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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日令和
４年１月29日㈯13時30分～17時（１組
45分程度）場市役所702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
６組申12月16日㈭から、電話で住宅
まちづくり課へ。令和４年１月17日㈪
締め切り

住宅まちづくり課 ☎（235）9606

大地震！わが家は大丈夫！？
無料耐震相談

来年１月から本誌15日号で新コーナー
「夢に向かって～きらめけ！えびなっ子
～」の連載を始めます。市内中学生か
ら募集した夢や、夢に向かって頑張っ
ていることを写真と文章で紹介してい
きます。あなたが今頑張っていること
は何ですか。皆さんの夢をお寄せくだ
さい。詳細は、市ホームページをご覧く
ださい。

【掲載内容】
学校名・学年・氏名・顔写真・夢と夢に向
かって頑張っていること（１００字程度）
対市内在住の中学校１～３年生申応募
用紙と写真を郵送または直接シティプ
ロモーション課へ。市ホームページか
らも可。用紙は同課で配布のほか、市
ホームページからダウンロード可。令
和4年１月31日㈪締め切り

シティプロモーション課
　☎（235）4574

広報えびな
１月スタートの新コーナー
テーマは「中学生の夢」

どなたでも傍聴できます。直接会場へ。
日23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
12月の教育委員会定例会

催　　し
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メンバー募集

市 民 の 広 場

全応募作品を市役所エントランスホー
ルに展示します。㈯㈰㈷・年末年始除
く、最終日は12時まで。
◆写真展・書道作品展

「50年後へ残したい海老名の情景」を
テーマに募集した写真と、市内在住・在
学の小学校４年生が毛筆で書いた広報
えびなのタイトルロゴの文字を展示し
ます。
期12月21日㈫～27日㈪
◆ポスター展
市内在住・在学の小学生を対象に募集
した「えびなの好きなところ」を描いた
絵を学校ごとに展示します。
期内12月28日㈫～令和４年１月11日
㈫／東柏ケ谷小・柏ケ谷小・上星小・今
泉小・有鹿小・海老名小、令和４年１月
12日㈬～18日㈫／中新田小・大谷小・
社家小・杉本小・有馬小・杉久保小・門沢
橋小

シティプロモーション課 
　☎（235）4574

「#好きです海老名写真展」
「広報えびなタイトルロゴ書
道作品展」「えびなの好きな
ところポスター展」

問学び支援課 ☎（235）4926

会場 開催日
大谷コミセン 12日㈬
上今泉コミセン 13日㈭
社家コミセン 20日㈭
勝瀬文化センター 26日㈬
柏ケ谷コミセン 28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
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市内の生産者が丹精込めて育てた新
鮮なイチゴ・野菜などの農産物を市内
の商業施設で販売します。販売時間は
各店舗で異なります。期間中「地産地消
オリジナル野菜袋」を先着で配布しま
す期12月17日㈮～19日㈰場イオン海
老名店・マルイファミリー海老名・ダイ
エー海老名店・そうてつローゼンかし
わ台店

海老名市地産地消推進実行委員会
　事務局（農政課内） ☎（235）8539

「海老名の農産物」直売会

初心者も経験者も歓迎。主な活動は、
日帰り登山、山小屋に泊まる夏の山行、
例会です。例会は見学可日【日帰り登
山】毎週㈯【例会】毎月第1㈰9時30分
～11時30分場例会は総合福祉会館
など対70歳位まで費入会金1,000円、
月500円（資料代など）問真

ま

垣
が き

☎090
（5813）6718

中高年の安全登山を目指す
「みどりの会」

簡単♪楽しい♬ウクレレで癒やされて免
疫力もアップ。オリジナル教材を使うの
で譜面が読めなくても大丈夫です日第
1・2㈭、第3・4㈪時10時～12時場柏ケ
谷コミセン（予定）費1回500円（教材費）
問大下☎090（1778）6186

ウクレレ
「さがみ野ビギナーズサークル」

「とまとはとまと」というご本人の“その
まんま”を尊重する生き方を大切にし
ています。さまざまな悩みなどを一緒
に考え、支え合いましょう日毎月第3㈭
13時30分～16時場わかば会館（予
定）費無料問石井☎（235）0530

発達障がい児者の家族会
「そのまんま」

絵画教室「海彩会」
和気あいあいで楽しい雰囲気の教室
です。地元の画家栁下先生から水彩・
油彩画を学んでいます。屋外写生会あ
り。初心者歓迎。見学可日毎月第２・４㈮
時９時～12時場文化会館（予定）費入
会金1,000円、月2,000円（材料費・講
師謝礼など）問荻野☎（234）6949

詩吟「さがみ吟詠会杉久保教室」
新しく開設する詩吟教室です。難しく
考えずに詩を詠

う た

ってみませんか日毎
月3回（曜日相談）時10時～12時場杉
久保コミセン（予定）費月2,000円（出
吟料・講師謝礼など）問宇津木☎080

（9992）3676

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（資料代など）問槙☎ FAX（238）
4421

「中国語会話サークル」
楽しく中国語を学びませんか。北京の
発音を学ぶチャンス。仕事・旅行・試験・
脳の若返りに日毎月第1・3㈮または
㈯時14時～17時場総合福祉会館など

（予定）費月3,000円（講師謝礼など）
問松田☎080（6676）5395

〝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）問幸坂☎（233）0621

かな書道「有馬書道愛好会」

発足10年、103人の仲間との花見や、
地引網、歌ッコを愉

た の

しんでいます。東日
本復興応援も絆を大切に行っていま
す。岩手県育ちや岩手好きな方を待っ
ています費年1,000円（会報代など）
問南

みなみだて

舘☎090（1816）7664

「えびな岩手県人会」

12月31日㈮ ～ 令 和４年１月31日㈪
は、防火扉更新工事などのため休館し
ます。

文化スポーツ課 ☎（235）4927

海老名運動公園屋内プール
長期休館

市内で事業を営む法人および個人に
申告書を郵送しました。申告期限は、来
年１月31日㈪です。新たに事業を始め
た方などで申告書が届いていない場
合は、至急、資産税課へ連絡を。電子申
告もご利用ください。

資産税課 ☎（235）8598
事業主は償却資産の申告を

インフルエンザワクチンの供給状況を
踏まえ、下記対象の予防接種費用助成
期間を１月31日㈪まで延長しました。
詳細は、各窓口に問い合わせまたは市
ホームページをご覧ください。
対中学校3年生、65歳以上の方、60歳
以上65歳未満で身
体障害者手帳１級（ヒ
ト免疫不全・心臓・腎
臓・呼吸器など）の方

【中学校３年生の方】
　就学支援課 ☎（235）4921
　【65歳以上の方など】
　地域包括ケア推進課
　☎（235）4950

インフルエンザ予防接種
費用助成を１月31日まで延長

令和４年１月１日㈯㈷～３日㈪は休場し
ます。施設の電話予約などは受け付け
ています。

大和斎場 ☎（264）5566
大和斎場年始の休場日

お知らせ募　　集

脂質異常について調理実習と講話で
学びます日場①令和４年１月25日㈫９
時45分～12時／えびな市民活動セ
ンタービナレッジ②31日㈪14時～16
時／市役所703会議室対市内在住の
20歳以上で、全２回参加できる方定先
着20人講①市管理栄養士・市保健師
②小熊利明氏（さがみ野中央病院副院
長）費300円（食材代）申12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
「脂質異常について」
〈全２回〉

講話と調理実習を行います日令和４年
１月28日㈮9時45分～12時場えびな
市民活動センタービナレッジ対市内在
住・在勤の方定先着12人費300円（食
材代）申12月20日㈪から、電話または
直接健康推進課へ他２歳以上、若干名
の託児あり。要予約

健康推進課 ☎（235）7880

ヘルシークッキング
「カルシウムUPで骨粗しょう
症予防」

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４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

水中器具を使ってウオーキング。心と
体のパワーアップを目指します日令和
４年２月９日～３月23日の毎週㈬（２月
23日除く）時13時30分～15時場高座
施設組合屋内温水プール（本郷20-1）
対市内在住の65歳以上の方定15人
費無料申電話で地域包括ケア推進課
へ。令和４年１月５日㈬締め切り他初め
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

水中パワーウォーク
教室〈全6回〉

窓口混雑状況配信サービス 
窓口サービス課 ☎（235）4869

市役所窓口の混雑状
況をリアルタイムで
確認できます。




