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衛生管理方法「H
ハ サ ッ プ

ACCP」の導入と食中
毒予防を動画で学ぶ講習会です日２
月16日㈬、３月23日㈬時14時～15時
30分場厚木合同庁舎２号館４階AB会
議室（厚木市水引2-3-1）定各回先着
45人費無料申２月１日㈫から、電話で
厚木保健福祉事務所へ他オンライン
受講が難しい方は対面受講可

厚木保健福祉事務所 ☎（224）1111

オンライン開催
食品衛生責任者講習会

昨年６月～８月に行った「えびな生きも
の大調査2021」の調査結果を展示し
ます期１月19日㈬～２月４日㈮（閉庁日
除く）場市役所エントランスホール

環境政策課 ☎（235）4912

えびな生きもの大調査
2021展示会

円滑に下水道事業を運営するための
調査・審議を行います。詳細は市ホーム
ページをご覧ください任４月１日～令和
６年３月31日（２年間）対市内在住の20
歳以上（4月1日時点）で条件を満たす
方定３人申１月17日㈪から、応募用紙と
400字程度の小論文（テーマ「下水道に
関することおよび応募の動機」）を郵送
または直接下水道課へ。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。
31日㈪必着他年３回程度、平日開催の
会議あり。報酬8,700円（日額）

下水道課 ☎（235）9617
下水道運営審議会委員

市内のまつりばやし保存団体によるお
はやしの叩き初め大会です。海老名市
地域婦人団体連絡協議会の「大黒舞」
も披露されます。直接会場へ日１月30
日㈰10時～16時場中新田小学校体育
館費無料主海老名市はやし保存連絡
協議会・市教育委員会

教育総務課 ☎（235）4925

第42回
新春はやし叩

たた

き初め大会

催　　し

どなたでも傍聴できます。直接会場へ。
日21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
1月の教育委員会定例会

メンバー募集

バラやカーネーションなど、新鮮で色鮮
やかな海老名産花きを展示します。販
売は行いません。
期１月19日㈬～21
日㈮場市役所エン
トランスホール

海老名市園芸協会事務局
　☎（238）4126

海老名産花
か

きの展示

1011 広報えびな2022年1月15日号広報えびな2022年1月15日号

　私が所属する吹奏楽部は、昨年
10月の全日本吹奏楽コンクール
で金賞を受賞しました。今まで先
輩に引っ張ってもらっていた分、次
は私たちが後輩を引っ張って全国
大会へ行くことを目標にしていま
す。毎日の練習を大切に、憧れの
先輩に近づけるよう頑張ります。

海老名中学校２年　阿部いち花さん

日2月24日㈭（予選）、3月1日㈫（本戦）、
予備日あり時9時～17時場海老名運動
公園定48組費1組1,000円（ボール代
など）申往復はがきに住所・氏名・電話
番号を記入し、海老名郵便局私書箱9
号海老名テニス協会へ。2月14日㈪必
着問森田☎080（6595）1281

海老名レディース
中級ダブルステニス大会

誰でも簡単にできるウクレレを楽しみ
ませんか。いろいろなジャンルの曲を
演奏しています。歌好きな方もお待
ちしています日毎週㈭9時30分～12
時場柏ケ谷コミセンなど（予定）費月
3,000円（譜面代など）問橋場☎090

（9334）7961

ウクレレ「さがみ野ウクレレ」

問学び支援課 ☎（235）4926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

とらの
マグネット
カレンダー

ハッピー
ふくろう

つくってあそぼう
ページ

会場 開催日
杉久保コミセン ２日㈬
国分コミセン ９日㈬
下今泉コミセン 10日㈭
ビナレッジ 15日㈫
中新田コミセン 24日㈭
門沢橋コミセン 25日㈮

2月

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」

自己肯定感を身に付けるためのポイン
トを講師が分かりやすくお話しします。
要予約日2月3日㈭10時～11時30分
場ビナレッジ3階対未就学児から思春期
の子の保護者定先着30人費500円（講
師謝礼・施設使用料）申電話で問長尾
☎080（3518）9112

スコーレ家庭教育講座
「子どもの心に自信を育てる」

耳や補聴器のこと、聞こえない方への
接し方を学びます日1月28日㈮13時
30分～15時30分場総合福祉会館対市
内在住・在勤の方定先着20人費無料
申1月17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
あり問斉藤☎ FAX（233）8200

筆記通訳 風
「聞こえのことを知ろう」

催しなどの案内

市 民 の 広 場

お知らせ

２月１日㈫～28日㈪は、設備・システム
保守点検のため休館します。

文化スポーツ課 ☎（235）4927

北部公園体育館屋内プール
長期休館

市内の商工業者や団体が自慢の技術
や商品を紹介する動画を、１月19日㈬
から配信します。市の名
店・名産品に認定された店
舗も紹介しています。お気
に入りのお店探しに活用
してください。

海老名商工会議所 ☎（231）5865

自慢の技術や商品を
YouTubeで配信

「第10回えびな商工フェア」

動画配信
ページ

より使いやすく、親しみやすいホーム
ページづくりのため、意見・
感想などを募集します。
回答は、市ホームページか
ら。２月28日㈪締め切り。

シティプロモーション課
　☎（235）4574

アンケート
ページ

市ホームページアンケート
調査にご協力を

学び支援課 ☎（235）8411
近世・近代の海老名と近隣地域の歴史
資料から子どもに焦点をあて、地域の
特性や民俗文化を学びます日内①２月
９日㈬／子どもの生と死②17日㈭／
子どもの遊び③24日㈭／子どものし
つけと教育時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
講片山兵衛氏（海老名市文化財保護審
議会委員）費無料申1月17日㈪から、電
話で学び支援課へ

第5回海老名市民講座まなB
び ー な

INA
「続・隣町と海老名～子どもの
 世界～」〈全3回〉

募　　集

柔道協会が模範演技やショー、体験
コーナーなどを設けて柔道を紹介しま
す日２月27日㈰10時～12時場海老名
運動公園総合体育館柔道場対市内在
住の４歳から中学生までで、柔道未経験
の方費無料申１月16日㈰から、住所・氏
名・年齢・保護者氏名を電話またはメー
ルで柔道協会事務局（☎080・6763・
0249Eebinacity1010@gmail.
com）へ

文化スポーツ課 ☎（235）4927
柔道体験イベント

も
う
一
度
、

全
国
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◆食事編「食べているつもりでも実は
野菜不足？」

食事のバランスや上手な野菜の取り方
を学びます日2月15日㈫９時30分～
11時30分場市役所702会議室対市
内在住・在勤の方定先着15人費無料
申1月17日㈪から、電話または直接健
康推進課へ。２月７日㈪締め切り
◆運動編「5歳は若返る⁉ 運動習慣始

めませんか？」〈全4回〉
筋肉強化に向け、ストレッチなどを実践
します日２月15日～３月８日の毎週㈫
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1月
18日㈫から、電話または直接健康推
進課へ。２月８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

肌の手入れ方法や肌に良い食事など
を学びます日場①２月１日㈫14時～
16時／市役所702会議室②22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16人講①齊藤典充氏（なごみ皮ふ
科院長）②市管理栄養士・市保健師費
300円（食材代）申１月18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

健康がいちばん教室
「美肌編」〈全２回〉

 ワードとエクセルの基本操作を学びま
す。パソコンは用意します期２月９日㈬
～13日㈰時【Aコース】10時～12時【B
コース】13時30分～15時30分場第一
高齢者生きがい会館対市内在住の60
歳以上で、全５回参加できる方定各コー
ス８人講高橋貴美子氏（パソコンインス
トラクター）費無料申往復はがき（１人
１枚）に、教室名・コース名・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、〒243-0401杉久保北
2-3-4第一高齢者生きがい会館「パソコ
ン教室係」へ。１月31日㈪必着他応募多
数の場合は抽選。詳細は、海老名市シ
ルバー人材センター（☎237・3001）へ
お問い合わせください

地域包括ケア推進課
　☎（235）4950

高齢者生きがい教室
「パソコン教室」〈全5回〉




