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食育ポスターコンクール展
健康推進課 ☎（235）7880

全応募作品を展示します。ぜひご覧く
ださい期９月30日㈪～10月11日㈮
の開庁時間内場市役所１階エントラン
スホール

９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27日㈮14時から場えびなこどもセ
ンター201会議室

街頭労働相談会
商工課 ☎（235）4843

解雇や賃金不払い、社会保険、就労に
関する相談などに応じます。直接会場
へ日10月2日㈬11時～19時場海老
名駅自由通路他詳細は、かながわ労
働センター県央支所（☎296・7311）
へお問い合わせください

催　　しWE21ジャパン海老名講座
「パレスチナでの活動を知る」
平和づくりを草の根から。60年以上
の軍占領状態で、人間の尊厳を脅か
されている人々へ支援をしています。
日10月３日㈭９時30分～11時30分
場文化会館351多目的室講大澤み
ずほ氏（JVC職員）費100円（資料代）
問成瀬☎090（5554）7872

相続・遺言などでお悩みの方
専門家による無料相談会

相続問題などで誰にも話せず悩んで
いませんか。行政書士・司法書士・税
理士などの専門家が無料でお答えし
ます。不動産・相続税・遺言書・成年後
見・相続手続きにも対応日10月15日
㈫場海老名郵便局（中央2-7-5）費無
料他予約推奨問富澤☎（200）9123

樽井まちづくり会 太極拳入門
「太極拳＆練功十八法体験会」
どなたでも参加可能です。参加は運
動ができる動きやすい服装で日10
月21日 ㈪14時 ～15時30分場国 分
寺台樽井集会所講小

こ す だ

須田正孝氏（日
本武術太極拳連盟A級指導員・１級審
判員）費無料申電話で問浜津☎090

（5765）2136

ターゲット・バードゴルフ
第19回「海老名市長杯争奪戦」
日10月23日㈬９時から（雨天30日㈬）
場海老名運動公園陸上競技場対市
内在住・在勤の18歳以上の経験者
費700円（ボール代など）申はがき
に住所・氏名・性別・年齢・電話番号を
記入し、〒243-0425中野2-23-22
小野 脩

おさむ

へ。10月13日㈰必着問小野
☎ FAX（238）5548

第14回海老名市長杯
グラウンド・ゴルフ大会
日11月６日㈬（予備日７日㈭・８日㈮）
時９時～15時場海老名運動公園多
目的広場対市内在住・在勤の経験者
費500円（保険代）申はがきか封書で
〒243-0405国 分 南4-8-30へ。10月
15日㈫締め切り他持ち物はお問い合
わせを問羽生☎090（3040）8467子ども英語サークル

「スターフィッシュ」
カードゲームや歌などで楽しみながら、

「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能
を身に付けます。体験レッスンは気軽
にお問い合わせを日毎週㈪17時から
場ビナレッジ（予定）対小学校１～4年
生費月2,100円から（講師謝礼など）
問飯島☎080(3592)1717

多言語広
ピ ア ザ

場C
セ ル ラ ス

ELULAS 講演会
「世界に通じる力を育てる」
地域で暮らす外国人も増え、来年は東京
オリンピック開催。さまざまな人や言葉
とふれあう機会の中で、どんな人にも心
を開き分かり合う力の育て方を話します
日10月30日㈬・31日㈭時10時～12時
場文化会館351多目的室費無料申ホー
ム ペ ージ（ http://www.celulas.
or.jp）で問船 田 ☎090（9013）5591

「第４回 それいけ！ ママフェスタ」
子育て中のママが開催するママのた
めのイベントです。体験やリラクゼー
ション、学びやおしゃべりなどで存分
に楽しみましょう。入場料無料日10月
10日㈭10時～15時場ザ・ウィングス
海老名（中央1-17-10）問神

し ん め い

明☎090
（7006）6175

催しなどの案内

市 民 の 広 場

「ファッション講座」
生き生きと若々しくいるために、ちょっ
とした着こなし術を一緒に学びません
か。「自分らしく」をテーマに肌の色に
合う口紅やシャツを選んで、すてきに
輝きましょう日９月25日㈬13時～14
時30分場ビナレッジ費無料申電話で
問大

お お ど う

堂☎090（8344）1881

いま話題のコグニサイズと
超簡単ボイストレーニング体験

楽しい軽い運動と発声練習を体験。変
わらない健康と艶

つ や ご え

声を目指しません
か。シニアや産後の方も日毎週㈬（初
回は10月２日）時14時～15時場文化
会館301会議室など対女性費１回500
円（テキスト代など）問砂川☎（215）
0522

「海老名青森県人会」
青森県出身の方、津軽南部地方に縁
のある方。海老名で交流を深めません
か。春はお花見、夏はバーベキューな
どを60人の会員たちと楽しんでいま
す。気軽にご連絡を費年1,000円（会
費）問猪股☎090（2754）2751

演劇サークル「劇団えびな座」
劇を演ずる楽しさを味わってみません
か。新しい自分との出会い。お客さん
との一体感。ゆかいな仲間が待ってい
ます。初心者・高齢者大歓迎日毎月第
２・４㈯時13時～17時場総合福祉会館

（予定）費月2,000円（講師謝礼・施設
使用料など）問小林☎（238）5889

仏像彫刻「えびな浄雲会」
基本を学びながらお地蔵様や観音像
が彫れるようになります。自分のペー
スで進められるので、初心者にも最適
日毎月第２・４㈮時10時～12時場国分
寺台文化センター（予定）費月3,000円

（講師謝礼）、別途材料費あり問亀山
☎090（8341）1226

主に家族から経済的責任を負い、教育
や訓練を受けるために経済的支援を
必要としている女性に賞金を提供しま
す対職業・技能訓練、専門学校、短大、
大学に在学中または入学許可を得て
いる方申電話で。11月15日㈮締め切
り問大島☎090（4017）2275

国際ソロプチミスト海老名
「女性のための教育・訓練賞」

悩みを分かち合い、病気について学
び、家族が元気になること、そして、病
気の方のよき理解者になることを目
指しています日毎月第２㈯13時～16
時場総合福祉会館（予定）費年4,200
円（活動費・通信費など）問雙

そ う

田☎080
（2333）4987

精神障がい者家族会「２π
パイアール

r」

武術サークル「志衛館」
音楽に合わせてエクササイズやミット
打ちでリフレッシュしませんか。参加を
お待ちしています。無料体験あり。詳細
は志衛館のブログをご覧ください日毎
週㈯19時から費１回500円（同居の方
は200円）問佐瀬☎090（5440）7744

メンバー募集

「ウクレレを楽しむ会」
年に数回高齢者施設でボランティア演
奏を行っています。基本コード、ビギン
やルンバなどを演奏できる経験ある
方の参加をお待ちしています日毎月第
2・4㈬時13時30分 ～15時30分場文
化会館（予定）費月2,200円（講師謝礼
など）問境☎（238）3611

男の料理教室「鯵
あ じ

な会」
毎月季節ごとの新鮮な魚を使い料理
を楽しんでいます。初めての方も歓
迎。タイ・カツオ・サケ・アジ・サバ・ヒラ
メ・カレイ・イワシなどたくさんの魚を
さばきます日毎月第４㈮13時～18時
場文化会館（予定）費月3,000円（講師
謝礼・材料費）問和

わ ち

知☎（232）6901

60歳を過ぎた方、野球を楽しみながら
健康維持しつつ明るく元気に楽しみま
せんか。連絡をお待ちしています日毎
週㈬12時～15時場中野グラウンド（予
定）費月1,700円（会費・施設使用料・大
会参加費）問内田☎070（4409）6811

「海老名クラブ」
古希・還暦野球部員

音楽に合わせて楽しく体を動かし、肩こ
りや腰痛を予防します。リフレッシュし
てみませんか。無料体験実施中です。
詳細はお問い合わせを日毎月２回㈬13
時30分～15時場上今泉コミセン（予
定）費月1,500円（講師謝礼）問柴沼☎

（232）6148

いつまでも健康で楽しく美しく
「３Ｂ体操」

募　　集

10月８日㈫から、申込書を下水道課で
配布。締め切りは11月29日㈮です。詳
細は、県下水道協会ホームページをご
覧ください。

【試験】日令和２年２月６日㈭13時30
分～15時30分場川崎市教育文化会館

（川崎市川崎区富士見2-1-3）費5,200
円【更新講習会】日令和２年１月21日
㈫・22日 ㈬・23日 ㈭ から１日を 選 択
時13時30分～16時30分場サンピア
ンかわさき（川崎市川崎区富士見2-5-
2）費5,200円

下水道課 ☎（235）9618

下水道排水設備工事責任
技術者試験・更新講習会

「綾瀬市・海老名市・座間市文化振興
プロジェクト」の一環で行う、神奈川
フィルハーモニー管弦楽団の本格ク
ラシックコンサートです。３市に在住・
在勤・在学の方限定で鑑賞チケット
の先行販売をします。席はチケット購
入時に選択。電話申し込みはできま
せん日12月22日㈰14時30分開演
場綾瀬市オーエンス文化会館（綾瀬
市深谷中１-３-１）対４歳以上（小学生
までは保護者同伴）定先着1,200人
費1,500円申【先行販売】9月29日㈰
９時～17時に、直接綾瀬市役所５階
生涯学習課へ【一般販売】10月５日㈯
から直接、綾瀬市オーエンス文化会
館へ。受け付け時間は９時～17時。毎
週㈫・第３㈬は休館

綾瀬市生涯学習課
　☎0467（70）5670

アヤセ・プロムナード・
コンサート

平和を仕事にしてみませんか。申し込
みは常時受け付け。受験に向けたサ
ポートをします対18歳～32歳他詳
細は、自衛隊厚木募集案内所へお問
い合わせください

自衛隊厚木募集案内所
　☎（400）2486

～平和を、仕事にする～
陸・海・空自衛官候補生

振り込め詐欺電話に注意
海老名警察署 ☎（232）0110

　地域づくり課 ☎（235）4789
市内で、家族や市職員などを装う詐
欺の電話が多くかかっています。
不審に感じたら海老名警察署まで




