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合同就職説明会
「就活in海老名」

海老名商工会議所 ☎（231）5865
地元企業約40社が参加。現場の声
が直接聞ける説明会です。就職相談
も行います。直接会場へ日7月6日㈯
13時～17時場レンブラントホテル
海老名（中央2-9-50）対市内および
その周辺で就職活動中の方

第54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６月30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
には限りがあります。徒歩または公共
交通機関でお越しください

メンバー募集

第２回総合教育会議
教育総務課 ☎（235）4916

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。直接会場へ
日７月６日㈯10時から場高座クリーン
センター環境プラザ（本郷1-1）会議
室他手話通訳・筆記通訳あり

６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28日㈮14時から場えびなこどもセ
ンター301会議室

催　　し

不登校の子どもと親の居場所
「ぼちぼち」
今回は同じ悩みを持つ親やスタッフ
が気軽にお喋

しゃべ

りする茶話会です。日
頃の思いを気軽に話してみません
か。遅刻・早退もOK日７月13日㈯13
時～16時場わかば会館費100円（お
茶菓子代）問岩元☎（235）4000

海老名フリート
「ウインドサーフィン体験講習会」
泳げない方や初めての方でも大丈夫。
詳細はお問い合わせを日７月６日㈯・７
日㈰（日程は応相談）場山中湖（山梨
県）費日帰り4，000円程度（道具代な
ど）／１泊２日1万1,000円（宿泊・交通・
道具代）申電話で。６月28日㈮締め切り
問馬場☎（238）6373

海老名市テニス協会「第31回
ナイターテニス教室」〈全６回〉
日７月13日㈯～31日㈬の中で６回（予
備日あり）時19時～21時場海老名運
動公園テニスコート対市内在住・在勤
の方費3，000円（ボール代など）申往
復はがきに住所・氏名・年齢・電話番
号を記入し、海老名郵便局私書箱９号
へ。６月29日㈯締め切り問塩脇☎090

（8040）5103

オアシス湘南病院
「看護一日体験～看護師の仕事
を見る・知る・体験～」

1人でも親子でも参加できます。詳細
はお問い合わせを日７月24日㈬10時
～15時30分場オアシス湘南病院（中
河内1227-1）対中学生以上定先着６人
費無料申６月17日㈪から電話で。７月
16日㈫締め切り問和田☎（238）6262

催しなどの案内

市 民 の 広 場

地婦連・くらしのセミナー
「今を生きるシニアライフ」
充実したシニアライフのための終活
入門講座でエンディングノートを書い
てみませんか日６月28日㈮13時30
分～15時30分場文化会館122大会
議室定40人講槙 利絵子氏（㈳終活
協議会認定講師）費無料問大矢☎080

（2016）4745

「第５回金葉会水彩画展」
〝高齢者趣味の教室〟終了後も学び続
けている絵画グループの展示会です。
ぜひご来場を日７月１日㈪～７日㈰（２
日㈫除く）時10時～16時（初日12時か
ら）場文化会館１階展示コーナー費無
料問川戸☎（232）9297

雅会「第119回無料着付講習会」
浴衣を中心に和装の着付けを教えま
す。気軽にご参加を日６月22日㈯10
時～13時30分場中新田コミセン和
室費無料持浴衣・半幅帯・タオル・小物
など問渡辺☎080（6708）0883

日中友好協会講演会
「中国ってきらい！ でいいのか」
対中貿易団体の調査編集部長、北京
事務所長など、中国との仕事に携わっ
てきた講師が現在の日中関係を解
説します日７月26日㈮13時30分～
16時15分定40人場文 化 会 館122
大会議室費300円（資料代）問萬

ま ん

納
の う

☎（232）5459

男の料理教室「食彩の会」
〝おとこの料理〟をやってみませんか。
和洋中の基本料理が学べます。初心者
も大歓迎。まずは体験から日毎月第３㈮
または㈯時13時～18時場ビナレッジ
調理室（予定）費年6,000円、月1,500円

（材料費）問串田☎（234）6071

毛筆・ペン字「みのり会」
文字の基本点画、字形の仕組みを理解
し、どのように組み合わせたら美しい
文字が書けるのかを学習します日毎
月第１・２・３㈮時10時～12時場柏ケ谷
コミセン（予定）費月2,520円（講師謝
礼など）問塩原☎（231）6648

太極拳
太極拳を始めたい方が中心の新しい
サークルです。初心者歓迎。運動がで
きる服装でお越しください日毎週㈭
13時～15時場わかば会館（予定）費月
2,000円（講師謝礼など）持室内運動
靴問梅藤☎（238）4948

絵画教室「海彩会」
和気あいあいで楽しい雰囲気の教室
です。地元の画家栁下先生から水彩・
油彩画を学んでいます。屋外写生会あ
り。初心者歓迎。見学可日毎月第２・４㈮
時９時～12時場文化会館（予定）費入
会 金1,000円、月2,000円（ 施 設 使 用
料・講師謝礼）問義

よ し

永
な が

☎(233)3458

お子さんと一緒に武道を始めてみま
せんか。老若男女問わず。経験者も。
見学や体験はいつでもできます日毎
週㈯13時～15時場海老名運動公園
総合体育館柔道場（予定）費１回200円

（施設使用料）問山下☎090（6148）
8856

親子で始める合気道
「海老名合気道クラブ」

新しいことにチャレンジしてみません
か。アメリカ人の大学教師を囲んで楽
しく英会話をマスターしましょう。初心
者歓迎。要予約日月３回㈭10時30分
～12時場文化会館（予定）費月3,000
円（ 講 師 謝 礼・施 設 使 用 料 ）問生 井
☎（231）1444

高齢者向けの英会話
「クラブ・テリサ」

県内外をウオーキングして健康維持・
仲間との親睦を楽しんでいます。お一
人や友達同士、夫婦での参加も大歓
迎。まずは体験を日毎月第２・４㈬時9
時から場市内を中心に県内外費入会
金1,000円、年3,000円（保険代・資料
代など）別途交通費問串田☎（234）
6071

健康は歩くことから
「えびなウォーキング会」

教育を受ける機会を持てなかった方、
もう一度勉強し直したい方、年齢制限
はありません。一緒に勉強しません
か日毎週㈬14時～19時時ビナレッジ

（予定）費無料問廣田☎090（1544）
1432

昼・夜の夜間中学
「えびなえんぴつの会」

未経験のお子さんにも丁寧に指導し
ます。気軽にご参加を日毎週㈫～㈮
①15時30分～16時30分②16時40
分～18時／毎週㈯㈰９時～10時30
分場ビナスポ・北部公園（予定）対４歳
～11歳費１回500円（道具代）他スペ
イン遠征あり問高橋☎080（7825）
8395

サッカー教室
「ワールドサッカークリニック」

杉久保地域を中心に活動していま
す。食 生 活 改 善 推 進 団 体えび な 会
の指導で、健康的な楽しい料理を学
んでいます日毎月第２㈰９時30分～
13時場杉久保コミセン（予定）費月
1,500円（材料費・講師謝礼）問永山
☎090（2524）2743

男の料理教室
「杉久保クッキング」

FPみらい夏休み企画
「ゲームで学ぼうお金の使い方」
おこづかいゲームを通じ、親子で楽し
く金銭感覚を身につけませんか。教育
や住宅資金などのFPによる無料相談
あり日７月28日㈰14時～16時場文化
会館351多目的室対小学生と保護者
費無料申ホームページ「FPみらい」で
受け付け問佐藤☎090（6175）0031

海老名「長崎県人会」
長崎県はもとより、北海道・東北・関東・
関西・九州など全国から長崎県の出身
者が集まる長崎県を愛する人々の親睦
団体です対市内・近隣在住者、長崎県在
住経験者費年1,000円（通信費など）、
別途 イベント参加費問城山☎（232）
9756

着付サークル「服飾文化研究会」
手持ちの普段着・浴衣から留

と め そ で

袖まで、
道具を使わずに手結びでお稽古しま
す日月２回㈭13時30分～15時30分
場文化会館２階和室（予定）費月1,000
円（ 施 設 使 用 料など）問牛 嶋 ☎080

（2091）0411

太極拳「流水会」
ストレスと運動不足を解消し、健康寿
命を延ばしましょう日毎週㈬19時～
21時場大谷コミセン（予定）費入会
金2,000円、月2,000円（講師謝礼な
ど）他無料体験日は7月3日・10日・17
日・24日㈬19時～20時問中谷☎090

（7636）0499

きれいな音色を演奏してみませんか。
初心者には楽器の持ち方、音符の読
み方から指導します。楽器レンタル可
日毎月3～4回㈫時10時～12時場ビ
ナレッジ（予定）費月3,000円（教材費・
講師謝礼など）他無料体験日は７月９
日㈫10時～11時30分。要予約問山
田☎090（9246）9291

ハンドベルとトーンチャイム

かわいい音色のベルや、チャイムの
音色の楽器で美しい演奏をしてみま
せんか。どなたでも歓迎。見学もお気
軽に日月２～３回㈬10時～12時場総
合福祉会館（予定）費月2,000円（講
師 謝 礼 など）問影 山 ☎080（6624）
6744

ベルサークル「海老名ベル」

初心者もレパートリーを増やしたい方
も気軽に楽しんでみませんか。和やか
な雰囲気です。年に３回薬膳料理も作り
ます日毎月第１㈯10時～13時場ビナ
レッジ調理室（予定）費月2,000円（材
料費など）問梶☎（232）5141

女性のための料理教室
「食彩の会・ミント」

募　　集

皮膚・排せつケア認定看護師の講演、
や個別相談、装具展示などを行いま
す。直 接 会 場 へ日６月30日 ㈰13時
30分 ～16時30分場プ ロ ミティふ
ちのべビル（相模原市中央区鹿沼台
1-9-15）対人 工 肛 門・人 工ぼうこう
保有者とその家族など定先着70人
費無料他詳細は、日本オストミー協
会神奈川支部・白鳥（☎070・4003・
1239）へ

（公社）日本オストミー協会神奈川支部
　☎ FAX（291）0239

オストメイト社会生活訓練

広報えびな 点字版・音声版 

障がい福祉課 ☎（235）4813
広報の文字が見えにくい方にお送
りします。




