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お知らせ

露店で火気器具など使用の場合
消火器準備と開設届出を

市役所内での事務補助など
平成27年度 市臨時職員

問消防総務課☎（231）0921

問職員課☎（235）4502

　市内で行われるまつりやイベ
ントなど、一時的に不特定多数
の人たちが集まる場所で火気器
具などを使用する場合、消火器
の準備が義務付けられています。
これに加え、４月１日㈬からは開
催日の３日前までに、開設届出
の提出が義務付けられます。
　なお、個人的なバーベキュー
などは対象外となります。詳細
は、消防総務課へお問い合わせ
ください。

　登録者の中から選考の上、必要
とする時期に採用します。詳細は
職員課へお問い合わせください。
対パソコン操作が可能な方期平
成 28年３月31日まで申履歴書
を職員課に郵送または持参他任
用条件により社会保険への加入あ
り。なお、登録者全員が採用され
るとは限りません。

募　集

普通救命講習〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕
問消防総務課 ☎（231）0355

日〔Ⅰ〕４月19日㈰９時～12 時、
〔Ⅱ〕４月５日㈰ 13 時～17 時
場〔Ⅰ〕北分署、〔Ⅱ〕消防本部会
議室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（自動体外式
除細動器）の使い方を学ぶ講習。
講習時間は３時間。

〔Ⅱ〕普通救命講習
普通救命講習〔Ⅰ〕のほか、筆記・実
技試験あり。講習時間は４時間。

リサイクルプラザ情報
問 同プラザ☎（237）3196・㈫休館

献血ありがとう（会場とご協力人数）

〈12月分〉
・海老名中央公園 225人
〈1月分〉
・海老名中央公園 250人

①【らくらく工房／布ぞうり作り】
日４月11日㈯持不要になった布

（土台部分＝７㎝×13 ｍを２本、
鼻緒部分＝７㎝×110㎝を２本）・
はさみ・裁縫道具

②【らくらく工房／牛乳パックで
椅子作り】
日４月 23 日㈭持空の牛乳パッ
ク（１ℓ）24本・カバー用布（90㎝×
53㎝）・裁縫道具・ものさし・は
さみ・布ガムテープ

※①②共通事項
時９時30 分～12 時場リサイク
ルプラザ研修室定20組（応募多
数の場合は抽選）申往復はがき
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
へ。３月25日㈬消印有効。

【再生自転車抽選販売】
日４月10日㈮ ～12日㈰９時30
分～17 時 ※㈰は11時まで費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４月4日㈯～11日㈯ 9 時30分
～17時
※再生自転車・家具ともに、応募多数
の場合は12日㈰に抽選を行います。

就学援助制度
問学校教育課☎（235）4918

　経済的な理由から小・中学校
への就学が困難な方に、学用品
費などの一部を援助しています。
この制度は国の基準に基づいて
給付を決定しているもので、申
請は４月以降に在籍する小・中
学校で４月 17 日㈮までに行っ
てください。
　現在認定を受けている方が４
月以降も給付を希望する場合、再
申請が必要です。詳細は、学校教
育課へお問い合わせください。

環境審議会の市民委員
問環境みどり課 ☎（235）4912

対市内在住で、ことし６月 15
日現在で 20 歳以上の方。ただ
し公務員などの公職にある方、
市の審議会などの委員を５つ以
上兼職している方を除く定３人
以内 任６月 15 日～平成 29 年
６月 14 日他報酬あり。結果は
応募者全員に通知します。応募
書類は返却しません。申応募用
紙に必要事項を記入し、志望動
機と「今後の環境対策の進め方」
についてまとめた 800 字以内の
小論文を添付し、直接または郵
送で環境みどり課へ。４月18 日
㈯消印有効。応募用紙は環境み
どり課で配布のほか、市ホーム
ページからダウンロードもでき
ます。

平成27年度市奨学生制度
問教育指導課☎（235）4919

　経済的な理由から、高等学校
などへの修学が困難な方に奨学
金を給付しています。詳細は、
教育指導課へお問い合わせくだ
さい。
申４月３日㈮から教育指導課窓
口で配布する給付申請書に必要
事項を記入し、㈯㈰を除く４月６
日㈪～ 20 日㈪に同課へ提出。

◆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。

◆市公式フェイスブック
問情報発信課 ☎（235）4574

海老名の旬の情報をお知らせ
しています。平日2回更新中。

◆災害情報ツイッター
問危機管理課 ☎（235）4790

災害発生時などに市の情報を
発信します。

海老名市災害情報
@ebina_kikikanri

4 月
海老名おはなしたまてばこ
問教育指導課 ☎（235）4926

　読み聞かせや絵本、紙芝居な
どを通じて、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
　７日㈫ 15 時 30 分から
◆大谷公民館
　11 日㈯ 10 時 30 分から
◆上今泉コミセン
　16 日㈭ 15 時 40 分から
◆東建ニューハイツ集会室
　16 日㈭ 16 時 15 分から
◆杉久保第２自治会館
　21 日㈫ 10 時 30 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、6・7 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

子育て講演会
母と子が幸せになる育て方の話

　　問池田☎080（5192）9202

母と子が共に健やかに、幸せに成
長するためには。子育てに役立つ
知識を身に付け、不安や迷いを少
なくするための講演です。
日４月19 日㈰ 10 時～11時45
分場文化会館多目的室対０歳～
９歳児の保護者費無料

案

海老名華道協会
創立45周年記念華

か
展

　　問永井 ☎（233）5032

案

14 流派による百
ひゃっ

花
か

繚
りょう

乱
らん

の祭
典。出

しゅっぺい
瓶数は 100 席。入場は自

由です。皆さんお誘い合わせの
上、ぜひおいでください。
日４月 25 日㈯・26 日㈰場文化
会館展示室・３階多目的室

家庭で子育てをサポート
訪問職員（臨時職員）
問健康づくり課☎（235）7880

　子育ての手伝いを必要とする
方の家庭を訪問し、サポートを
行う臨時職員を募集します。職
務内容などは、健康づくり課へ
お問い合わせください。
期４月１日㈬～平成28年３月31
日㈭条保育士・ヘルパー申電話
連絡の上、資格証明書の写しと
履歴書を健康づくり課へ持参。

海老名市介護者の会
「四つ葉のクローバー」総会

　　問市川 ☎（233）0458

要介護者とその家族同士が助け
合う会の総会です。会員以外の
参加も歓迎します。申し込みは不
要。当日直接会場へお越しくだ
さい。
日４月17 日㈮13 時～15 時場総
合福祉会館費無料

案


