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国分寺台中央商店会
夏まつり
国分寺台中央商店会夏まつり実行

　委員会 ☎（231）6745
日7月24日㈬17時～20時（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）内流しそうめんのイ
ベント、焼きそば・焼き鳥の販売など
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の来場にご協力
ください

市戦没者追悼式
福祉政策課 ☎（235）4820

戦没者の英霊の安らかな冥福を祈り、
恒久平和への願いを込めて戦没者追
悼式を行います。参列希望者は事前に
福祉政策課へ連絡を日８月３日㈯10
時から場文化会館小ホール

議会報告会
議会事務局 ☎（235）4931

ことしで5回目の報告会です。市をより
良くするために皆さんの意見をお聞か
せください。直接会場へ。詳細は市議
会ホームページをご覧ください日場①
７月27日㈯13時から／社家コミセン
②27日㈯18時から／えびな市民活動
センタービナレッジ③28日㈰13時か
ら／柏ケ谷コミセン

相模ささら踊り大会
教育総務課 ☎（235）4925

県内８地域のささら踊りを披露します。
県指定無形民俗文化財「相模のささら
踊り」の1つとして「海老名ささら踊り保
存会」も出演します。直接会場へ日７月
24日㈬13時30分～16時場秦野市総
合体育館（秦野市平沢101-1）費無料

えびな小さな芸術鑑賞会
～夏休みコンサート～
文化スポーツ課 ☎（235）4797

幼児から高校生までの弦楽器奏者で結
成している「キッズバイオリンアンサン
ブル」が出演。おもちゃのシンフォニー
第１楽章やホールニューワールドなど
を演奏します日７月30日㈫12時10分
から（40分程度）場市役所１階エントラ
ンスホール費無料

ケオラフラサークル
「中高年向けのフラダンス体験」
体操気分でフラ体験。ゆったり、ゆっくり
体を動かして楽しく踊りませんか日７月
31日㈬時場①14時15分～15時15分
／ビナレッジ②19時～20時／文化会
館303号室（予定）対中高年の方費無
料問池上☎080（5868）7117

市民のための相続相談
円満な相続を迎えるために

市民相談窓口（相続）の担当者が、遺言
や遺産分割・不動産・税金・相続対策・信
託・相続手続きについての相談をお受
けします日７月20日・27日㈯時11時～
14時場文化会館353多目的室費無料
申電話で予約を問萩原☎（292）7550

親子サークル あっくクラブ
「夏休みハーバリウム教室」
生花を使い大人気のハーバリウムを
親子で楽しく作りましょう。夏休みの
宿 題にも日７月31日㈬10時30分 ～
11時30分場文 化 会 館対小 学 生 以
上費1,000円（材料費）問松本☎070

（4536）3406

第32回夏休み平和映画会
アニメ「はだしのゲン２」

原爆で父と兄弟を亡くし、後遺症に苦し
みながらも、原爆孤児を弟分にしてた
くましく生きるゲンの笑いと涙と感動
のアニメ映画日7月19日㈮～8月４日
㈰時14時から・19時から（会場により
異なる）場市内のコミセン・小中学校で
巡回上映費無料問中坪☎（240）7355

催しなどの案内

市 民 の 広 場

故障したおもちゃを修理しています。
興味がある方の参加をお待ちしていま
す。直したいおもちゃ持参での見学も
OK。修理は原則無償です日毎月第２・
４㈯時９時～16時場総合福祉会館（予
定）費年2,000円（部品代など）問西岡
☎090（4710）6342

おもちゃの修理
「えびなおもちゃ病院」

リボンレイメイキングでHappyな時間
を過ごしましょう日毎月1回10時～12
時場文化会館・ビナレッジ（予定）費月
1,000円（講師謝礼）、別途1,000円以
上の材料費（額の変動あり）。初回は材
料費のみ問小貫☎080（1204）7387

ハワイアンリボンレイ
「ガーデニア」

初心者から経験者まで、どなたでも歓
迎。毎週㈯は日帰り登山、夏山シーズ
ンは山小屋泊まりの山行を。月に1度
例会を実施日毎月第１㈰９時30分から
場総合福祉会館（予定）費月500円（運
営費など）他見学は直接会場へ（8月除
く）問原田☎（231）6240

中高年の安全登山をめざして
「みどりの会」

本人の〝そのまんま〟を大切に元気に
過ごす、「とまとはとまと」という生き
方。皆さんで支え合いませんか日毎月
第３㈭13時30分～16時場わかば会館

（予定）対市内在住・在勤の方費無料
申電話で問石井☎（235）0530

発達障がい児者の家族会
「そのまんま」

耳と口を鍛える実用会話サークルです。
市内で14年間指導経験がある北京育
ちの教師が楽しく熱心に指導します。仕
事や旅行、検定試験にも日①〈初級〉第
１・３㈮②〈中級〉第１・３㈯時14時～17
時場総合福祉会館（予定）費月3,000
円（ 講 師 謝 礼 ）問小 山 ☎090（3913）
7600

「中国語会話教室」
初級・中級コース

基本動作と統一ルールを習得し、楽し
く健康づくりができるスポーツを体
験してみませんか。体験2回分は無料
日毎週㈰12時～15時場上星小体育
館（予定）費月1,000円（道具代）問矢
田☎080（2555）1970

スポーツ吹き矢
「ウエルネス吹矢海老名支部」

王朝の継子物語である「住吉物語」を
一緒に読み進めます。王朝文学の華

は な

ともいえる物語の中で短編ながら洗
練された文章や、和歌が楽しめる作
品です。見学はお気軽に日毎月第２・
４㈫13時～15時場文化会館（予定）
費月1,200円（施設使用料など）問曽
我☎（231）0631

「住吉物語」を読む会

身近なお花で個性豊かに生けてみませ
んか。お友達と一緒にたくさんの人の
参加をお待ちしています。保護者の参
加も可日月２回㈬16時～18時場総合
福祉会館（予定）費１回750円（材料費）
問生

い

駒
こ ま

☎（232）3123

「伝統文化いけばなこども教室」

メンバー募集

書道教室「実用書道OB会」
大筆・小筆・ペン習字など優しく指導して
もらえます。初めての方も大歓迎日毎
月第２・４㈫時13時30分～15時30分
場上今泉コミセン（予定）費月1,500円

（講師謝礼）問馬場☎（233）6434

「中新田囲碁クラブ」
初心者をはじめ老若男女の会員約50
人が囲碁を楽しんでいます。初めての
方も大歓迎。気軽にご連絡を日毎週
㈭㈰時13時～16時場中新田自治会館

（予定）費入会金1,000円、年2,000
円（会費・施設使用料・教材費）問間宮
☎080（3394）9029

社交ダンス「ファイブハンドレッド」
すてきな音楽にのって、楽しく気持ち
よくダンスを踊ってみませんか。初め
ての方も歓迎日毎週㈭15時30分～
17時30分場社家コミセン（予定）費月
3,000円（講師謝礼など）問五

い お

百田
た

☎070（5457）2229

かな書道「有馬書道愛好会」
「かな」を中心に手順を追って勉強して
います。ひらがな・変体仮名などを学習
し、俳句や和歌が書けるようになるこ
とが目的です日毎月第３㈯13時～15
時場有馬高校（予定）費月1,000円（講
師謝礼など）問下村☎238（6611）

書道教室「雅
が

苑
え ん

書道会」
文字がきれいになり、集中力も身に付
くのでお子さんの習い事に最適。基本
から丁寧に指導する少人数の教室で
す。気軽にご連絡を日月３回㈬17時
～19時場ビナレッジ（予定）対年長以
上の方費月3,300円から（講師謝礼な
ど）問篠原☎（233）7724

8月 問学び支援課 ☎（235）4926

会場 開催日
中新田コミセン ２日㈮
社家コミセン ５日㈪
柏ケ谷コミセン ７日㈬
門沢橋コミセン ８日㈭
ビナレッジ ９日㈮
上今泉コミセン 20日㈫
大谷コミセン 21日㈬
国分コミセン 22日㈭
下今泉コミセン 23日㈮
勝瀬文化センター 27日㈫

うそ ぼあてく っつ

シー
ゴーランド

こねこ
ちゃん

　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 9時45分～11時45分（国分コミ
セン・勝瀬文化センターは14時15分～16時15
分）対小学生 他中新田コミセン・国分コミセンは
上履き持参

簡単な調理実習を行います日８月22日
㈭10時～12時場えびな市民活動セン
タービナレッジ対５歳～小学校２年生の
お子さんと保護者定先着10組費500
円（2人分の材料費。1人増えるごとに
250円追加）主食生活改善推進団体え
びな会申７月17日㈬から、電話で健康
推進課へ。８月９日㈮締め切り他２歳以
上、若干名の託児あり。要予約

健康推進課 ☎（235）7880

地場産野菜を使った
食育講座

後悔しないお金の活用方法や自分ら
しい人生設計、書類や面接対策など
を学ぶ就職応援講座です日9月9日
㈪10時～15時場市役所703会議室
対就職や転職を目指す女性など定先
着15人費無料申７月16日㈫から、直
接または電話で市民相談課へ。市ホー
ムページからも可。8月26日㈪締め切
り他6カ月児～未就学児、若干名の託
児あり。要予約

市民相談課 ☎（235）4568

女性の就職応援講座「かしこい
ママのマネープラン術」

職業に必要な知識、技術・技能を習得
するための施設です。入校選考は８月
25日㈰です。詳細は、県産業人材課へ
お問い合わせください対就業意思が
ある方申事前に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。８月８
日㈭締め切り（消印有効）

県産業人材課 ☎045（210）5715

かなテクカレッジ（県立職業
技術校）10月入校生

日８月25日㈰８時30分から場海老名
総合病院（河原口1320）対今年度未受
診の35歳以上の方定55人費1,000円

（免除規定あり）申往復はがき（１人１
枚）に住所・氏名・ふりがな・生年月日・電
話番号を、返信用表面に住所・氏名を
記入し、〒243-0421さつき町41番地
海老名市歯科医師会へ。７月31日㈬必
着。応募多数の場合は抽選

健康推進課 ☎（235）7880
口
こ う く う

腔がん（集団）検診

7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26日㈮10時から場市役所401会
議室

催　　し

海 老 名 市 災 害 情 報
@ebina_kikikanri

危機管理課 ☎（235）4790




