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教育行政について、市長と教育委員会
の意見交換を行います。詳細は、市ホー
ムページをご覧ください日11月27日
㈯10時から場有馬図書館・門沢橋コミ
セン

教育総務課 ☎（235）4916
第2回総合教育会議

どなたでも傍聴できます。直接会場へ。
日19日㈮14時から場えびなこどもセ
ンター201会議室

教育総務課 ☎（235）4916
11月の教育委員会定例会

催　　し

ヒップホップ・ジャズなどのダンスを基
礎から練習し「えびな市民まつり」や舞
台に出演しています。初心者歓迎。無
料体験あり日第2・4㈰時10時〜12時
場中新田コミセン（予定）対小学生〜高
校生費月1回2,000円／月2回3,000円

（講師謝礼など）問川添☎080（1161）
1795

キッズダンスチーム「えびな～ず」

ゆっくりとした動作で、深い呼吸ととも
に無理なく誰でも簡単に始められま
す。気軽にご参加を。無料体験あり。
日毎週㈬17時30分〜19時場社家コ
ミセン（予定）対女性費月3,000円（講
師謝礼）問井上☎090（9962）9611

「ヒロコヨガクラブ」

杉本・柏ケ谷・海老名・上星・東柏ケ谷小
の児童が楽しく稽古しています。初心
者大歓迎。気軽にお問い合わせを日毎
週㈪㈭時18時30分〜20時場杉本小
体育館（予定）対5歳以上費月4,000円

（講師謝礼・施設使用料など、きょうだ
い割引あり）他フェイスブックあり問髙
井☎090（2247）2872

剣道「柏台剣友会」

約100人の会員が椅子席で囲碁を楽
しんでいます。初めての方には丁寧
に教えます。興味がある方は気軽に
ご参加を日毎週㈯10時〜17時場文
化会館（予定）費年3,500円（施設使
用料など）問寺島☎（232）5996

「海老名囲碁同好会」

和気あいあい楽しい雰囲気の教室で
す。初心者歓迎。見学可日毎月第2・4
㈮時9時30分〜12時場総合福祉会館

（予定）費月2,000円（講師謝礼など）
問新

し ん

保
ぼ

☎（232）8457

水彩画教室「山ゆりの会」

子どもたちが大好きなゲームや歌をた
くさん取り入れ、楽しく英語のリズムや
発音に触れています日場①11月26日
㈮16時45分から／社家コミセン②29
日㈪15時40分から／ビナレッジ対①
小学校3〜4年生②小学校1〜2年生
費無料問飯島☎080（3592）1717

子ども英語サークル
「スターフィッシュ」無料体験会

催しなどの案内

市 民 の 広 場

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。

◆ビナスポでロコモ予防体操教室
　〈全６回〉
いつまでも自分の足で歩き続ける方
法を学びます日令和4年1月12日〜2
月16日の毎週㈬時13時30分〜15時
場えびな市民活動センタービナスポ
定15人申11月30日㈫締め切り
◆トランスフィットネス教室〈全６回〉
移動式のトレーニングマシンを使った
出張型の運動教室です日令和4年1月
14日〜2月25日の毎週㈮（2月11日
除く）時13時30分〜15時場総合福
祉会館定12人申12月2日㈭締め切り
◆脳イキイキ教室〈全９回〉
認知症の基礎知識を学び、パズルや
軽い体操などを行います日令和4年
1月12日・19日・26日 ㈬、2月1日 ㈫、
9日・16日㈬、3月1日㈫、9日・16日㈬
時10時〜11時30分場上今泉コミセ
ン定20人申11月29日㈪締め切り
※共通事項
対市内在住の65歳以上で全日程参
加できる方費無料申電話で地域包括
ケア推 進 課 へ他初
めての方優先。応募
多数の場合は抽選

地域包括ケア推進課
　☎（235）4950

シニアから始める
健康づくりの
取り組みに

期12月1日 ㈬ 〜4日 ㈯時9時 〜16時
（最終日は15時まで）場文化会館展示
コーナー費無料問村山☎（238）1317

植物画サークル「植物画の展示」

北部公園から寒川神社までの目久尻
川沿い約13㎞を歩きます。参加希望者
は直接現地へ。雨天中止。詳細はお問
い合わせを日12月4日㈯9時30分〜
10時に受け付け・出発費無料他新型コ
ロナウイルス感染防止のため中止の場
合あり問並木☎（231）4125

目久尻川ふるさとネットワーク
「目久尻川ふれあいウォーク」

メンバー募集

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1,100円（施設使
用料など）問井出☎（231）4646

着付けサークル「服飾文化研究会」

1415 広報えびな2021年11月15日号広報えびな2021年11月15日号

助成券はマッサージや食事などに利
用できます。対象者に申請書などを
11月中旬に発送します。詳細は、地域
包括ケア推進課へお問い合わせくだ
さい対10月1日現在に市内在住で、在
宅で要介護4以上に認定されている
方・在宅で要介護4以上の人を介護し
ている方

地域包括ケア推進課
　☎（235）4950

要介護4以上の方とその介護
者にリフレッシュ助成券交付

本誌11月1日号16頁
ページ
「防火ポスター

入賞者」の学年に誤りがありました。
以下のとおり訂正しておわびします。
[誤] 岩木大空（柏ケ谷１年）
[正] 岩木大空（柏ケ谷２年）

海老名市議会
12月定例会のお知らせ

12月1日㈬・17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。

12月

1日㈬ 本会議（議案審議）

7日㈫ 総務常任委員会
予算決算常任委員会

8日㈬ 文教社会常任委員会
予算決算常任委員会

9日㈭ 経済建設常任委員会
予算決算常任委員会

13日㈪
本会議（一般質問）

14日㈫

15日㈬ 予算決算常任委員会

17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
中新田コミセン 2日㈭
ビナレッジ 7日㈫
下今泉コミセン 9日㈭
国分コミセン 10日㈮
杉久保コミセン 15日㈬
門沢橋コミセン 22日㈬

うそ ぼあてく っつ
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。簡単な工作も紹介しています。
時14時15分～16時30分 対小学生持 上履き

12月

サンタの
オーナメント

クリスマス
カード

つくってあそぼう
ページ

筋肉強化に向け、ストレッチなどを実
践しながら学びます日12月16日〜
令和4年1月20日の毎週㈭（12月30
日・1月13日除く）時10時〜11時30
分場えびな市民活動センタービナス
ポ小多目的室対市内在住・在勤の75
歳未満で、全4回参加できる方定先着
30人費無料申11月17日㈬から、電
話または直接健康推進課へ。12月9
日㈭締め切り他駐車場に限りがあり
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〉

お知らせ

意見を募集します。同案は住宅まちづ
くり課、市役所情報公開コーナー、市
ホームページで閲覧できます。
【閲覧および受付期間】11月17日㈬～
12月17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、郵送・ファク
スまたは直接住宅まちづくり課へ。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

住宅まちづくり課
　☎（235）9604 FAX（233）9118

パブリックコメント
「海老名市住宅マスター
 プラン（案）」

種の不思議を学びます日内①12月4日
㈯／いろいろなタネに触ってみよう②
11日㈯／タネの図鑑をつくってみよう
③18日㈯／もっとタネを調べよう時10
時〜11時30分場柏ケ谷中学校化学室
対市内在住の小学校4年生〜中学校1
年生定各回先着20人講野田啓司氏（今
泉中学校教諭）費無料申11月16日㈫
から、電話で学び支援課へ

学び支援課 ☎（235）8411

第4回海老名市民講座まなB
び ー な

INA
「小・中学生のための科学講座」

意見を募集します。同案は都市計画
課、市役所情報公開コーナー、市ホー
ムページで閲覧できます。
【閲覧および受付期間】11月17日㈬～
12月15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、郵送または直接
都市計画課へ。市ホームページからも
可。匿名や電話・メール・ファクスでの応
募はできません。郵送の場合は期間内
に必着

都市計画課 ☎（235）9676

パブリックコメント
「海老名市地域公共交通
 計画（骨子案）」

募　　集

日場①12月2日㈭14時〜16時／市役
所701会議室②21日㈫9時45分〜12
時／えびな市民活動センタービナレッ
ジ調理室対市内在住の20歳以上で、全
２回参加できる方定先着20人内講①
オーラルフレイル予防の基礎知識／
中村盛幸氏（さくら歯科院長）②よくか
むことの効果・調理実習など／オーラ
ルフレイル健口推進員・管理栄養士な
ど費300円（食材代）申11月16日㈫か
ら、電話または直接健康推進課へ

健康推進課 ☎（235）7880

健康がいちばん教室
「オーラルフレイル予防編」
〈全2回〉




