情報

情報

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

みんなが主役のおはなし会
おはなしを聞いた後、主人公になり
きって読み聞かせをやってみましょう
日９月14日㈯10時～11時場中央図書
館キッズライブラリー

小さな手芸教室～羊毛フェルト
でつくるクロクマのブローチ～
日９月15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２年生以上の方
定各回先着8人合計16人費800円
（材
料費）
申９月１日㈰から、直接中央図書
館へ他小学校4年生以下は保護者同伴
の のう

埜納タオ氏講演会
〜漫画『夜明けの図書館』か
ら知る「図書館員」の仕事〜
日９月29日㈰11時～12時場中央図書
館イベントスペース定先着着席50人・
立見10人、合計60人講埜納タオ氏（漫
画家）申９月１日㈰から、直接または
電話で中央図書館へ他サイン会あり。
詳細は、中央図書館へお問い合わせを

黒岩知事との〝対話の広場〟

犬のしつけ教室

シティプロモーション課
☎
（235）
8567

環境課 ☎
（235）
4912

「地域の魅力で県央まちおこし～コミュ
ニティによる地域振興について～」を
テーマに黒岩知事と意見交換をします。
( 一社 ) 海老名扇町エリアマネジメント
代表理事の山﨑日出雄氏と2018年度
EBINA
ダンス事業実行委員長の若林
ひろたか
啓太氏による事例発表もあります日10
月28日㈪18時30分～20時場えびな
市民活動センタービナレッジ定170人
費無料申電話で県央地域県政総合セン
ター企画調整課
（☎224・1111）
へ。県
ホームページからも可。10月21日㈪
締め切り。応募多数の場合は抽選

催

し

消費税の軽減税率制度説明会
（一社）大和青色申告会 ☎（262）5111
当日、直接会場へ日９月12日㈭13時
30分～15時30分場総合福祉会館対個
人事業者

第20回カナガワビエンナーレ
国際児童画展巡回展
市民相談課 ☎
（235）
4568
神奈川県内や海外の子どもたちが描い
た絵画を展示します。子どもたちの作品
の背景にある生活や多様な文化の違い
をご覧ください期９月12日㈭～27日㈮
（閉庁時除く。最終日は15時まで）
場市
役所１階エントランスホール

犬のしつけ方や飼い主のマナーを学ぶ
教室です。
◆座学と訓練犬のデモンストレーション
日10月21日㈪13時～15時場市役所
702会議室、市役所南側芝生広場定40
人講動物愛護センター職員他飼い犬の
同伴不可
◆飼い犬の実技指導
日10月26日㈯13時～15時場市役所
南側芝生広場（雨天時は市役所401会
議室）定20人講動物愛護推進員他飼い
犬の同伴可
（１人１頭）
※共通事項
対市内在住の方費無
料申直接または電話
で環境課へ。応募多
数の場合は抽選。
９月20日㈮
締め切り

子育て支援員研修（第3期）
県次世代育成課
☎045
（210）
1111
子育て支援の業務に従事する上で必要
な知識と技術を学びます。全6コース。
詳細は、㈱ポピンズ（☎03・3447・
5826）へ問い合わせまたは㈱ポピン
ズホームページをご覧ください。
日11月1日㈮～12月3日㈫対県内で保
育や子育て支援分野に従事する方・従
事を希望する方定各コース60～80人
費1,000円～2,444円申9月2日㈪か
ら、㈱ポピンズホームページで受け付
け。30日㈪締め切り

言いたいことが
言えない人のための
アサーティブ会話術講座
市民相談課 ☎
（235）
4568
相手を気遣いながら自分らしく伝え
る表現方法を学びます日10月６日㈰
10時～15時30分場市役所401会議室
対市内在住・在勤・在学の方定先着35
人講堤 暢子氏
（Be-Happy!アサーティ
ブネスの会）
費無料申９月２日㈪から、
電話で市民相談課へ。市ホームページ
からも可。30日㈪締め切り他１歳～
就学前の託児あり。要予約。９月19日
㈭締め切り

キャリア・カフェ2019
～人生100歳時代を生きる～
商工課 ☎
（235）
4843
今の時代の働き方や生き方を学びま
す。
ワークショップのみ定員制です。
日10月14日㈪㈷13時～16時場文化
会館353多目的室定16人内セミナー・
ワークショップ・キャリア相談など
費無料申９月３日㈫から、電話・ファ
クスで NPO 日本キャリア・コンサル
タント協会 ( ☎ F0466・53・4111)
へ。10月３日㈭締め切り。応募多数の
場合は抽選他詳細は、NPO 日本キャ
リア・コンサルタント協会ホームペー
ジをご覧ください

推薦してください
技能功労者・優良事業所など
商工課 ☎
（235）
4843
優れた技能者や優良な事業所などを表
彰するため、各種団体から推薦を受け
付けます。推薦基準などの詳細は、商
工課へ問い合わせまたは市ホームペー
ジをご覧ください申推薦書を直接また
は郵送で商工課へ。推薦書は同課で配
布。９月20日㈮締め切り
ページ

８月15日号16頁、文化会館大ホール

のイベント「昭和薬科大学吹奏楽部
第50回 定期演奏会」の問い合わせ

先は「昭和薬科大学吹奏楽部☎042・
721・1511」でした。訂正しておわ
びします。
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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募

未病講座
健康推進課 ☎
（235）
7880
両講座の参加も可。持ち物はお問い合
わせください。
◆リカバリーメソッド講座
体の「疲労回復」と「疲労予防」の方法
を講義と実技で学びます日９月13日
㈮場えびな市民活動センタービナスポ
◆ブレインアジリティ講座
脳を使いながら体を動かすトレーニン
グをします日10月11日㈮場海老名運
動公園総合体育館
※共通事項
時13時15分～14時45分対市内在住
の方定各回先着40人費無料申９月２
日㈪から、電話で健康推進課へ

第14回えびな玉入れ選手権
大会出場チーム
文化スポーツ課 ☎
（235）
4927
10月14日㈪㈷に海老名運動公園で行
うレクパラスポーツフェスタと同日に開
催します申９月２日㈪から部門・チーム
名・代表者の氏名・住所・電話番号を、直
接または電話で文化スポー
ツ課へ。申し込みフォームか
らも可。
９月17日㈫締め切り
他１チーム４～６人。参加費は 申し込み
当日徴収。後日代表者へ通知 フォーム
部門

条件

かご高 募集数

一般

なし

3.5ｍ 30チーム 1,000円

ジュニア

小学生まで

50チーム

参加費
500円

小学生以下
40チーム
ファミリー
１人以上含む 2.8ｍ
レディース
女性
30チーム 1,000円
シニア

60歳以上

10チーム

第40回海老名市総合体育大会
「陸上競技の部」
文化スポーツ課 ☎
（235）
4927
日10月６日㈰８時15分から場海老
名運動公園陸上競技場対市内在住・
在勤・在学の小学校5年生以上の方
費無料申申込書を貼付したはがきを
〒243-0406国分北1-34-9 宇田川雅
紀宛てへ。９月20日㈮必着他詳細は
要項をご覧ください。要項・申込書は
文化スポーツ課・海老名運動公園・北
部公園で配布しています

集

これならできる！シリーズ

「食事編」
「運動編」

健康推進課 ☎
（235）
7880
◆食事編「食べているつもりでも実は
野菜不足？」
食事のバランスや上手な野菜の取り方
を学びます。試食あり日10月８日㈫9
時30分～12時場えびな市民活動セン
タービナレッジ対市内在住・在勤の方
定20人費無料申９月３日㈫から、直接
または電話で健康推進課へ。27日㈮
締め切り。応募多数の場合は抽選他２
歳以上、若干名の託児あり。要予約
◆運動編「５歳は若返る!? 運動習慣始
めませんか？」
〈全４回〉
ストレッチや筋肉強化などを実践で学
びます日10月11日・25日㈮、11月１
日・15日㈮時９時30分～11時30分場
海老名運動公園総合体育館対市内在
住・在勤の75歳未満の方定先着30人
費無料申９月３日㈫から、直接または
電話で健康推進課へ。27日㈮締め切
り。初めての方優先

秋を感じる
ウォーキング
健康推進課 ☎
（235）
7880
ヒガンバナを見ながら目久尻川沿いを
ウオーキングしませんか。海老名中央
公園から北部公園までの約6.5㎞を歩
きます。持ち物はお問い合わせくださ
い日９月19日㈭9時30分～12時（小
雨決行）場海老名中央公園集合対市内
在住の方定先着20人費無料主健康え
びな普及員会申９月２日㈪から電話で
健康推進課へ

かながわ食の安全・
安心キャラバン
健康推進課 ☎
（235）
7880
家庭での食品の取り扱い方など、食中
毒の知識と対策について学びませんか
日10月４日㈮14時～16時場えびな市
民活動センタービナレッジ定先着15人
費無料主神奈川県食の安全・安心推進
会議事務局申９月２日㈪から、電話で健
康推進課へ。20日㈮締め切り
広報えびな2019年９月１日号
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