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ハンドベルサークル「音の花束」
無料体験会

ハンドベルとトーンチャイムの体験で
す。初心者大歓迎。お気軽にどうぞ。
日場①4月8日 ㈬10時 ～11時30分
／ 文 化 会 館 ②11日 ㈯15時30分 ～
17時／社家コミセン③13日㈪10時
～11時30分 ／ 文 化 会 館 ④14日 ㈫
10時～11時30分／ビナレッジ申電
話で問山田☎090（9246 ）9291

海老名華道協会「花供養」
どなたでも参加できます。花を一輪お
持ちください日４月８日㈬10時～11
時場長高山海源寺（中新田１-１-22）
費無料問朝倉☎（238）3854

卓球「すこやか会」
技能向上よりも、健康増進を目的とし
ています。体を動かし一緒に活動しま
せんか日毎週㈫13時～16時場わか
ば会館体育室（予定）費無料持卓球ラ
ケット問成山☎070（3832）2595

びな・ひろば
「よもぎ団子作りを楽しもう」
困難を抱えた人もそうでない人も、子
どもから大人まで一緒に活動します。
日3月21日㈯13時～16時場文化会館
調理室費2,100円（材料費・施設使用料
など）主NPO 法人びな・パートナーシッ
プ・ひろば http://bina-ship.sakura.
ne.jp問熊籔090（4127）5288

親子リトミックサークル無料体験会
「リズム遊びと工作ほか」
親子で楽しく友達作りをしませんか。
日場①3月26日・4月2日㈭／文化会館
②3月27日・4月3日㈮／柏ケ谷コミセ
ン時10時30分～11時30分対1歳半～
3歳児くらいと保護者（きょうだいの参
加可）申電話で問山田☎090（9246）
9291

催しなどの案内

市 民 の 広 場

海老名市介護者の会
「四つ葉のクローバー総会」
要介護者とその家族同士が助け合う
会の総会です。会員以外の方もぜひ
ご参加ください日4月20日㈪13時～
15時場総合福祉会館費無料申電話
で問市川☎（233）0458

発達障がい児者の家族会
「そのまんま」

〝そのまんま〟を尊重する表現「とまと
はとまと」が合言葉。さまざまな悩みな
どを一緒に考え、支え合い、つながりま
しょう日毎月第3㈭13時30分～16時
場わかば会館（予定）対市内在住・在勤
の方費無料申電話で問石井☎（235）
0530

中高年の安全登山を目指す
「みどりの会」
対象は健康な70歳ぐらいまでの方。初
心者から経験者まで歓迎。毎週㈯は日
帰り登山、夏山シーズンは山小屋泊まり
の山行を。月1回の例会あり日毎月第1
㈰9時30分～16時場総合福祉会館（予
定）費入会金1,000円、月500円（運用
費）問原田☎（231）6240

昼・夜の夜間中学
「えびなえんぴつの会」
教育を受ける機会を持てなかった方、
もう一度勉強し直したい方、国・数・英
などを一緒に勉強しませんか日毎週㈬
14時～19時場ビナレッジ（予定）費無
料問廣

ひ ろ

田☎（231）5329

丹田呼吸法の実践
腹式呼吸法は自律神経を調整し、自然
治癒力を高めます日場①毎週㈰９時
30分～11時30分／国分コミセン（予
定）②毎週㈪９時30分～11時30分／
中新田コミセン（予定）③毎週㈮13時
30分～15時30分／本郷コミセン（予
定）費月100円（雑費）問広崎☎090

（1214）4925

水彩画教室「金葉会」
絵の基礎から楽しく学べる高齢者向
けの教室です。初心者歓迎。見学は
事前に連絡を日毎月第3㈮9時～12
時場総合福祉会館（予定）対60歳以
上費月1,000円（講師謝礼）問川戸☎

（232）9297

メンバー募集

海老名で「第九」を歌おう会
合唱団員

文化会館で東京ニューシティ管弦楽
団と「第九」を歌いませんか。12月13
日㈰のコンサートを目指し、８月から
練習を開始します。初心者大歓迎（初
心者用レッスンあり）費月3,000円程
度（講師謝礼・施設使用料など）問佐
藤☎（233）4727

手持ちの普段着・浴衣から留
と め そ で

袖まで、
道具を使わずに手結びでお稽古しま
す日月2回 ㈭13時30分 ～15時30分
場文化会館2階和室（予定）費月1,000
円（施設使用料など）問井手☎（231）
4646

着付けサークル「服飾文化研究会」

1994海老名「小・中学生の陸上競
技・走り方教室」無料体験会

小・中学生対象の体験会です。気軽に
ご 参 加くだ さ い日4月9日・16日・23
日・30日㈭時19時～21時場海老名運
動公園陸上競技場対小学校4年生～
中学生定各回3人申メール（Einfo@
npo1994.com）で。各回ともに前日締
め切り問清水☎090（6006）4681

森林浴でリフレッシュ「ウォーキン
グ＆癒やし体験」〈全5回〉

市内と県内の森林コースを森林セラ
ピストのガイドでゆっくり、のんびり
歩きます。場所は電話で日4月13日
㈪ 、5月18日㈪ 、8月9日㈰・29日㈯ 、
10月26日㈪費1,500円（ 保 険 代 な
ど）申電話で問山下☎080（5547 ）
2284

ハンドメイドイベント
「サニーサイドフェスタ」
100店舗の大規模イベント。ハンドメ
イドワークショップ・キッチンカーなど
が出店します日4月18日㈯（雨天19
日㈰）時10時～15時場海老名駅西口
プロムナード問御園☎080（5522）
4390

フラダンス☆中高年の方対象
「ケオラフラサークル」無料体験
体操気分でフラを体験しませんか。中
高年の方対象の無料体験です。ゆっく
り体を動かして楽しく踊りましょう日4
月22日㈬時①14時15分～15時15分
②18時15分～19時15分場文化会館
申電話で問池上☎080（5868）7117

中心荘バザー
毎年恒例のバザーは掘り出し物がたく
さん。おいしい模擬店、手打ちそばも
楽しめます。ぜひ遊びにきてください。
日4月11日㈯13時～14時30分場中
心荘第二老人ホーム（上今泉4-7-1）
問藤本☎（231）7152

行政情報のほか、海老名の旬の
情報をお知らせしています。
ぜひ、ご覧ください。

EBINA Facebook

海老名市フェイスブック 検索

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。

お知らせ

所有する土地や家屋の評価額が、適正
かを確認できます日４月１日㈬～６月１
日㈪（㈯㈰㈷を除く）場資産税課対固
定資産税の納税者、またはその代理人
持本人確認書類（マイナンバーカード・
運転免許証・健康保険証など）、法人の
場合は法人印、代理人の場合は委任状
他期間中、所有する不動産を一覧にした
「固定資産名

な

寄
よせ

帳」の写しを無料で交
付します

固定資産税評価額縦覧制度
のご利用を
資産税課 

　【土地】☎（235）8596
　【家屋】☎（235）8597

海 老 名 市 災 害 情 報
@ebina_kikikanri

危機管理課 ☎（235）4790

◆市立図書館へ
・平塚信用金庫　
 児童用書籍10万円相当

ご寄付ありがとうございます
（敬称略）

89 広報えびな2020年3月15日号広報えびな2020年3月15日号

問学び支援課 ☎（235）4926

会場 開催日

大谷コミセン ３日㈮

中新田コミセン ７日㈫

門沢橋コミセン ８日㈬

国分コミセン ９日㈭

下今泉コミセン 16日㈭

うそ ぼあてく っつ

ふんわり
的あて

ランドセル

　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・国分コミセンは上履きを持参

4月

募　　集

ストレッチや筋肉強化などを実践で学
びます日４月21日・28日、５月12日・
26日㈫時9時30分～11時30分場門
沢橋コミセン対市内在住・在勤の75
歳未満の方定先着20人費無料申３月
16日㈪から、直接または電話で健康
推進課へ。初めての方優先。４月10日
㈮締め切り。駐車場には限りがありま
す。公共交通機関をご利用ください

健康推進課
　☎（235）7880

これならできる！シリーズ運動編
「5歳は若返る！？ 運動習慣
始めませんか？」〈全4回〉

海老名文化スポーツ賞文化大賞を受
賞した山崎瑠奈氏のサクソフォーンリ
サイタルです日6月19日㈮18時30
分～20時場文化会館小ホール費500
円（全席指定）申電話で文化会館（☎
232・3231）へ

文化スポーツ課 ☎（235）4797

海老名市文化会館育成事業
海老名文化大賞受賞記念

「山崎瑠奈サクソフォーン
  リサイタル」

経済的な理由から、高等学校などへ
の修学が困難な方に奨学金を給付し
ます。詳細は、就学支援課へお問い合
わせください申４月1日㈬から、給付
申請書などと学校から取り寄せた人
物調書を直接、就学支援課へ。申請書
は、３月23日㈪から同課で配布または
市ホームページからダウンロード可。
４月15日㈬締め切り

就学支援課 ☎（235）4918
令和２年度市奨学生

縦覧できる
帳簿 記載事項

土地価格等
縦覧帳簿

土地の地番・地目・地籍・
評価額

家屋価格等
縦覧帳簿

家屋の所在・家屋番号・
種類・構造・床面積・
評価額




