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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

本と音楽がつながる
図書館ピアノコンサート
司書とピアニストが本と音楽を選び、
楽曲をピアノ演奏します。
日１月20日㈰時①11時～12時②13
時30分～14時30分場中央図書館イ
ベントスペース定各回先着着席50人・
立見10人合計120人講安保美希氏（ピ
アニスト）申１月２日㈬から、直接中
央図書館へ

えびなカード
（住民基本台帳カード）

お花のフォトフレーム作り
第10回
「海老名サンカンマルシェ」
「地域ににぎわいを ！」という思
いのもとに集まった市内外の出
店者が、旬の野菜や雑貨の販売、
ワークショップを行います。
１月13日㈰9時30分～14時
（雨
天中止） 文化会館前ギャラリー

ドライフラワーなどから好きな花を選
んでフォトフレームをデコレーション
します。親子参加可。
日１月26日㈯時①10時～11時②13
時～14時場中央図書館イベントス
ペース定各回先着8人合計16人講山
本愛美氏
（ハンドメイド作家）
費800円
（材料費）持持ち帰り用の箱申１月15
日㈫から、直接中央図書館へ

ドキュメンタリー映画上映と監督の解説・講演
「子どもに本を―石井桃子の挑戦」
心豊かな生き方、本を読む喜び
を。
「くまのプーさん」
「 ピーター
ラビット」などの翻訳のほか、児
童文学の編集者、作家として幅広
く活躍した石井桃子氏の活動の原
動力は何だったのか。子どものた
めの本とは何かを考えます。

日2月3日㈰12時30分～15時40分
（12時開場）
場文化会館小ホール対中学
生以上定先着300人内「ノンちゃん牧
場」
「子どもと文学」の映画上映、森 英
男氏（映画監督）の解説・講演申１月４
日㈮から、直接または電話で、中央図書
館か有馬図書館
（☎238・4646）
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

第40回
たた
ぞ
新春はやし叩き初め大会

海外にルーツを持つ方との
交流会

教育総務課 ☎
（235）
4925

市民相談課 ☎
（235）
4568

市内各地のまつりばやし保存会が一堂
に会して行う叩き初め大会です。笛や
太鼓の威勢のよい演奏のほか、海老名
市地域婦人団体連絡協議会による「大
黒舞」も披露されます。当日、直接会
場へ日１月27日㈰10時～16時場総合
福祉会館大広間費無料主海老名市はや
し保存連絡協議会・市教育委員会

楽しく学べるミニゲーム！
by 花まる学習会
子どもの本質を見据えた指導を行っ
ている「花まる学習会」を講師に迎え
て、体を動かし楽しく学べる５分程度
のゲームをたくさんします。途中参加
可。直接会場へ日１月13日㈰（雨天中
止）時①10時～11時②13時～14時場
中央図書館前芝生広場対４歳～12歳

天体望遠鏡作り
作って学んで星を楽しむ
望遠鏡を作り、使い方や星空の勉強を
します日１月14日㈪㈷時①10時～12
時②13時30分～15時30分場中央図
書館イベントスペース対小学校5年生
以上定各回先着12人合計24人講かわ
いそ らじ ゅ ん こ 氏
（宙の学校校長）
費3,000円（材
料 費 ）申 １ 月 ２
日㈬から、直接
中央図書館へ

危険物取扱者試験
甲種・乙種第４類・丙種
予防課 ☎
（231）
0968

デイサービス活動発表展
地域包括ケア推進課 ☎
（235）
4950
「心と身体が元気になるデイサービス」
がテーマの発表展です日１月15日㈫
13時～25日㈮12時（㈯午後・㈰除く）
場市役所１階エントランスホール他詳
細は、えびなデイサービス連絡会（☎
240･ 0727）
へお問い合わせください

合唱のつどい
文化スポーツ課 ☎
（235）
4797
各団体の個性あふれる合唱が楽しめま
す。大谷中学校合唱部がゲスト出演し
ます日１月27日㈰13時から場文化会
館大ホール費無料他詳細は、
「海老名
市合唱連盟」草川
（☎233・2308）
へお
問い合わせください

教育委員会とフリースクール
等による不登校相談会
県子ども教育支援課
☎045
（210）
8292

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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外国語や日本語が話せない方でも楽し
める交流会です日１月20日㈰11時～
13時30分場総合福祉会館娯楽室定先
着130人内研修生による母国の紹介、
茶道体験など費500円（高校生以下は
無料）申１月４日㈮から、メールまた
は電話で「えびな国際交流の会」寺田
（Ey-terada316@jcom.home.ne.
jp、☎090･4610･2693）へ。13日㈰
締め切り

学校生活の再開や自立に向けた支援、
フリースクールなどの紹介を行いま
す。当日、直接会場へ。
日２月２日㈯13時～16時30分場小田
原市生涯学習センターけやき（小田原
市荻窪300）対小・中学生、高校生、保
護者、教員など費無料

日３月17日㈰場神奈川大学横浜キャ
ンパス（横浜市神奈川区六角橋３ -271）申電子申請は１月21日㈪～２月４
日㈪、書面申請は１月24日㈭～２月
７日㈭他願書は本署・北分署・南分署
で配布のほか、
（一
財）消防試験研究セ
ンターホームペー
ジからダウンロー
ド可

かなテクカレッジ（県立総合
職業技術校）４月生後期
県産業人材課 ☎045
（210）
5715
職業に必要な知識、技術・技能を習得
します。２月17日㈰に入校の選考を
行います申１月７日㈪から、住所地を
管轄するハローワークで手続きの上、
直接または郵送で、かなテクカレッジ
東部 ( 横浜市鶴見区 )、またはかなテク
カレッジ西部(秦野市)へ。申込書はハ
ローワークなどで配布。２月４日㈪締
め切り
（消印有効）

催

募

集

普通救命講習〔Ⅰ〕
〔Ⅱ〕
警防課 ☎
（231）
0355
◆普通救命講習〔Ⅰ〕
心肺蘇生法とＡＥＤ（自動体外式除細
動器）の使い方を学ぶ講習。講習時間
は３時間。
◆普通救命講習〔Ⅱ〕
普通救命講習〔Ⅰ〕のほか、筆記試験・
実技試験あり。講習時間は４時間。
日2月16日㈯時〔Ⅰ〕9時～12時〔Ⅱ〕
13時～17時場本署対市内在住・在
勤の中学生以上の方定各日先着25人
費無料申電話で24時間受け付け他修
了者には修了証を交付します。詳細は
警防課へお問い合わせください。な
お、災害発生時などは中止・変更にな
る場合があります

市立小・中学校
学校用務員登録者（臨時職員）
教育総務課 ☎
（235）
4916
校舎周辺や職員室の清掃などを行う学
校用務員の登録者を募集します。欠員
状況に応じて登録者の中から採用しま
す。詳細は、教育総務課へお問い合わ
せください申写真を貼付した履歴書
を、直接または郵送で教育総務課へ

EBINA Facebook

し

１月の教育委員会定例会
教育総務課 ☎
（235）
4916
どなたでも傍聴できます。直接会場へ。
日18日㈮14時から場こどもセンター
201会議室

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

検索
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