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お知らせ

施設を無料開放！
ファミリースポーツデー

10 月
海老名おはなしたまてばこ

９月21日～30日
秋の全国交通安全運動を実施

問文化スポーツ課 ☎（235）4927

問教育指導課 ☎（235）4926

問地域自治推進課 ☎（235）4789

　スポーツ振興と皆さんの交流
の場として、次の施設を無料開
放します。
▶日時・無料開放施設　９月 27
日㈯＝海老名運動公園、28 日㈰
＝北部公園体育館
▶利用時間　①海老名運動公園・
北部公園体育館＝９時～21 時

（１回の利用は１時間まで。ただ
し、トレーニング室は通常の時
間区分となります）  ②海老名運
動公園陸上競技場＝９時～21
時 ③海老名運動公園屋内プー
ル・北部公園屋内プール＝９時
30 分～ 20時30分

　子どもたちに、おはなしの世界
の楽しさを届けます。どなたでも
参加できます。直接会場へ。

　運動の重点項目は以下のとお
りです。
①夕暮れ時と夜間の歩行中・自
転車乗用中の交通事故防止 
②全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用
の徹底 
③飲酒運転の根絶 
④二輪車の交通事故防止
　また、９月30日㈫は「交通事
故死ゼロを目指す日」です。一人
一人が交通事故防止のために交
通ルールを守り、正しい交通マ
ナーを心掛けましょう。

くらしのセミナー
「薬膳について学び、おいしい
薬膳料理を作ろう！」

教育セミナー
「スマホ・ケイタイ時代の
つまずきに向き合う」

問地域自治推進課 ☎（235）4793

問教育支援教室☎（232）1011

日10 月９日㈭ 10 時～12 時（＝
講義）、10 月 30 日㈭ 10 時～13
時（＝実習・薬膳カレー）場文化
会館多目的室および調理室対市
内在住・在勤の方で、両日参加で
きる方定先着 30 人講国際薬膳
師・千良紀子氏費 500 円持筆
記用具（両日）・エプロン・三角
巾（実習日）主市地域婦人団体連
絡協議会 申９月 16 日㈫から、
直接または電話で地域自治推進
課へ。

　スマートフォンや携帯電話が
身近にある世代の不登校や、学
校に行きたがらない登校渋りへ
の関わり方について学びます。
日10月11日㈯10時～12時場青
少年相談センター（中央図書館
３階）対市内在住・在勤で子ども
の教育に関心のある方定先着 30
人講埼玉県立大学大学院教授・
東 宏行氏費無料申９月16 日㈫
から、直接または電話で教育支
援教室へ。受け付けは平日９時
～ 17 時です。

募　集

全国一斉！
法務局休日相談所を開設

臨時給付金の申請を
受け付け中です

問横浜地方法務局厚木支局
　 ☎（224）3163

問給付金専用コールセンター
　臨時福祉給付金 ☎（235）1200
　子育て世帯臨時特例給付金
　☎（235）4455

　土地・建物の登記や相続問題、
近隣や職場での人権問題などに
ついての相談を、法務局職員、人
権擁護委員がお受けします。秘
密厳守。
日10 月５日㈰10 時～ 16 時（受
け付けは15時まで）場法務局
厚木支局（厚木市寿町３- ５- １）
費無料申事前予約制。電話で法
務局厚木支局へ。

　臨時福祉給付金と子育て世帯臨
時特例給付金の支給が、８月下旬
から始まっています。給付金の申請
期限は、10月31日㈮消印有効で
す。市または職場から申請書が届
いている方で、申請がお済みでない
方は早めの申請をお願いします。
　また、給付金の給付を装った振
り込め詐欺などには十分にご注
意ください。

食品衛生責任者講習会

街頭労働相談会

問厚木保健福祉事務所 ☎（224）1111

問かながわ労働センター県央支所
　☎（296）7311

日 10 月 29 日㈬ 14 時～ 16 時
（受け付けは 13 時 30 分から）
場厚木合同庁舎２号館４階ＡＢ
会議室定先着 90 人内食中毒防
止と食品衛生について費無料
持食品衛生責任者手帳・筆記用
具※営業許可書などに記載の11
桁の施行番号（許可番号）が必要
になります。他事前申し込み不
要。当日、直接会場へ。

　解雇・賃金不払い、労働保険・
社会保険などの労働相談と障が
い者の就労相談です。
日10 月６日㈪ 11 時～ 18 時（障
がい者の就労相談は 17 時まで）
場ビナウォーク３番館１階（マルイ
ファミリー海老名入り口前）他職
業紹介はありません。申し込み不
要。直接会場へお越しください。

献血ありがとう（敬称略）

普通救命講習〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕〔上級〕
問消防総務課☎（231）0355

〈７月分〉
・㈱秀建　　　　　　　　22 人
・㈱リコーテクノロジーセンター　161人
・海老名中央公園　　　　168人
・相模鉄道㈱車両センター　　　15人
・㈱タイトー海老名開発センター　９人
・海老名市役所　              58人

〈８月分〉
・芝浦メカトロニクス㈱海老名事業所　19人

日〔Ⅰ〕10 月 14 日㈫９時～ 12
時 〔Ⅱ〕10 月 18 日 ㈯ 13 時 ～
17 時〔上級〕10 月５日㈰９時
～18時 場〔Ⅰ〕〔上級〕消防本部
会議室〔Ⅱ〕北分署会議室対市
内在住・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ＡＥＤを含めた心肺蘇生法
を実施し、修了した方には修了
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。
◆普通救命講習〔Ⅰ〕
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。
◆普通救命講習〔Ⅱ〕
普通救命講習〔Ⅰ〕のほか、筆記
試験・実技試験あり。講習時間
は４時間。
◆上級救命講習
普通救命講習〔Ⅱ〕に加え、乳児・
小児に対する心肺蘇生法と、三角
巾の使い方や骨折、やけどなどの
処置方法や搬送方法を学ぶ講習。
講習時間は８時間。

催　し

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

　行政情報のほか、海老名の旬
の情報をお知らせしています。ぜ
ひ、ご覧ください。

小児慢性特定疾患講演会
「親として、家族としてできること
～日常生活・学校生活における不
安や心配とその対応～」

問厚木保健福祉事務所 ☎（224）1111

日10 月 11 日 ㈯ 10 時～ 12 時
場厚木合同庁舎２号館４階ＡＢ
会議室対小児慢性特定疾患患児
とその家族定先着40人講東京
女子医科大学看護学部教授・日
沼千尋氏申10月６日㈪までに、
電話で厚木保健福祉事務所へ。
他託児希望の方は、申し込み時
に相談を。

◆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

温故館 臨時休館
問温故館 ☎（233）4028

　９月 29 日㈪、定期清掃のた
め温故館は臨時休館します。


