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情 報情 報

募　集

普通救命講習〔Ⅰ〕・
上級救命講習

リサイクルプラザ情報

海老名市自閉症児・者作品展

問消防総務課 ☎（231）0355

問同プラザ☎（237）3196・㈫休館

問障がい福祉課☎（235）4813

日〔Ⅰ〕２月17日㈫９時～12 時
〔上級〕２月 26 日㈭９時～ 18 時
場〔Ⅰ〕消防本部会議室〔上級〕
北分署対市内在住または在勤の
中学生以上の方定各先着 25 人

（事前申込制）費無料他修了者に
は修了証を交付します。24 時間
受け付け。詳細は、消防総務課へ
問い合わせ、または市ホームペー
ジをご覧ください。

〔Ⅰ〕普通救命講習
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〕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、乳児・
小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。
※… 自動体外式除細動器

①【刃物研ぎ講座】
▶日にち　２月７日㈯
▶その他　持ち物などの詳細は
返信はがきでお知らせします。
②【らくらく工房／古布からお
ひな様】
▶日にち　２月 13 日㈮
▶持ち物　古布（15cm×15cm）
男女用各１枚・綿棒２本・裁縫
道具・ものさし・筆記用具
※①②共通事項
▶時間　９時 30 分～12 時
▶会場　リサイクルプラザ研
修室
▶定員　20 組（応募多数の場合
は抽選）
▶申し込み　往復はがきに、住所・
氏名・年齢・電話番号・講座名を、
返信用表面に住所・氏名を記入し、
〒 243 ‐ 0418 大谷南５-７-35
リサイクルプラザ「○○○」係へ。
１月 25 日㈰消印有効。

【再生自転車抽選販売】
▶日時　２月 13 日㈮～ 15 日㈰
９時 30 分～ 17 時（㈰は 11 時
まで）
▶費用　１台４,０００円～８,０００
円（別途防犯登録代 500 円）

【再生家具抽選販売】
▶日時　２月７日㈯～14 日㈯９
時 30 分～ 17 時
※再生自転車・再生家具とも、応
募多数の場合は 15 日㈰に抽選。

　自閉症児・者の書、絵画など
の作品を展示します。
日2 月 2 日 ㈪ ～ 6 日 ㈮ 場 市
役所1階エントランスホール
主海老名市自閉症児・者親の会

（☎ 234・6279）

◆災害情報ツイッター
問危機管理課 ☎（235）4790

　 市 ホ ー ム ペ ー ジ 上 で 、
Twitter「海老名市災害情報」
を公 開しています。市 の 災
害情報などに特化したツイッ
ターです。　　　
　Twitter「海老名市災害情
報」はどなたでもご覧になれ
ますが、更新した情報を即時
で受け取るためには「海老名
市災害情報」をフォローして
おく必要があり、フォローする
ためには、Twitterのアカウン
ト登録が必要です。詳細は、
下記公式サイトをご確認くだ
さい。

Twitter公式サイト
https://twitter.com/

◆市公式フェイスブック
問情報発信課 ☎（235）4574

　 市 ホ ー ム ペ ー ジ 上 で 、
Facebook「えびなデイズ」
を公開しています。平日の開
庁日に、1日に2回更新してい
ます。
　Facebook「えびなデイズ」
はどなたでもご覧になれます
が、「いいね！」やコメントを入
れる際には、Facebookのア
カウント登録が必要です。詳
細は、下記公式サイトをご確
認ください。

Facebook公式サイト
https://www.facebook.
com/

海老名市災害情報
@ebina_kikikanri

2 月
海老名おはなしたまてばこ
問教育指導課 ☎（235）4926

　おはなし・絵本・紙芝居など
を通じ、多くの子どもたちにお
はなしの世界の楽しさを届けま
す。申し込みは不要です。当日、
直接会場へ。
◆国分寺台文化センター
　３日㈫ 15 時 30 分から
◆大谷公民館
　14 日㈯ 10 時 30 分から
◆杉久保第２自治会館
　17 日㈫ 10 時 30 分から
◆上今泉コミセン
　19 日㈭ 15 時 40 分から
◆東建ニューハイツ集会室
　19 日㈭ 16 時 15 分から

催　し市民の
ひろば
市民の
ひろば

本コーナーでは、文化会館・市民
ギャラリーの催しは掲載してい
ません。これらの施設の日程に
ついては、12・13 ページをご覧
ください。
募メンバー募集　案催しなどの案内

すてきな仲間づくり
相談会

ボーイスカウトを
体験しよう

混合療育を考える会
「びな・ひろば」

　　問小池☎090（1555）9278

「生きがい発見塾」が、あなたに
すてきな仲間を紹介します。展
示や体験コーナーで、楽しい１
日を。申し込みは不要です。当
日、直接会場へお越しください。
日２月８日㈰ 10 時 30 分～15
時場ビナレッジ費無料

案

　　問森下☎（238）7575

屋外でたくさん遊び、ボーイスカ
ウトと五感を伸ばす活動をしませ
んか？　申し込みの上、ご参加くだ
さい。 日２月22日㈰10 時（集合）
～14 時（解散）場海老名運動公
園バーベキュー場対年長～小学校
６年生の子どもとその親費無料

案

　　問熊　☎090（4127）5288

困難を抱えた人も、そうでない人
も、子どもから大人まで、みんな
一緒に活動します。「お正月遊び」
を行います。日１月17 日㈯13 時
から場総合福祉会館費1,800 円

（材料費など）Hhttp://kongou-
ryouiku.sakura.ne.jp

案

【市長シティセールス】
平成27年　年頭あいさつ

ことしの年頭の言葉、「当機」
の紹介や新年の抱負のほか、
27年のメーン事業について
内野市長が語ります。

◆インターネット放送局　　　 問情報発信課 ☎（235）4574

広報誌以外の情報発信

▲ AEDを使い、適切に対応すると救
命率が向上します

▲古布のリサイクルにもなるおひな様

▲たくさんの力作が並びます

◆ えびなメールサービス 
問ＩＴ推進課 ☎(235)4715
登録はebina.i@mpx.wagmap.
jp に空メールを送信し てく
ださい。

市ホームページで市のPR動画を公開中。最新の番組はこちら。
【魅力紹介】
郷土かるたの旅（４）
〜ひつじ編〜

えびな郷土かるたの中で、こと
しの干

え と
支「ひ

・ ・ ・
つじ」が詠まれて

いる場所を巡り、郷土の歴史
に触れています。


