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七五三、成人式などのために、和装の
着付けを学ぶ会です。気軽にご参加く
ださい日10月24日㈯・11月28日㈯
時10時～12時場中新田コミセン和
室費無料持着物一式・タオル・小物
問渡辺☎080（6708）0883

雅会
「第123・124回無料着付講習会」

市内を中心に活動しています。写真を
通じて親睦を図っています期11月3日
㈫㈷～9日㈪時10時～17時（初日は
12時から、最終日は16時まで）場文化
会館1階展示コーナー費無料他賛助出
品桐

と う

塑
そ

人形展示問大塚☎（233）4465

第5回フォトさつき写真展

催しなどの案内

市 民 の 広 場

1歳から就学前の子どもが対象。親子
で参加できます。無料体験あり。気軽
にお問い合わせを日月３回㈫または㈭
時10時30分～11時30分場国分寺台
文化センター（予定）費月1,000円（講
師謝礼）問☎石田080（9734）2233

親子リトミック
「リトミックオリーブ」

仲良しチアダンスチームです。詳細は
お問い合わせを日毎週㈬17時～18時
場東柏ケ谷小学校体育館（予定）対4歳
～小学生費月2,500円（講師謝礼・教
材費など）問佐藤☎090（6519）2788

チアダンスフィットネス
「ラブリースターズ」

メンバー募集

応募作品を展示します期10月16日㈮
～30日㈮（初日は10時から、最終日は
14時まで）場三井住友銀行海老名支店
展示スペース

選挙管理委員会事務局
　☎（235）4905

明るい選挙啓発ポスター
コンクール作品展

どなたでも傍聴できます。直接会場へ。
日30日㈮15時30分から場えびなこど
もセンター201会議室

教育総務課 ☎（235）4916
10月の教育委員会定例会

催　　し

10月28日㈬は、施設点検のため休場
します。なお、施設予約の電話受け付
けは行います。

大和斎場休場日
大和斎場 ☎（264）5566

豊かな日本の食文化の時代背景や変
遷、身近な食材・食品にまつわる話な
どを紹 介します日11月12日・19日・
26日 ㈭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回参加できる方定先着25
人講中西載慶氏（東京農業大学名誉
教授）費無料申10月16日㈮から、電
話で学び支援課へ

学び支援課 ☎（２３５）8411

第3回海老名市民講座まなＢ
び ー な

ＩＮＡ
「食と健康、話の玉手箱」
〈全３回〉

◆新型コロナウイルス感染症対策
　に関する事業へ
 • ㈱メディカルガーデン 
 プラスチックグローブ 1,000枚
 •海老名エージェンシー合同会社 
 除菌・ウイルス除去スプレー 64本
 •（公財）神奈川県宅地建物取引業
   協会県央東支部 
 ウエットティッシュ 3,000個
 •匿名（個人） マスク 300枚
 •匿名（個人） マスク 170枚
◆災害対策に関する事業へ
 •海老名エージェンシー合同会社 
 防災備蓄用ペットフード 100袋
 ペット用保存水 1,200本

ご寄付ありがとうございます
（敬称略・順不同）

主として一家の家計を支えながら教育
や訓練を受けるため、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
る女性申電話で。11月30日㈪締め切
り問相原☎090（7248）3250

国際ソロプチミスト海老名
「女性に機会を与える賞」
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10月下旬に、今年中の国民健康保険
税納付済額通知を発送します。年金
天引きで国民健康保険税を納付して
いる世帯および後期高齢者医療保険
料、介護保険料の納付済額通知は、来
年１月下旬に発送予定です。年末調整
などで事前に通知が必要な方は、各
担当課へお問い合わせください。

国民健康保険税などの
納付済額通知を発送

【国民健康保険税】
　納税課 ☎（235）9398
　【後期高齢者医療保険料】
　国保医療課 ☎（235）4595
　【介護保険料】
　介護保険課 ☎（235）4952

今号の「健やかえびな」はお休み
します。次回は令和3年１月15日
号に掲載予定です。

健 か びや え な

神奈川フィルハーモニー管弦楽団に
よるクラシックコンサートです。音楽
初心者でも楽しめる内容です。「海老
名市・綾瀬市・座間市文化振興プロ
ジェクト」の一環で行うもので、３市に
在住・在勤・在学の方が対象です日令
和３年１月17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（小学生まで保
護者同伴）定500人費2,000円（当日
払い）申往復はがき（１枚で４人まで）
に、申し込み者全員の氏名・電話番号
を、返信用表面に代表者の氏名・住所
を記 入し、〒252-1192綾 瀬 市 早 川
550綾瀬市教育委員会教育部生涯学
習課「アヤセ・プロムナード・コンサー
ト」係へ。11月20日㈮消印有効。応募
多数の場合は抽選他全席指定、座席
指定不可。結果は12月中旬頃通知予
定。詳細は、綾瀬市生涯学習課へお問
い合わせください

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

無料相談、パネル展示、歯科医師のビ
デオ講演を行います。直接会場へ日11
月３日㈫㈷10時～14時15分場海老名
中央公園費無料

海老名市歯科医師会
　☎（235）4799

歯とお口の健口フェスタ2020

問学び支援課 ☎（235）4926

会場 開催日
大谷コミセン ５日㈭ 
社家コミセン 10日㈫
下今泉コミセン 12日㈭
中新田コミセン 13日㈮
国分コミセン 20日㈮

うそ ぼあてく っつ

くるりん
リース

ポインセチアの
花かご

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分対小学生持上履き

11月

現在、国勢調査を行っています。未回答
の方は調査票に記入の上、至急、同封の
返信用封筒で郵送してください。詳細
は、国勢調査コールセンター（☎0570・
07・2020）へお問い合わせください。

国勢調査
未回答の方は至急回答を
ＩＴ推進課 ☎（235）4698

お知らせ

〈4月分〉
 •海老名中央公園 578人
〈5月分〉
 •海老名中央公園 382人
 •海老名駅西口中心広場 30人
 •県立産業技術総合研究所 16人
〈6月分〉
 •海老名中央公園 539人
 •相模鉄道㈱車両センター 34人
〈7月分〉
 •海老名中央公園 382人
 •㈱秀建 18人
 •市役所 56人
今後もご協力をお願いします。

献血ありがとうございます
（会場とご協力人数）

募　　集

５年間の期限付きです。収入基準など
の申し込み要件があります。申し込み
は直接住宅公園課へ。詳細は、同課で
配布している「入居のしおり」または市
ホームページをご覧ください。

【募集住宅】国分北三丁目住宅（国分
北3-2-15）２戸、上河内住宅（上河内
240-2）１戸、ルーミナス海老名（上郷
1-8-35）１戸、ニューフローラ（中野
1-21-30）2戸

【入居時期】12月末予定
【選考方法】書類審査後、11月９日㈪に
公開抽選を実施。当選者の実態調査後
に決定

【しおり配布・受付期間】10月15日㈭
～29日㈭（㈯㈰除く）

住宅公園課 ☎（235）9606
市営住宅の入居者

専門相談員が大地震発生時の住宅倒
壊の危険性を無料で診断します。1組
45分程度です日11月14日㈯13時30
分～17時場市役所703会議室対昭和
56年5月31日以前に建築した2階建
て以下の在来工法木造住宅定先着15
組費無料申10月16日㈮から、電話で
まちづくり指導課へ。30日㈮締め切り

まちづくり指導課 ☎（235）9392

大地震！わが家は大丈夫！？
無料耐震相談会

11月２日㈪から、申込書を下水道課で
配布。締め切りは11月30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３年２月４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）ほか費6,400円

【更新講習会】
日令和３年１月19日㈫または20日㈬
時10時30分 ～13時 ま た は14時30
分～17時場サンピアンかわさき（川崎
市川崎区富士見2-5-2）費6,400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

神奈川フィルハーモニー管弦楽団によ
るクラシックコンサートです。「海老名
市・綾瀬市・座間市文化振興プロジェク
ト」の一環で開催します日令和３年１月
14日㈭14時開演場ハーモニーホー
ル座間大ホール（座間市緑ケ丘1-1-2）
対小学生以上定300人費2,000円（当
日払い）申往復はがき（１枚で４人まで）
に、代表者の氏名・住所・電話番号と同
伴者の氏名・電話番号を記入し、〒252-
8566座間市緑ケ丘1-1-1座間市教育
委員会教育部生涯学習課「ザマ・プロム
ナード・コンサート」係へ。11月20日㈮
消印有効。応募多数の場合は抽選他全
席指定、座席指定不可。結果は12月中
旬頃通知予定。詳細は、座間市生涯学
習課へお問い合わせください

座間市生涯学習課
　☎046（252）8476

ザマ・プロムナード・コンサート

チャットボット案内サービス 

シティプロモーション課
　☎（235）4574
無料アプリ「ＬＩＮＥ」を
使った、市役所の手続
きの案内サービスで
す。 LINE友だち追加

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」


