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災害時にボランティアの派遣調整を行
う「ボランティアコーディネーター」に
ついて学びます日２月９日㈰９時30分
～15時場総合福祉会館対市内在住・在
勤・在学の方定先着30人費無料申氏
名・住所・電話番号・メールアドレスを、
電話またはファクスで海老名市社会福
祉協議会へ

海老名市社会福祉協議会
　☎（232）1600 FAX（232）9561

災害救援ボランティアコー
ディネーター養成講座

シリーズ第４回は、中野と社家の２つの
寺院が所蔵する涅槃図を見学します。
約４㎞を徒歩で巡ります日２月15日㈯
13時～16時（小雨決行）定先着40人
内【コース】社家駅→盛福寺→三島社
→常在寺→明窓寺→法閑寺→社家駅

（解散）費無料（交通費などは自己負
担）主市教育委員会・NPO法人海老
名ガイド協会申１月15日㈬から、直接
または電話で教育総務課へ他小学生
は保護者同伴

教育総務課 ☎（235）4925

史跡散策「えびなの〝涅
ね は ん

槃図〟
を訪ねる」～えびな西部～

近世・近代における海老名と近隣地域
の歴史と民俗を学びます日内①２月６
日㈭／川のある暮らし②13日㈭／人
の移動③20日㈭／家と村時10時～
11時30分場文化会館351多目的室
対市内在住・在勤・在学で全３回受講で
きる方定先着60人講片山兵衛氏（郷
土史家）費無料申１月15日㈬から、電
話で学び支援課へ

学び支援課 ☎（235）8411

第６回海老名市民講座まなB
び ー な

INA 
「隣町と海老名～歴史と
 民俗～」〈全3回〉

「えびなの好きなところポス
ター展」

「#好きです海老名写真展」
「広報えびなタイトルロゴ書
道作品展」
シティプロモーション課

　 ☎（235）4574
全応募作品を市役所エントランスホー
ルに展示します。
◆ポスター展 期1月20日㈪～30日㈭

（初日は13時から）
◆写真展・書道作品展 期1月31日㈮～
2月12日㈬（初日は13時から、最終日
は12時まで）

障がい者の雇用を検討している企業
を対象とした見学会です。バスで市内
の就労事業所４カ所を巡ります日2月
5日㈬９時30分～14時30分対障がい
者雇用に関心のある一般企業の担当
者定10人費無料（昼食代別途）申ファ
クスで結夢+

プラス

 （ FAX240・0768）へ。１月
29日㈬締め切り

障がい福祉課 ☎（235）4812
市内就労事業所見学会

ジュニアことアンサンブル
「きらら」
お箏

こ と

の演奏体験をきっかけに、和楽器
で奏でる舞台演奏の楽しみや喜びを
一緒に味わいましょう日毎月1回㈯ま
たは㈰時13時～16時場柏ケ谷自治
会館（予定）対小学校4年生から費初回
のみ1,000円（楽譜代）、2回目以降は
無料問中山☎（232）4780

社交ダンス
「ステップアップサークル」
一歩一歩、楽しくステップアップ。心地よ
いメロディーにのせて踊りましょう。どな
たでも歓迎日毎週㈯11時30分～13時
30分場国分コミセン（予定）費月3,000
円（講師謝礼など）問丸☎090（7902）
0906

メンバー募集

体操教室「あゆみ会」
太極拳のゆっくりとした動きで、気持
ちよく体を伸ばすストレッチをしてみ
ませんか。見学歓迎日毎月第２・３・４㈯
時９時30分～11時場柏ケ谷コミセン

（予定）費月1,000円（講師謝礼など）
問沼山☎070（5450）1115

樽井まちづくり会
「らくらくピアノ体験会in樽井」
数字鍵盤シールを貼ったピアノなの
で、どなたでも楽に弾くことができま
す。直接会場へ日2月17日㈪15時～
16時10分場樽井集会所（国分寺台
3-13-21）講藤本明子氏（全日本らく
らくピアノ協会一級認定講師）費無料
問浜津☎090（5765）2136

子ども食堂
「社家でいっしょに食べよう」
みんなで楽しく晩ご飯を食べませんか。
月1回程度オープンしています。今月
は1月24日㈮です。問い合わせはお気
軽に時17時～19時場PANBEENA（社
家185-2、JR相模線社家駅徒歩1分）
費1食100円～300円問安藤☎（240）
0775

催しなどの案内

市 民 の 広 場

海老名市太極拳協会
「太極拳無料講習会」
協会所属の指導員が初心者にも分か
りやすく指導します。運動できる服装
で。直接会場へ日2月1日㈯13時～16
時場海老名運動公園小体育室対未
経験者・初心者費無料持室内運動靴
Emisuna@yahoo.co.jp問中

な か た に

谷☎090
（7636）0499

「海老名ヨガクラブ」
リンパマッサージを取り入れたヨガで
す。体が硬い方も安心して参加できる
内容です日月３～４回㈯時13時～15
時場社家コミセン（予定）費月2,000
円（ 講 師 謝 礼 など）問飯 田 ☎（233）
8247

「都市」俳句会
初心者のための俳句講座です。ゼロか
らの出発。見学自由日毎月第１㈫９時45
分～12時場総合福祉会館（予定）講三
森 梢氏（「都市」同人）費月1,000円（講
師謝礼など）問外山☎（231）8466

「上今泉将棋同好会」
勝負にこだわらず、将棋を指していま
す。一緒に楽しみませんか。上今泉以
外の方も大歓迎です日場①毎週㈰／
上今泉コミセン（予定）②毎週㈫／えび
な北高齢者施設（上今泉4-8-28）（予
定）時13時～15時（延長の場合あり）
費年2,000円（将棋備品代など）問川
上☎090（1453）1209

水彩画「ゆりの会」
一緒に楽しく水彩画を描

か

きませんか。
どなたでも歓迎。静物・人物・風景を対
象に趣向を凝らした作品を目指します。
日毎月第１・３㈬時９時～12時場総合
福祉会館（予定）費入会金2,000円、月
2,000円（講師謝礼など）問竹中☎090

（6932）5268

詩吟「さがみ吟詠会」
詩吟を始めませんか。大きな声を出す
ことで活力アップにつなげます。漢詩や
和歌などを吟じます日毎月第1・2・3㈭
時場①10時～12時／中新田コミセン

（予定）②13時30分～15時30分／国
分コミセン（予定）費月2,000円（講師
謝礼など）問宮部☎090（8503）3773

NPO法人ポケット「親子のひろば」
子育てを一人で頑張り過ぎていませ
んか。簡単工作やおやつを食べながら
リラックスしましょう日毎月第2㈬・第3
㈭時10時30分～12時場ポケット（国
分南2-27-12）（予定）対0歳～3歳児の
お子さんと保護者費1回300円（おや
つ代）申9時～16時に電話で予約を
問酒井☎（235）6177

「リコーダーアンサンブルＶ
ヴ ィ ー ボ

ＩＶＯ」
素朴で親しみやすいリコーダーの音色
で、ソプラノとアルトのハーモニーを
楽しんでいます。初心者大歓迎。見学
してみませんか日毎月第1・3㈬時10
時～12時場総合福祉会館（予定）費月
3,000円（講師謝礼）問岡田☎（231）
8254

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。

俳句「三友会句会」
一緒に俳句を楽しみませんか。指導者
のもと、あなたのユーモアや詩を、17
字の俳句に詠

よ

んでみましょう。初心者歓
迎日毎月第３㈬9時30分～13時場総
合福祉会館（予定）費1回500円（教材
費など）問小泉☎（232）1436
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募　　集

催　　し

日２月16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海老
名市歯科医師会へ。１月31日㈮必着。
応募多数の場合は抽選

健康推進課 ☎（235）7880
第２回口

こ う く う

腔がん（集団）検診法改正による新たな衛生管理方法
「Ｈ

ハ サ ッ プ

ＡＣＣＰ」の義務化についての講
習です。当日、直接会場へ日①１月28
日㈫②２月18日㈫③26日㈬時14時～
15時30分場定①③厚木合同庁舎２号
館４階AB会議室（厚木市水引２-３-１）
／先着90人②厚木市保健福祉セン
ター６階ホール（厚木市中町１-４-１）／
先着300人費無料持食品衛生責任者
手帳・筆記用具他営業許可証に記載さ
れている11桁の許可番号が必要

厚木保健福祉事務所
　☎（224）1111

食品衛生責任者講習会

運動を楽しみましょう。
◆リフレッシュ体操教室
手軽にできる体操をします。
日１月29日㈬
◆パラリンピック競技体験
ボッチャに挑戦します。
日2月6日㈭
※共通事項
時13時～15時場わかば会館定先着
15人費無料申１月15日㈬から、電話ま
たはファクスで地域活動支援センター
結夢（☎235・2704 FAX235･2515)へ

障がい福祉課 ☎（235）4813
障がい者向けの各種教室

椅子を使った体に優しいヨガを体験し
ましょう日2月7日～3月6日の毎週㈮
時10時30分～12時場第一高齢者生
きがい会館対市内在住の60歳以上
で、全5回参加できる方定15人講潮 
和美氏（ヨガインストラクター・シニア
ヨガ指導者）費無料申往復はがき（１人
１枚）に、教室名・住所・氏名・年齢・電話
番号を、返信用表面に住所・氏名を記
入し、〒243‐0410杉 久 保 北2‐3‐4第
一高齢者生きがい会館「生きがい教室
イスヨガ教室」係へ。１月27日㈪必着。
初めての方優先、応募多数の場合は抽
選他詳細は、海老名市シルバー人材セ
ンター（☎237・3001）へ

地域包括ケア推進課
　☎（235）4950

高齢者生きがい教室 
「イスヨガ教室」〈全5回〉

ストレッチとマシンが体験できます日２
月20日㈭13時30分～15時場えびな
市民活動センタービナスポ対市内在住
の65歳以上の方定10人費無料申電話
で地域包括ケア推進課へ。１月30日㈭
締め切り。応募
多数の場合は
抽選

地域包括ケア推進課
　☎（235）4950

ビナスポお試し体験会

市立保育園　臨時保育士・
非常勤保育士を募集

保育・幼稚園課 ☎（235）4824
要保育士資格。勤務日数・時間は
応相談。詳細は保育・幼稚園課へ




