、
直接中央図書館へ持筆記用具

第9回
「海老名サンカンマルシェ」
市内外から出展者が集まり、野
菜・雑貨の販売やワークショップ
を行います 11月11日㈰9時30
分～14時（雨天中止） 文化会館
前ギャラリー
会場ではドローンの操縦体験がで
きます。直接会場へ ①10時～
11時②12時～13時 小学生以上
各回20人程度 無料 小学生
は1人につき保護者1人同伴

わかば会館祭り
わかばケアセンター ☎
（235）
2701
演奏会やバザー、ゲーム、動物とのふ
れ合いコーナーのほか、模擬店なども
あります。えび～にゃも遊びに来ま
す。詳細は、わかば会館ホームページ
をご覧ください日11月10日㈯11時～
15時場わかば会館

市民公開講座
「知りたい！
歯周病と糖尿病」
海老名市医師会 ☎
（234）
3241
「歯周病」
「糖尿病」
をテーマにした講演
をはじめ、血糖値測定や歯周病チェッ
クなどの体験・相談コーナーを設けま
す。
直接会場へお越しください。
日11月10日㈯14時～16時30分場海
老名中央公園費無料

県立えびな支援学校文化祭
「よつば祭」
障がい福祉課 ☎
（235）
4812
どなたでも参加できます。ぜひ、お越
しください日11月16日㈮10時30分
から・17日㈯９時40分から場県立え
びな支援学校（中新田4-5-1）内活動発
表・展示・販売など持上履き他公共交
通機関をご利用ください。詳細は県立
えびな支援学校（☎292・5612）へお
問い合わせください

「広報えびな」を
いつでもどこでも
シティプロモーション課
☎
（235）
4574
無料アプリ

無料サイト

「マイ広報紙」
えびなメールサービス
ＩＴ推進課 ☎
（235）
4715
登録はebina.i@mpx.wagmap.jp
に空メールを送信してください。
市では、自主財源確保のため広告を掲載しています。掲載のお問い合わせは、
（株）横浜メディアアド（☎045・450・1804）へ。
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新米！新酒！えびな感謝祭
おでんナイトニッポン

笑って学べる
成年後見「笑」講座

商工課 ☎
（235）
8439

福祉政策課 ☎
（235）
4820

海老名産の新米・新酒をお披露目する
ほか、
えびな名店・名産品の品や農産物
なども販売します。オリジナルおでん
をはじめとした温かい食べ物の販売
も。会場の海老名駅西口周辺ではジャ
ズなどの音楽が流れ、大人の雰囲気漂
うイベントです。
ぜひご来場ください。
日11月16日（金）16時～
21時（予定）場海老名駅西
口プロムナードほか他イ
ベント開催に伴い、会場
周辺の道路の一部を交通
規制します。ご理解とご
協力をお願いいたします。

お笑い芸人による漫才や弁護士によ
る 解 説 を 交 え て「 成 年 後 見 制 度 」を
分かりやすく伝えます日11月17日
㈯14時～17時場市役所401会議室
定先着150人内漫才など（「ゴールド
バーグ」
「 蓮華」）
・解説（角田勝政氏／
弁護士）費無料申11月１日㈭から、
電話またはファクスでえびな成年後
見・総合相談センター（☎200･9833
F235･0191）
へ

第45回海老名市
学校保健研究協議会
就学支援課 ☎
（235）
4918
学校保健に関する発表と講演会です。
当日、直接会場へ日11月８日㈭13時
50分～16時40分場文化会館小ホール
内提案発表「けがを減らす取り組み」、
講演「子供の可能性を伸ばす10の黄金
法則」費無料

第３回総合教育会議
教育総務課 ☎
（235）
4916
学校生活に関する杉久保小学校児童会
の提案のほか、教育行政について市長
と教育委員会が意見交換を行います。
当日、直接会場へ日11月18日㈰９時
30分から場杉久保小学校体育館他手
話通訳あり

海老名市障がい福祉サービス
合同事業所説明会
障がい福祉課 ☎
（235）
4812
市内の障がい福祉事業所がブース形式
でサービスを紹介します。事業所利用に
ついての相談にも応じます。当日、直接
会場へ日11月22日㈭時内①10時30分
～12時30分／児童サービス事業所②
13時30分～15時30分／就労・日中活
動サービス事業所場市役所401会議室

介護者教室
「おむつの上手な
選び方・使い方講座」
地域包括ケア推進課 ☎
（235）
4950
大人のおむつの選び方や正しいあて方
などを学びます。
日12月6日㈭10時30分～12時場総合
福祉会館対市内在住の介護者、介護に
関心がある方定先着50人講梅林真紀
氏（ユニ・チャーム㈱派遣講師・看護
師）費無料申電話で海老名北地域包括
支援センター
（☎231・6061）
へ

市民公開シンポジウム
「認知症の人の
生き方と逝き方」
海老名市医師会 ☎
（234）
3241
在宅医療介護の現状と課題から、住み
慣れた地域で住み続けるために何が必
要かを考えます日12月１日㈯14時～
16時場市役所401会議室定先着150
人内講演・ディスカッションなど講尾
﨑 聡氏（えびな脳神経外科院長）費無
料申11月１日㈭からの平日８時30分
〜17時に、電話で海老名市医師会へ
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