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　景観推進計画および景観条例
施行規則の変更に対する意見を
募集します。同計画および施行
規則(案)は、都市計画課窓口で
閲覧または市ホームページから
ダウンロードできます
▶閲覧および受付期間 10月４
日㈬～17日㈫８時30分～17時
15分 ※㈯㈰㈷を除く。郵送の
場合は17日㈫必着
▶提出方法 任意の書式に意見・
住所・氏名・電話番号を記入
し、持参・郵送・ファクス・市
ホームページ受付フォームで都
市計画課へ。なお、匿名や電話
での応募はできません

パブリックコメント
～海老名市景観推進計画および
景観条例施行規則（案）～ 

問都市計画課
　☎（235）9391 F（233）9118

募　集

日10月15日㈰①10時～12時
②14時～16時場図書館１階イ
ベントスペース対高校生以上
定各回12人講医学博士・BMS
ジャパン代表／川﨑康彦氏費無
料持筆記用具、アイマスク申10
月1日㈰から、図書館1階カウン
ターで参加券を配布

　自立支援協議会10周年を記念
し、「地域づくり」をテーマにした
講演会とシンポジウムを開催しま
す。海老名の地域づくりに関心
のある方、ぜひご参加ください
日10月17日㈫14時～16時30
分場市役所401会議室定先着
120人内①講演「地域づくりと
自立支援協議会」②シンポジ
ウム「地域をつなぐ達人たち」
講和泉短大教授・鈴木敏彦氏 
申10月２日㈪から、電話・ファ
クス・Eメールで地域活動支援
センター結

ゆう
夢
む
（☎235･2704、

F235･2515、Esoudan-ho 
shiya＠etude.ocn.ne.jp）へ。
10月11日㈬締め切り

　一人一人の元気が地域の活性
化につながります。地域で助け
合いながら、住み慣れた場所で
いきいきと暮らし続けるためのコ
ツを楽しく学ぶセミナーです
日10月23日 ㈪14時 ～ 15時30
分場市役所401会議室定先着
100人講ＮＰＯ法人よこはま地
域福祉研究センター・センター
長／佐塚玲子氏費無料申10月
２日㈪から、電話で海老名市社
会福祉協議会（☎232・1600）へ

　下今泉外
げ

記
き

河
が

原
わら

地区にある日
蓮伝説の御

み
堂
どう

「妙
みょうほうどう

法堂」のご開
帳に合わせて曼

まん
荼
だ

羅
ら

を見学し、
上今泉地区の湧水を巡ります
日11月３日㈮㈷９時～12時

（予定）※少雨決行定先着40人 
内【コース】ＪＲ相模線入谷駅（集
合）→座間市浄

じょうど
土寺

じ
→妙法堂→

常
じょうせんいん

泉 院→産
さん

川
がわ

せせらぎ公園→
産川橋・護

ご
王
おう

姫
ひめ

伝説→亀
かめ

島
じま

湧
ゆう

水
すい

（解散）主NPO法人海老名ガイ
ド協会・市教育委員会申10月
２日㈪から直接または電話で教
育総務課へ。20日㈮締め切り

ワークショップ
感覚と脳
～五感を活

い
かして脳を鍛える～

「海老名をつなぐ自立支援協議会」
―ずっと海老名で暮らしたい
プロジェクトの10周年―

介護予防・日常生活支援総合事業
～地域づくりセミナー～
あなたの元気を地域の力に！

史跡散策　　　　　　 　
湧水と郷土の「祭り」をめぐる
第３回 「日蓮伝説の御堂」 
ご開帳と湧水めぐり

問中央図書館 ☎（231）5152

問障がい福祉課 ☎（235）4812

問高齢介護課 ☎（235）4950

問教育総務課 ☎（235）4925

　ドローンの機能紹介や操縦を
する体験会です日10月22日㈰ 
①11時～12時 ②13時～14時 
③15時～16時（雨天中止）場中
央図書館福祉会館側入り口付
近対小学生以上（小学生１人に
つき保護者１人同伴）定各回先
着20人費無料申10月１日㈰か
ら、図書館１階カウンターで参
加券を配布

　『おばあちゃんの精進ごはん』
の著者２人を講師に招いた精進
料理教室です
日10月19日 ㈭10時30分 ～ 13
時30分場門沢橋コミセン調理室
対どなたでも定先着16人講精
進料理コンシェルジュ・園部曉

あけ

美
み

氏、中園五
さ つ き

月氏費500円程度
（食材費）持上履き・エプロン・手
拭きタオル・三角巾申10月１日
㈰から、直接または電話で有馬
図書館へ

　障がい者雇用の安定と促進を
図るため、障がい者を雇用して
いる市内の中小企業事業主に対
し補助金を交付します。詳細は、
商工課へ問い合わせまたは市
ホームページをご覧ください
申10月２日㈪から、必要事項を
記入した申請書を商工課へ提
出。申請書は同課で配布または
市ホームページからダウンロー
ド可。10月24日㈫締め切り

　藤沢周平の生誕90年を記念
した朗読会です。「日暮れ竹河
岸」から２話と「初冬の鶴岡」を
朗読します日10月14日㈯14時
～15時場有馬図書館多目的室
対中学生以上定先着20人費無
料申10月1日㈰から、直接また
は電話で有馬図書館へ

ドローン体験会

おばあちゃんの精進ごはん

障がい者雇用促進
奨励補助金

第14回 おとなの朗読会
問中央図書館 ☎（231）5152

問有馬図書館 ☎（238）4646

問商工課 ☎（235）4843
問有馬図書館 ☎（238）4646

　翻訳家ならではの視点から、
海外文学の面白さや魅力を語る
講演会です日10月29日㈰14時
～15時30分場図書館１階イベ
ントスペース対どなたでも定先
着60人（50人着座席・10人立ち 
席）講翻訳家・金原瑞人氏費無
料申10月１日㈰から、図書館 
１階カウンターで参加券を配布

（１人１枚まで）

◆普通救命講習〔Ⅰ〕
　心肺蘇生法とＡＥＤ（※）の使い
方を学ぶ講習。講習時間は３時間
◆普通救命講習〔Ⅲ〕
　主に小児・乳児に対する心肺
蘇生法とＡＥＤ（※）の使い方を学
ぶ講習。講習時間は３時間
◆上級救命講習
　普通救命講習〔Ⅰ〕に筆記試験・実
技試験を加えるほか、小児・乳児に対
する心肺蘇生法、三角巾の使い方、
骨折・やけどなどの処置方法と搬送
方法を学ぶ講習。講習時間は8時間
日〔Ⅰ〕11月19日㈰、〔Ⅲ〕11月25
日㈯、〔上級〕11月11日㈯時〔Ⅰ〕

〔Ⅲ〕９時～12時、〔上級〕9時～
18時場〔Ⅰ〕〔Ⅲ〕北分署会議室、〔上
級〕消防本部会議室対市内在住・
在勤の中学生以上の方定各日先
着25人費無料申電話で24時間
受け付け他修了者には修了証を
交付します。詳細は警防課へお問
い合わせください。なお、災害発
生時などは中止・変更になる場合
があります ※…自動体外式除細動器

金原瑞人氏が語る、
海外文学の魅力

普通救命講習〔Ⅰ〕〔Ⅲ〕・
上級救命講習

問中央図書館 ☎（231）5152

問警防課 ☎（231）0355

　どなたでも楽しめるスポーツ
体験イベントです。かながわパ
ラスポーツミニ体験会も同時開
催します日11月19日㈰９時30分
～12時30分場海老名運動公園
総合体育館対パラスポーツに関
心のある方費無料持体育館履き
申10月２日㈪から、代表者の氏
名・住所・電話番号・ファクス番
号・参加者全員の氏名・年齢・
障がいの有無を記入し、電話ま
たはファクスで障がい福祉課へ

　障がいのある方とボランティ
アが親睦を深める交流会です
日12月10日㈰11時30分～13
時30分場オークラフロンティ
アホテル海老名対市内在住の障
がいのある方とその家族定120
人費１人2,000円申電話または
ファクスで海老名市社会福祉協
議会へ。10月31日㈫締め切り

期12月１日㈮～平成30年2月
28日㈬（全１～８回）場横浜市
技能文化会館ほか対県内で子
育て支援分野に従事、または
従事予定の方定各コース50～
100人費1,000円～2,444円（テ
キスト代）申10月31日㈫締め
切り他詳細は、㈱ポピンズ ( ☎
03･3447･5826)へ問い合わせ
またはポピンズホームページを
ご覧ください

パラスポーツ
フェスティバルえびな2017　

ふれあい交流会
「クリスマスコンサート」

子育て支援員研修(第４期)
受講者

問障がい福祉課
　☎（235）4812 F（233）5731

問海老名市社会福祉協議会
　☎（232）1600 F（232）9561

問県次世代育成課
　☎045（210）4690

▲ストラックアウト、全部当てられるかな？

▲湧水が流れる産川沿いの小道

◆ えびなメールサービス ◆

登録はebina.i@mpx.wagmap.jp
に空メールを送信してください。

ＩＴ推進課 ☎(235)4715


