
文化会館のイベント

※主催者の都合により内容を変更する場合があります。詳細は、各問い合わせ先へ。

大ホール

12月
小ホール

　3日・17日㈫、29日㈰〜31日㈫
めぐみ町6-1 ☎（232）3231
※駐車台数は限りがあります。来館の際

は、公共交通機関のご利用をお勧めしま
す。

市民ギャラリー

12月

　3日・17日㈫、29日㈰〜31日㈫
中央2-9-50
海老名プライムタワー アネックス1階
☎（235）0366

第 2
シルバー 手芸教室OB会
期4日㈬～7日㈯時10時～16時（初日
は13時から、最終日は15時まで）費無料
問手芸教室OB会☎232・2188（青木）

きら星コレクション2019
期12日㈭～15日㈰時10時～18時費無
料問社会福祉法人 星谷会☎233・0333

（村尾）

ビー玉コロコロ 木のおもちゃ個展
期20日㈮～22日㈰時10時～17時（初
日は11時から、最終日は16時まで）費無
料問石田 忠☎232・6373

小ホール

120サロン
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ホール・ギャラリー相談

12月の各種相談
相談名 日時・場所など 問い合わせ

消費生活 ㈪～㈮９時～16時30分 祝除  　場市役所2階 消費生活センター ☎（292）1000
子どもの養育 ㈪～㈮９時～17時 祝除 子育て相談課 ☎（235）4825
乳幼児の心身の発達 予 ㈪～㈮９時～16時 祝除　場えびなこどもセンター こども育成課 ☎（235）7885
不登校・いじめ・
就学など

㈪～㈮９時～16時30分、㈯９時～11時30分（電話のみ）祝除  
他来所相談は予約制

教育支援センターえびりーぶ
☎（234）8700

ボランティア・
市民活動・NPO 予

第2・4㈬13時～17時
場えびな市民活動センタービナレッジ1階情報コーナー

えびな市民活動センタービナレッジ
☎（259）8116

健康 予 ㈫㈯㈰１回30分。時間などはお問い合わせを
場えびな市民活動センタービナスポ1階健康相談室

えびな市民活動センタービナスポ
☎（259）9450

分譲マンション管理 予 24日㈫13時～16時（1組1時間以内） 場市役所705会議室
申 12月19日㈭までに相談申込票を提出 住宅公園課 ☎（235）9604

成年後見
（専門職相談） 予

第1㈫・第3㈬・第4㈪14時～16時、第2㈫10時～12時（1組45分以内）
場市役所西棟

海老名市社会福祉協議会
☎（200）9833

障がい者 場地域活動支援センター結夢・相談支援事業所びーな’S 障がい福祉課 ☎（235）4812
DV・女性 ㈪～㈮ 8時30分～16時30分 祝除　他女性相談員が対応 相談専用 ☎（231）2224
心の病気・認知症・
依存症など 予 11日㈬13時30分～16時30分 場市役所706会議室 厚木保健福祉事務所 ☎（224）1111

ひとり親 ㈪～㈮9時～16時 祝除　他母子・父子自立支援員が対応 相談専用 ☎（235）4504
若者（ひきこもりなど） 予 ㈪～㈮ 8時30分～17時15分 祝除　場えびなこどもセンター2階 若者支援室 ☎（235）8411
自立支援 ㈪～㈮ 8時30分～17時15分 祝除　場市役所西棟 生活支援課 ☎（235）9015

相談名 相談員 日時
市民相談
（市民生活全般）

市民相談課
相談員

㈪～㈮ 祝除
8時30分～17時15分

法律
（相続・離婚など） 予 弁護士

毎週㈬、第2・4㈮ 祝除
10時～15時30分
（12時～13時除く）

相続
（事前相談・手続き） 予

NPO法人相続
アドバイザー
協議会会員

3日㈫
13時～16時

行政書士
（遺言書など作成） 予 行政書士 5日㈭

13時～16時
住宅
（修理・改築など） 予 建築職組合員 10日㈫

9時～12時

不動産 予 宅地建物取引業
協会会員

10日㈫
13時～16時

相談名 相談員 日時

建築 予 建築士事務所
協会会員

19日㈭
9時30分～12時

税務
（税金のこと） 予 税理士 19日㈭

13時～16時
登記
（相続登記など） 予 司法書士 20日㈮

13時～15時30分
行政
（意見・苦情など） 予 行政相談委員 24日㈫

9時～12時
人権
（近隣問題など） 予 人権擁護委員 24日㈫

13時～16時

交通事故 予 交通事故
相談員

26日㈭
13時～16時

労働・年金 予 社会保険
労務士

23日㈪
13時～15時30分

12月の市民相談 １カ月前から申し込みを受け付け。
受け付けは相談終了時間の30分前まで。問市民相談課 ☎（292）0880

相談先 日時 問い合わせ

厚木年金事務所 予（一部） ㈪８時30分～19時、㈫～㈮８時30分～17時15分、
第２㈯９時30分～16時 祝除  

☎（223）7171
厚木市栄町1-10-3

相模大野年金相談センター（面談） ㈪８時30分～19時、㈫～㈮８時30分～17時15分、
第２㈯９時30分～16時 祝除

☎042（701）8515
相模原市南区相模大野3-8-1

ねんきんダイヤル（電話） ㈪８時30分～19時、㈫～㈮８時30分～17時15分、
第２㈯９時30分～16時 祝除 ☎0570（05）1165

ねんきん定期便・ねんきんネットなど
専用ダイヤル ㈪～㈮９時～19時、第２㈯９時～17時 祝除 ☎0570（058）555

かながわ中央消費生活センター ㈪～㈮９時30分～19時、㈯㈰㈷９時30分～16時30分 ☎045（311）0999
消費者ホットライン☎1

い や や
88

暴力団相談コーナー ㈪～㈬㈮９時～16時、㈭９時～12時 ☎（292）0880

その他各種相談 相談日時は変更になる場合があります。

第 1・第 2
四季彩展
期11月26日㈫～12月1日㈰時10時～
17時（初日は13時から、最終日は15時
まで）費無料問四季彩会☎090・7176・
4469（髙橋）

日14日㈯13時～18時45分費無料他全
席自由問クレッセント☎0463・82・0645

（石井）

第15回クレッセントコンサート
（CRESCENT CONCERT）

日15日㈰15時～18時費500円他全席
自由問東海大学管弦楽団☎080・7195・
6659

東海大学管弦楽団
第98回定期演奏会

日27日㈮10時～19時費前売2,000円
／当日2,500円他全席自由問NAMUE
バレエコンクール実行委員会☎052・
204・0073

第129回NAMUEバレエコンクール
〈神奈川〉

日6日㈮18時～21時費無料他全席自由
問混声合唱団カッパコーラス部☎080・
3519・1007（四方）

専修大学混声合唱団
カッパコーラス部
第61回定期演奏発表会

日8日㈰15時～18時30分費S席5,500
円／ A席5,000円他全席指定問ハー
ラウ カラアケアオケアオラニ☎090・
1033・2340（原）

第2回 フラダンス発表会
繋がりに感謝を込めて
Pilialoha part 2

海老名市こころのバリアフリー2019
日1日㈰13時～16時費無料他事前申
込制問市障がい福祉課☎235・4812

第10回 演奏会
日7日㈯14時～16時費500円他全席
自由問混声合唱団 風雅☎235・0867

（兼崎）

琴コンサート～ひびき＆きらら～
日8日㈰13時30分～16時30分費無料
他全席自由問ひびき☎232・4780（中
山）

日13日㈮13時～15時費無料他全席
自由問市地域包括ケア推進課☎235・
4950

高齢者生きがい教室
「懐かしき心の歌教室発表会」

日22日㈰13時30分～15時30分
費前 売3,000円 ／ 当日3,500円他全
席自由問ムジカ・コンパーニャ☎090・
1774・6723（伊左次）

ムジカ・コンパーニャ25周年＆
サロンコンサート第100回
記念コンサート

日22日㈰18時30分～21時費無料他全
席自由問British International School
☎080・2026・9423（バローチ）

British International School
Annual Talent Show

日25日㈬12時30分～16時費無料他全
席自由問尺八山びこ静山会☎238・
2608（佐藤）

尺八山びこ静山会
第17回定期演奏会

日21日㈯14時～16時費一般2,000円
／65歳以上・学生（25歳以下）1,500
円他全席指定問文化会館指定管理者
☎232・3231

小ホールの音楽会・冬
森下唯 a.k.a ピアニート公爵

「星はうたう～クリスマス・
ロマンチック・ピアノコンサート～」

120サロン

日2日・9日㈪時13時30分～15時30分
費800円他事前申込制申問うたごえが
かりえびな☎080・5944・0425

うたごえひろば・みんなで歌おう！
童謡唱歌・懐メロ・フォーク・心の歌

日5日・12日㈭時10時～11時30分
費有料他事前申込制。無料体験あり
申問ぐるーぷ＊らな☎090・1217・4603

（川田）

コール詩音

日6日㈮10時～11時30分／11日㈬①
10時 ～11時30分 ②13時 ～14時30分
／12日㈭13時15分～14時45分費有料
他事前申込制。無料体験あり申問ぐるー
ぷ＊らな☎090・1217・4603（川田）

童謡倶楽部≪萌≫

日9日㈪10時～11時30分費有料他事
前申込制。無料体験あり申問合唱団支
援事務局☎03・6304・0161

海老名スマイル合唱団

日14日㈯19時～20時30分費無料
問南沢瑞穂☎232・7457

ピアノ発表会

日22日㈰13時45分～16時費無料
問内外音楽教室☎234・0650（佐々木）

クリスマス発表会




