
2月19日㈬11時頃、防災行政無線や
防災ラジオからJアラートの伝達試験
放送が流れます。
災 害と間 違 えな
いように注意して
くだ さ い。な お、
サイレンは流れま
せん。

情報

Ｊアラート全国一斉情報伝達
試験を実施
危機管理課 ☎（235）4790

計画策定に向け、皆さんからの意見
を反映させるためのアンケートです。
ご協力をお願いします。アンケートは
無作為に抽出した市内在住の40歳以
上4,500人を対象に、２月中旬頃送付
します。無記名のまま、同封の返信用
封筒で返信してください。３月15日㈰
締め切り。

地域包括ケア推進課
　☎（235）4950

「高齢者保健福祉計画策定に
関するアンケート」にご協力を

情報

生きがい発見塾「第11回すてきな
仲間づくり相談会」

鉄道ジオラマ・どんぐりピザ・南北う
まいもの市・アクセサリー作り・体操・
サッカー・合唱などの体験も。直接会
場へ。海老名駅・市役所から無料シャト
ルバスあり日3月8日㈰10時30分 ～
15時場ビナレッジ費無料問金子☎090

（5756）5935

海老名レディース中級
ダブルステニス大会
日２月27日㈭・３月3日㈫（予備日あり）
時９時～17時場海老名運動公園テニス
コート対市内在住・在クラブの方費１組
1,000円（ボール代など）申往復はが
きに住所・氏名・電話番号を記入し、
海老名郵便局私書箱９号海老名市テ
ニス協会へ。２月23日㈰㈷必着問小
泉☎（238）2860

海老名市地婦連 くらしのセミナー
「キムチのたれ作り」
材料が多くて個人では作ることが大
変なキムチのもとに挑戦します日3
月4日㈬10時～13時場文化会館調
理 室定先 着20人費1,000円（ 材 料
費）持エプロン・三角巾・マスク申電話
で問今川☎090（1050）2945

雅会 「第122回無料着付講習会」
入学・卒業はかまの着付けを中心に教
えます日２月22日㈯10時～13時30
分場中新田コミセン和室費無料持着
物一式・半幅帯・タオルなど他はかま
を希望の方は事前にご連絡を問渡辺
☎080（6708）0883

ぼちぼち「不登校セミナー～周り
の大人にできること～」

元神奈川県発達障がい支援センター
相談員を講師に迎え、不登校につい
て学ぶ勉強会です。子どもとの向き
合い方、支え方などの具体的なお話
です日3月21日㈯14時～16時場わか
ば会館対保護者や関心のある方講吉
澤宏次氏費200円（資料代）申電話で
問岩元☎（235）4000

催しなどの案内

市 民 の 広 場

メンバー募集

ウクレレ教室「ウクレレ・オハナ」
ハワイアン・ポップス・童謡など。どんな
ジャンルでも弾いて歌って楽しんでい
ます。未経験者、楽譜が読めない方も
OK。見学可日月2回隔週㈬時14時～
16時場国分コミセン（予定）費月2,000
円（講師謝礼）問橋本☎090（4053）
9840

スポーツ吹矢健康教室＆空手教室
「イーグル会海老名」
幼児からシニアまで。体験歓迎日場①
毎週㈬／中新田コミセン（予定）②毎
週㈭／社家コミセン（予定）③第１・３㈯
／門沢橋小（予定）④第２・４㈯／海西中

（予定）時①15時～17時②③④19時
～21時費空手＝無料、吹き矢＝高校生
以下／月500円、一般／月1,000円（施
設使用料など）問大塚☎（236）2010

料理教室「男の楽しいクッキング」
今まで料理は任せっきりだった方、参
加してみませんか。同世代の仲間とワ
イワイ楽しく学びましょう日毎月第４㈯
９時30分～13時30分場中新田コミ
セン（予定）費月1,500円（材料費・講
師謝礼）問稲葉☎090（5991）7845

ストレッチとマシンが体験できます。
日３月19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。
3月2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

平安時代の継子物語「住吉物語」を
一緒に読み進めます。現代語訳を中
心に、内容理解に重点を置いていま
す。原文も読みます。見学はお気軽に
日毎月第２・４㈫時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

書くことが楽しくなる書道をテーマ
に、毛筆・細字・ペン字などさまざまな
作品を書いています日毎週㈭10時
～12時場国分コミセン（予定）費月
4,000円(講師謝礼など）問木上☎080

（5477）2257

書道教室「遊筆の会」

民謡三味線尺八の会「桐
と う こ う か い

香会」
日本民謡と三味線尺八の会です。どな
たでも歓迎。初心者には三味線と尺八
の貸し出しをしています日毎週㈫13時
～15時など場柏ケ谷コミセン・国分コ
ミセン（予定）費唄／月1,000円、楽器
／月2,000円（講師謝礼など）問田澤
☎090（9135）4019

海老名市手話サークル
「さつき会」
手話に興味がある方、聴覚障がい者
と交流をしながら楽しく手話を学びま
せんか。見学歓迎。新規会員の受け付
けは５月31日㈰まで日《昼の部》毎週
㈭10時～12時《夜の部》毎週㈮19
時～20時45分場総合福祉会館（予
定）費年3,000円（教材費など）問市
川☎ FAX(231）9935

パートタイム会計年度 
任用職員を募集

職員課 ☎（235）4502
募集職種・勤務条件などは市ホー
ムページをご覧ください。募集の
詳細は、職種を所管する担当課
へお問い合わせください。
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より使いやすく、親しみやすいホーム
ページを目指しアンケート調査を行
います。市ホームページから意見・要
望をお寄せください。ご協力をお願い
します。3月26日㈭締め
切り。

日２月23日㈰㈷８時～９時30分（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）内鮮魚・焼き
鳥・野菜の販売、抽選会など他駐車場
には限りがあります。徒歩または公共
交通機関でお越しください

国分寺台おはよう市場実行委員会
　 ☎（231）6745

第58回
国分寺台おはよう市場

催　　し

募　　集

閉庁後の市役所ではやりの暗闇エク
ササイズ。体幹を鍛えましょう日3月7
日㈯19時15分～20時45分場市役所
エントランスホール対市内在住の20
歳以上の方定先着15人費無料申2月
17日㈪から、電話で健康推進課へ

健康推進課 ☎（235）7880

未病講座
「暗闇エクササイズ」

お知らせ

海老名市議会
3月定例会のお知らせ

2月26日 ㈬ と3月27日 ㈮ は９時
30分に、その他は９時に開議予定
です。

※会議の日程・時間などは変更になる
ことがあります。会議日程などは市
議会ホームページでもお知らせし
ています。会議のインターネット中
継も併せてご覧ください。

2月 26日㈬ 本会議（議案審議）

3月

3日㈫ 本会議(議案審議）、
予算決算常任委員会

6日㈮ 総務常任委員会、
予算決算常任委員会

9日㈪ 文教社会常任委員会、
予算決算常任委員会

10日㈫ 経済建設常任委員会、
予算決算常任委員会

12日㈭ 本会議（一般質問）

13日㈮ 本会議（一般質問）

17日㈫ 予算決算常任委員会

18日㈬ 予算決算常任委員会

23日㈪ 予算決算常任委員会

25日㈬ 予算決算常任委員会

27日㈮ 本会議（委員会報告・
議案審議）

議会事務局 ☎（235）4931

問学び支援課 ☎（235）4926

会場 開催日
柏ケ谷コミセン 3日㈫
中新田コミセン 5日㈭
社家コミセン 6日㈮
大谷コミセン 12日㈭
上今泉コミセン 17日㈫
勝瀬文化センター 25日㈬

うそ ぼあてく っつ

ねずみの
空中
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　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 14時15分～16時30分対小学生
他中新田コミセンは上履きを持参

3月

史跡相模
国分寺跡

海老名市
温故館

消防団
第1分団
分団小屋

発掘
調査地

整備計画などの資料とするため、史
跡相模国分寺跡東側区画溝付近の発
掘調査を行います。安全確保のため
期間中は発掘調査地周辺の立ち入り
はできません。調査状況と結果は市
ホームページなどで公開します期2月
27日㈭～3月27日㈮のうち約１週間

（天候などにより変動）

史跡相模国分寺跡の
発掘調査を実施
教育総務課 ☎（235）4925

アンケート
ページ

シティプロモーション課
　☎（235）4574

「市ホームページアンケート
調査」にご協力を




