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耳や補聴器、生活のことをお話ししま
す日①令和3年1月21日㈭②29日㈮
時13時30分〜15時30分場総合福
祉会館対市内在住・在勤の方定各回
先着18人費無料申12月16日㈬から
電話またはファクスで他マスク着用・
パソコン文字情報あり。①②同一内
容問斉藤☎ FAX（233）8200

筆記通訳 風
「聞こえのことを知ろう」

〝ちふれん〟で一緒に活動してみませ
んか。ボランティアや研修、市主催行
事への参加を通じて、地域に役立つス
キルを高めましょう費年500円、5人
以上年250円（運営費）他毎年登録が
必要です問紅

こう

野
の

☎（233）5536

地域力のスキルアップを
「地域婦人団体連絡協議会」

身心健康のために、癒やしの踊りといわ
れるフラを一緒に楽しみませんか。フラ
を始めてみたい方ならどなたでも。ま
ずは体験からどうぞ日第2・4㈬時17時
30分〜18時30分場国分寺台文化セン
ター（予定）費月3,000円（講師謝礼・資
料代など）問諸星☎080（1233）3635

フラダンス「ナプア・フラサークル」

「とはずがたり」は鎌倉時代の後
ご

深
ふか

草
くさ

院
いんのにじょう

二条が実体験を綴
つづ

ったといわれる日
記形式の古典文学です。現代語訳を用
い内容の理解に重点をおいた読書会
です。見学はお気軽に日毎月第1・3㈫
時13時〜15時場文化会館（予定）
費月1,200円（施設使用料・資料代な
ど）問石井☎（244）5033

「とはずがたりを読む会」

東北弁や関西弁、海老名弁などで古
里の昔話を話したり聞いたりして楽
しんでいます。伝承遊びは笑み満開。
心や体もほぐれて楽しいですよ日毎
月第4㈭14時〜16時場総合福祉会
館（予定）費年1,000円（通信費など）
問南舘☎090（1816）7664

民話サークル「ふるさと昔語りの会」

〝かな〟を中心に、ひらがな・変体がなを
順番に学習し、俳句や和歌が書けるよ
うになることを目標にしています日毎
月第3㈯13時30分〜15時場総合福祉
会館（予定）費月1,000円（講師謝礼な
ど）問☎大森（233）3216

かな書道「有馬書道愛好会」

ネーティブアメリカンの先生と一緒に
英会話を楽しみましょう。初心者歓迎
です日毎週㈭10時〜12時場文化会
館会議室(予定)費月3,000円(講師謝
礼)問樋口☎(233)8471

英会話クラブ「TURTLES」

メンバー募集

一緒に楽しくバスケをしませんか。女
子、低学年大歓迎。無料体験あり。気軽
にお問い合わせを日毎週㈪㈫㈭㈯㈰
のいずれか時18時〜20時（㈯㈰は異
なる）場海老名小学校など（予定）費月
1,700円（施設使用料など）他ホーム
ページあり問永田☎080（3000）9161

バスケットボール「海老小
E-FRIENDSスポーツ少年団」

健康づくりも兼ね、ハワイアン音楽に合
わせて楽しく踊っています。初めての方
大歓迎。体験レッスンあり日毎週㈯午
後場中新田コミセン（予定）費月3,000
円（講師謝礼）問田中☎080（5656）
2616

フラサークル「プアマナ」

詩吟をやってみませんか。初心者歓迎。
まずは見学を日毎週㈫13時30分〜
15時30分（第2週は㈬）場大谷コミセ
ン（予定）費月1,000円(講師謝礼)、別
途年11,000円(本部支部費)・教本6冊
5,610円問松成☎090（2746）2715

詩吟「藤沢吟和会 海老名教場」

1011 広報えびな2020年12月15日号広報えびな2020年12月15日号

地域包括ケア推進課
　☎（235）4950
お魚釣りセットを作ります日令和３年１
月12日〜２月９日の毎週㈫時10時〜
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８人講宮下喜久江氏（シルバー
人材センター会員）費1,200円（材料
費）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「小物手芸教室」係へ。12月
28日㈪必着。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

高齢者生きがい教室 
「小物手芸教室」〈全5回〉

募　　集

意見を募集します。同案は、商工課、市
役所情報公開コーナーおよび市ホーム
ページで閲覧できます。

【閲覧および受付期間】12月23日㈬
〜令和３年1月22日㈮（閉庁日除く）

【提出方法】任意の書式に意見・住所・
氏名・電話番号を記入し、直接または
郵送・ファクスで商工課へ。市ホーム
ページからも可。匿名や電話・メール
での応募はできません。郵送の場合は
期間内に必着

商工課
　☎（235）8439  FAX（233）9118

パブリックコメント
「えびな元気にぎわい振興
計画2021（案）」

意見を募集します。同案は、福祉政策
課、市役所情報公開コーナーおよび
市ホームページで閲覧できます。

【閲覧および受付期間】12月15日㈫〜
令和３年1月13日㈬（閉庁日除く）

【提出方法】任意の書式に意見・住所・
氏名・電話番号を記入し、直接または郵
送・ファクスで福祉政策課へ。市ホーム
ページからも可。匿名や電話・メールで
の応募はできません。郵送の場合は期
間内に必着

福祉政策課
　☎（235）4820  FAX（233）9118

パブリックコメント
「災害見舞金支給条例の一部
改正案」

聞こえの不自由な方へ文字で伝える
技術を学びます日令和３年１月14日〜
２月25日の毎週㈭（２月11日㈭㈷除
く）時13時30分〜15時30分場総合
福祉会館定20人費無料主筆記通訳	
風申直接または電話で海老名市社会
福祉協議会へ。令和３年１月８日㈮締め
切り。応募多数の場合は抽選

海老名市社会福祉協議会
　☎（232）1600

ボランティア入門講座
「筆記通訳」〈全６回〉

日令和３年１月15日〜２月12日の毎週㈮
時19時〜20時45分場総合福祉会館
定20人費100円（テキスト代）主海老
名市聴覚障害者協会申直接または電
話で海老名市社会福祉協議会へ。令和
３年１月８日㈮締め切り。応募多数の場
合は抽選

海老名市社会福祉協議会
　☎（232）1600

ボランティア入門講座
「手話」〈全5回〉

精神的な救いや励ましが必要な方に寄
り添い、電話で対話するボランティアを
募集します。詳細は、（福）横浜いのちの
電話（☎045・333・6163）へ問い合わ
せ、または同ホームページをご覧くだ
さい。令和３年２月15日㈪締め切り

健康推進課 ☎（235）7880
電話相談ボランティア 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。住宅の退去状
況により、募集住宅を新たに追加する
場合があります。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）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）1戸

【入居時期】令和３年３月１日㈪予定
【選考方法】書類審査・実態調査後、令
和３年１月25日㈪に行う公開抽選で入
居者を決定

【しおり配布・受付期間】12月15日㈫
〜28日㈪（㈯㈰除く）

住宅公園課 ☎（235）9604
市営住宅の入居者

意見を募集します。同案は、地域包括ケ
ア推進課、市役所情報公開コーナーお
よび市ホームページで閲覧できます。

【閲覧および受付期間】12月23日㈬
〜令和３年1月22日㈮（閉庁日除く）

【提出方法】任意の書式に意見・住所・
氏名・電話番号を記入し、直接または
郵送・ファクスで地域包括ケア推進課
へ。市ホームページからも可。匿名や
電話・メールでの応募はできません。
郵送の場合は期間内に必着

地域包括ケア推進課
　☎（235）4950 FAX（231）0513

パブリックコメント
「えびな高齢者プラン21
〈第8期〉素案」

催しなどの案内

市 民 の 広 場

アンケートページ▶

「広報えびな読者アンケート」を行って
います。市ホームページからご意見・ご
感想をお寄せください。12月25日㈮
締め切り他本誌11月15日号掲載のア
ンケート用紙でも回答可

シティプロモーション課
　☎（235）4574

「広報えびな読者アンケート」
にご協力を

催　　し

日12月22日㈫10時〜16時（11時45
分〜13時除く）場市役所南側玄関前

健康推進課 ☎（235）7880
献血にご協力を

インターネットで自宅から確定申告が
できる「ｅ-Ｔａｘ」にはマイナンバーカード
またはＩＤ・パスワードが必要です。ＩＤ・
パスワードを出張発行します。申告者
本人が直接会場へ日12月23日㈬10
時〜16時場海老名駅自由通路持運転
免許証などの本人確認書類

大和税務署 ☎（262）9411
ＩＤ・パスワードの出張発行

お知らせ

令和3年1月1日㈮㈷〜3日㈰は休場し
ます。なお、安置室への搬入や施設予
約の電話受け付けなどは行います。

大和斎場年始の休場日
大和斎場 ☎（264）5566

1月 問学び支援課 ☎（235）4926

会場 開催日
大谷コミセン 8日㈮ 

下今泉コミセン 14日㈭

国分コミセン 15日㈮

社家コミセン 20日㈬

中新田コミセン 22日㈮

うそ ぼあてく っつ

モーモー
カップ

うし年
カレンダー

　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

令和3年

◆新型コロナウイルス感染症対策
　に関する事業へ
 • ㈱シンズ マスク20万枚
 • 英会話サークル「Ｊ＆Ｊ」 5,000円

ご寄付ありがとうございます
（敬称略・順不同）

海 老 名 市 災 害 情 報
@ebina_kikikanri

危機管理課 ☎（235）4790




