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第40回海老名市総合体育大会
テニスダブルス大会参加者

一般・年齢別・Ｂ級の男女で行います。
詳細は、海老名市テニス協会ホーム
ページをご覧ください。
日６月23日㈰～７月７日㈰場海老名運
動公園庭球場対市内在住・在勤・在学
の高校生以上およびテニス協会会員
の方費3,000円申電話で海老名市テ
ニス協会（鈴木☎090・8117・4182）
へ。５月27日㈪締め切り

文化スポーツ課 ☎（235）4927

お孫さんと一緒に運動教室
～楽しく認知症未病改善～

〈全12回〉

高齢者と孫が一緒に楽しみながら運
動する、横浜F・マリノスによるプログ
ラムです。認知機能改善効果の測定
もします日６月２日㈰、７月13日・27日
㈯、８月12日㈪（振）・17日㈯、９月23日
㈪ ㈷、10月12日 ㈯・20日 ㈰、11月９
日 ㈯・24日 ㈰、12月14日 ㈯・22日 ㈰
時9時30分～11時場北部公園体育館

（8月17日は日 産 スタジアム）対65
歳以上の祖父母と４歳～小学校３年生
の孫定10組20人費無料申電話また
はメールで横浜F・マリノス（☎045・
285・0675E yfm-fureai@marinos.
co.jp）へ。５月25日㈯締め切り。応募
多数の場合は抽選他1人参加も可。詳
細は、横浜F・マリノスホームページを
ご覧ください

地域包括ケア推進課 ☎（235）4950

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
学校生活の再開と自立支援のほか、フ
リースクールなども紹介します。個別
相談あり。直接会場へ日６月１日㈯13
時～16時30分場県立青少年センター

（横浜市西区紅葉ケ丘９-1）対小・中学
生、高校生、保護者、教員など費無料

民生委員パネル展示
「支え合う 住みよい社会
 地域から」
福祉政策課 ☎（235）4820

「民生委員・児童委員の日活動強化週
間」にちなんだパネル展示です。相談・
談話コーナーも設置します日５月27日
㈪～31日㈮10時～15時場市役所１階
エントランスホール

歯とお口の健康フェスタ
2019 ～歯みがきは じょう
ぶなからだの 第一歩～
海老名市歯科医師会事務局

　☎（235）4799
「むし歯予防デー」と６月４日～10日の
「歯の衛生週間」に合わせたイベント
です。直接会場へ日６月２日㈰10時～
14時15分場海老名中央公園内無料
相談・唾液検査・歯みがき指導・口臭乾
燥度検査など

みずきフェスタ２０１９
神奈川県内広域水道企業団

　☎045（363）7823
普段は入れない水道施設の中を探検
しませんか。ことしは同施設設立50周
年を記念し、EBINAダンスやラグビー
ワールドカップのPRのほか、えびな名
店・名産品の品も販売します日６月１日
㈯10時～16時（荒天中止）場社家取水
管理事務所（社家4587）費無料他詳細
は神奈川新聞社（☎045･227･0741）
へお問い合わせください 未病講座～姿勢チェック編～

健康推進課 ☎（235）7880
柔道整復師が姿勢のチェックやアド
バイスをします。直接会場へ日６月２
日㈰11時～14時場海老名中央公園
費無料

海老名市議会
6月定例会のお知らせ

6月3日 ㈪ と21日 ㈮ は９時30分
に、その他は９時に開議予定です。

※会議の日程・時間などは変更になるこ
とがあります。また、会議日程などは
市議会ホームページでもお知らせし
ています。会議のインターネット中継
も併せてご覧ください。

6月

3日㈪ 本会議（議案審議）
12日㈬ 総務常任委員会
13日㈭ 文教社会常任委員会
14日㈮ 経済建設常任委員会
18日㈫ 本会議（一般質問）
19日㈬ 本会議（一般質問）

21日㈮ 本会議（委員会報告・
議案審議）

議会事務局 （235）4931

第39回海老名市さつき展
住宅公園課 ☎（235）9489

市の花「サツキ」の普及や緑化を推進
するため、海老名市さつき研究会が毎
年開催している展示会です。栽培技術
指導あり。ぜひご来場ください。
日５月23日㈭・24日㈮時８時30分～
17時15分場市役所１階エントランス
ホール

催　　し

募　　集

「そよ風傾聴講座」
日常の中に傾聴を生かしませんか。
家族・友人・隣人・職場などのより良い
コミュニケーションの基本となる傾聴
を学びます。初めての方も歓迎。ぜひ
ご参加を日６月15日・29日㈯時10時
～12時場総合福祉会館定先着20人
費200円（資料代）申電話で問後藤☎

（233）0855 催しなどの案内

市 民 の 広 場

中高年から始める
「らくらくピアノ」体験会
ピアノは脳の活性化につながるとい
われています。楽譜が読めなくても指
数字で弾けるようになる中高年に優し
い指導です日５月24日㈮・6月14日㈮
時15時から場文化会館206リハーサ
ル室対60歳以上の未経験者費無料
他要予約問一色☎（238）3252

起立性調節障害えびな親の会
「海老名交流会」
起立性調節障害の患者さんや家族の
方、一緒にお話ししませんか日６月２日㈰
13時30分～17時場文化会館351多目
的室費200円（施設使用料など）申詳細
はメール（Eebinasagamiod@yahoo.
co.jp）にてお問い合わせください
問小林☎080（1178）4508

清水安三が見た中国近現代一代
「中国古典文学を学ぶ会」
ことしは趣を変えて、辛亥革命直後の
中国へ渡り、貧困にあえぐ女性の教育
に尽力した日本の教育者「清水安三」
の著作から学びます日６月４日㈫14時
から場総合福祉会館講植田渥雄氏（桜
美林大学名誉教授）費1,000円（資料
代など）問平岡☎（238）3311

国際文化交流協会「大人のための
英会話」「韓国語入門講座」〈全８回〉

外国人講師と楽しく優しい基礎会話
を学習します日毎週㈬（初回６月19日
㈬）時〈韓国語〉18時から、〈英会話〉19
時30分から場総合福祉会館（予定）
費1回1,000円（ テ キ スト代 など。初
回に全８回分を支払い）問前田☎090

（6489）2803

クラシックバレエ体験会「Beauty's」
元宝塚歌劇団の綾花ちか先生と一緒に
楽しくバレエを踊りましょう。予約受け付
け中日6月の㈬㈭㈯場厚木倉庫303（河
原口2-15-22）対３歳から費１回500円

（施設使用料など）他詳細は「ビュー
ティーズ」のホームページを検索問瀬戸
☎090（4729）9123

海老名市陸上競技協会「キッズアス
レティックカレッジ2019」〈全４回〉

小学生対象の走り方教室です。おおむ
ね2時間程度です日６月９日㈰、８月25
日㈰、10月６日㈰、12月８日㈰場海老名
運動公園総合体育館対市内在住の小
学生費1,500円（保険代など）申メール

（E1994ebinatfc@gmail.com）で。５
月30日㈭締め切り問清水☎090（6006）
4681

少年軟式野球「ゴジラーズ」
ボランティアのコーチと楽しく練習し
ています。海老名・有鹿・大谷・中新田
小の児童が在籍しています。気軽にお
問い合わせを日毎週㈰8時30分～12
時対年長～小学校６年生の男女費月
500円（ユニホーム積立代など）問山
田☎（231）5138

メンバー募集

旨
う ま

いそばを打ちましょう
「会津十割手打ちそばの会」
会津のそば文化に触れ、おいしい十割
そばを打って食べませんか。初心者大
歓迎です日毎月第２・４㈰時９時30分～
13時場社家コミセン（予定）費入会金
3,000円、6カ月3,500円（ 会 費 ）、１回
1,200円（材料費）他試食あり問佐藤☎

（233）3586

詩吟「平成吟和会」
おなかの底から声を出すことのすばら
しさと、詩歌を学ぶことの喜びを実感し
ましょう。どなたでも気軽にご参加くだ
さい日月４回㈫午前中2時間場わかば
会館（予定）費1,000円（講師謝礼など）
問髙津☎080（1120）5732

「海老名市俳句協会」
四季の変化を楽しむ俳句を一緒に学び
ませんか。２つの句会と初心者向け勉
強会があります。初心者大歓迎日内第
３㈭13時からまたは第４㈭9時30分か
ら／句会、第４㈭12時30分から／勉強
会場文化会館（予定）費月300円（施設
使用料など）問濱家☎（232）6737

「上今泉将棋同好会」
一緒に将棋を楽しみませんか。初心者
や他の地域の方も大歓迎です日毎週
㈰13時～15時（延長あり）場上今泉コ
ミセン（予定）費年2,000円、小・中学生
年1,000円（運営費など）問川上☎090

（1453）1209

「卓球同好会」
健康維持のため、卓球を楽しんでいる
サークルです。どなたでもお気軽にご
参加を。日毎週㈭12時～15時場海老
名運動公園多目的室（予定）費年2,000
円（施設使用料）申電話で。留守の時
は、折り返し連絡しますので留守番電話
へ問飯島☎（232）1806

詩吟教室「駒草会」
一緒に大きな声を出し、詩吟をやって
みませんか。誤

ご

嚥
え ん

防止にも役立ちます
日第１・３㈭時10時から場上今泉コミセ
ン（予定）費1回800円（教材費・講師謝
礼）問青山☎（232）3783

「緑テニスの会」
一緒にテニスを楽しみませんか。毎
月㈯㈰㈷の３～5回程度、不定期に活
動しています場北部公園庭球場（予
定）対テニス経験者費年3,000円（会
費）、参加2時間ごとに300円～500
円（コート代など）他参 加自由 の 合
宿・飲み会など行事あり問小川☎090

（3432）8680

幼児からシニアまで稽古をしています。体
験歓迎日場①毎週㈭／社家コミセン（予
定）②第１・３㈯／門沢橋小（予定）③第２・４
㈯／海西中（予定）④毎週㈬／中新田コ
ミセン（予定）時①～③19時～21時④15
時～17時費入会金無料、月1,000円から

（施設使用料など）他ホームページあり。
④は吹矢のみ問大塚☎（236）2010

スポーツ吹矢健康教室＆空手教室
「イーグル会海老名」

初めての方、少しだけ経験がある方。
一緒に楽しくハーモニカを吹きません
か。初心者には基礎から指導します。見
学歓迎日毎週㈮９時30分～11時30分
場わかば会館（予定）費3,000円（講師
謝礼など）問髙野☎090（6029）7280

ハーモニカ教室
「海老名ハーモニカクラブ」

薬膳の考え方を基にした、お茶とお菓
子の調理実習です。一緒に楽しく学び
ませんか日毎月第４㈯13時30分～
15時30分場中新田コミセン（予定）
費1,000円（材料費）持エプロン・三角
巾・布巾問加藤☎（233）9519

「若さと健康を保つための薬膳お
菓子サロン」




