
情 報 情 報

1011 広報えびな2019年4月15日号広報えびな2019年4月15日号

身体障がい者登山会

山北町の大野山に登ります。詳細は、
山岳集団ベルククラブ（☎0465・23・
0416）へお問い合わせください日５
月26日㈰対身体障がいの方（車いす
の利用可）、支援ボランティア費身体
障がいの方は無料、支援ボランティア
の方は社会人または学生で費用が異
なります申電話で山岳集団ベルククラ
ブへ。5月19日㈰締め切り

障がい福祉課 ☎（235）4812

傾聴ボランティア養成講座
～聴き上手になるために～

〈全４回〉

相手の話に耳を傾け〝聴く〟ことで相
手の心に寄り添う傾聴の技法を学び
ます日5月9日～30日の毎週㈭時10
時～12時場総合福祉会館対市内在
住で、受講後に活動ができる方定先着
30人費1,000円（資料代など）申４月
15日㈪から、直接または電話で海老
名市社会福祉協議会へ

海老名市社会福祉協議会 
☎（232）1600

かなテクカレッジ（県立総合
職業技術校）７月入校生

職業に必要な知識、技術・技能を習得
します。５月26日㈰に入校の選考を行
います申４月15日㈪から、住所地を管
轄するハローワークで手続きの上、申
込書を直接または郵送で、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。５月13日
㈪締め切り（消印有効）

県産業人材課 ☎045（210）5715

食品衛生責任者講習会

法改正による新たな衛生管理方法
「Ｈ

ハ サ ッ プ

ＡＣＣＰ」の義務化についての講習
です。当日、直接会場へ日５月15日㈬
14時～15時30分場厚木市保健福祉
センター（厚木市中町1-4-1）定先着
250人費無料持食品衛生責任者手
帳・筆記用具他営業許可証に記載さ
れている11桁の許可番号が必要

厚木保健福祉事務所
☎（224）1111

えびな花と野菜の
フェスティバル
海老名市園芸協会事務局

☎（238）4126
地場農産物ＰＲ事業の一環として、花と
野菜の即売会を行います。新鮮野菜
や県内一の出荷量を誇る採れたてイ
チゴ、色鮮やかな花

か

きなどを販売しま
す。ぜひご来場ください日4月20日㈯
10時30分～11時30分（売り切れ次
第終了、小雨決行）場海老名中央公園

かながわ農業アカデミー
「春のまつり」

かながわ農業アカデミー
☎（238）5274
在校生や卒業生が栽培した新鮮な農
産物や苗を販売するほか、模擬店・フ
ラワーアレンジメント教室・ミニ動物
園など盛りだくさんのイベントです。
日４月27日㈯９時～13時場かながわ
農業アカデミー（杉久保北5-1-1）

第53回国分寺台おはよう市場
国分寺台おはよう市場実行委員会

 ☎（231）6745
日4月28日㈰8時～9時30分（予定）
（雨天決行）場国分寺台中央商店街
（大谷小学校東側付近）内鮮魚・焼き
鳥・野菜の販売、抽選会など他駐車場
は限りがあります。徒歩または公共交
通機関での来場にご協力ください

5月

えびなメールサービス 

問子育て支援課☎（235）4824
市立保育園で勤務する保育士を募
集しています。要保育士資格。勤務
日数・時間は応相談。詳細は子育て
支援課までお問い合わせください。

環境展は、６月に行う「えびな環境フェ
スティバル」の一環で、環境に配慮した
製品の展示や、地球にやさしい活動を
行う団体・事業所の発表の場です期６
月４日㈫～14日㈮（㈯㈰を除く）場市役
所１階エントランスホール費無料申出
展申込書を、直接またはファクスで環
境課へ。申込書は同課で配布のほか、
市ホームページからダウンロードでき
ます。５月10日㈮締め切り

環境課 ☎（235）4912 FAX（233）0346
環境展出展者

4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25日㈭14時から場えびなこどもセ
ンター201会議室

催　　し

卓球・剣道の個人種目参加者を募集し
ます日〈卓球〉5月19日㈰〈剣道〉26
日㈰場海老名運動公園総合体育館
対市内在住・在学の小・中学生申申込
用紙を直接、文化スポーツ課へ。用紙
は同課で配布。４月26日㈮締め切り

文化スポーツ課 ☎（235）4927
少年少女スポーツ大会

十八歳の光源氏が幼い若紫を見初め、
誘拐して一緒に暮らしはじめる「若紫
巻」を、登場人物のせりふに注目しなが
ら読みます日①5月14日㈫②6月11
日㈫③7月9日㈫時13時30分～15時
場文化会館351多目的室対市内在住・
在勤・在学で、全3回参加できる方定先
着60人講繁田信一氏（神奈川大学日本
常民文化研究所特別研究員）申４月15
日㈪から、電話で学び支援課へ

学び支援課 ☎（235）8411

第１回海老名市民講座まなＢ
び ー な

ＩＮＡ
「源氏物語講座～セリフで
  読む若紫巻～」〈全３回〉

募　　集

「永池川を歩こう！」
市内を流れる一級河川の永池川に
ジャブジャブ入って、ゴミ拾いをしよ
う。川の生物・植物の観察もできます
日５月11日㈯９時30分から場美化セ
ンター（杉久保北1-4-1）費100円（保
険料）他小学校低学年までは保護者
同伴問西田☎（234）1539

男女平等市民の会「映画と講演か
ら LGBTについて学ぼう！」
日５月11日㈯10時～12時30分場ビ
ナレッジホール定100人費300円（資
料代）、高校生以下無料申ファクスで。
5月5日㈰㈷締め切り他予約制の保育
あり（無料）問滝口☎ FAX（233）8634

海老名市太極拳協会
「太極拳無料講習会」
協会所属の指導員が初心者にも分か
りやすく指導する太極拳入門です。運
動ができる服装でご参加を日5月19
日㈰13時～16時場海老名運動公園
総合体育館対未経験者・初心者費無料
持室内運動靴問中谷☎090（7636）
0499Emisuna@yahoo.co.jp

海老名市バドミントン協会
「初心者講習会」〈全4回〉
ラケットの持ち方から、試合が楽しめる
レベルまで指導します日5月25日㈯、
6月1日・8日・15日 ㈯ 時15時 ～18時
場海老名運動公園総合体育館対小学
校３年生以上定30人費大人3,000円
／中学生2,000円／小学生1,000円
（シャトル代など）申電話で問海福☎
090（7200）9773（19時以降）

「マジック講習会」〈全5回〉
マジックを覚えて家族や友人をびっ
くりさせてみませんか日6月1日～
29日の毎週㈯時13時～15時場ビナ
レッジ対15歳以上費1,000円（材料
費）問☎佐藤090（2530）1943

「第４回フォトさつき写真展」
市内を中心に活動しています。写真を
通じて親睦を図っています日５月14
日㈫～20日㈪時10時～17時（初日
12時から、最終日16時まで）場文化会
館１階展示室費無料問大塚☎（233）
4465

海老名フォトクラブ
「春の写真展マイベストショット」
ことし26年目を迎えた写真クラブで
す。個性豊かな作品を展示します。ぜ
ひご来場ください日5月4日㈯㈷～11
日㈯（7日㈫休館）時10時～17時（初
日12時から、最終日13時30分まで）
場文化会館１階展示室費無料問山

やま

家
が

☎
（232）5670

「SUNNY SIDE FESTA」
総勢130ブースが出展する海老名最
大のハンドメイドマルシェです。キッチ
ンカーも並ぶバラエティーに富んだ
イベントです日４月20日㈯（雨天は21
日㈰に）10時～15時場海老名駅西口
中心広場・プロムナード問高橋☎090
（9310）8797

催しなどの案内

市 民 の 広 場

海老名市介護者の会
「四つ葉のクローバー総会」
要介護者とその家族同士が助け合う
会の総会です。会員以外の方の参加
も歓迎します。当日、直接会場へ日4月
24日㈬13時～15時場総合福祉会館
費無料問市川☎（233）0458

ターゲット・バードゴルフ
「春の体験教室」
体力の維持向上に適し手軽に楽しめる生
涯スポーツを体験してみませんか日5月
5日㈰㈷・12日㈰時８時50分（集合）場海
老名運動公園プール横広場対市内在住・
在勤の方費無料主市レクリエーション協
会申電話・ファクスで。5月3日㈮㈷締め切
り問根本☎ FAX（232）0623

えびなの森の楽
が っ こ う

校
「緑化フェスティバル」
カブトムシの幼虫探し、きこり体験、草
花のアレンジメント作り、ドングリを
使ったお菓子作り、野草の観察などを
行います日5月4日㈯㈷10時～14時
場三日月地（大谷746付近）問伊藤☎
090（4418）2157

メンバー募集

女声コーラス「ルビーノ」
下手でもいい。とにかくお腹から声を
出し、楽しく歌っています。三部合唱
のハーモニーが上手に奏でられた時
の喜びはひとしおです。見学はお気軽
に日月3回㈬または㈮時10時～12時
場文化会館（予定）費5,000円（ピア
ニスト・指揮者謝礼など）問小寺☎080
（5920）6201

「プレ・バレエサークル・えびな」
すてきなバレリーナを夢見て始めてみ
ませんか日月３回㈫対時①３歳～年長
／15時15分～16時②小学校１～３年
生／16時～16時50分場上今泉コミ
セン・上今泉コープコミュニティルーム
（予定）費１回700円（講師謝礼）問山
田☎090（9818）3727

健康体操「アラフィーローズ」
リズムに乗って体を動かし、いつまでも
健康で美しく。体操と簡単なダンスをし
ます日毎月2回㈮10時15分～11時40
分場総合福祉会館（予定）対60歳以上
の方費１回500円（講師謝礼など）問野
本☎080（1069）9598

問学び支援課 ☎（235）4926

会場 開催日
柏ケ谷コミセン 9日㈭
下今泉コミセン 14日㈫
大谷コミセン 16日㈭
国分コミセン 22日㈬
中新田コミセン 24日㈮
門沢橋コミセン 27日㈪

うそ ぼあてく っつ

これも
万華鏡

くるりん
ちょう

　楽しく工作をします。詳細は市ホームページを
ご覧ください時14時15分～16時15分対小学
生他国分コミセン・中新田コミセンは上履き持参

９月30日から開始
家庭系ごみの「一部有料化」

「戸別収集」
問環境課 ☎（235）4922

「分別・水切り・減量化〜私にできる
小さな一歩〜」を合言葉に、さらなる
減量化を目指しましょう。




