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情報 情報

環境審議会市民委員

文化スポーツ課 ☎（235）4927

環境課 ☎（235）4912

教育総務課 ☎（235）4925

国保医療課 ☎（235）4823

環境課 ☎（235）4922

健康推進課 ☎（235）7880

就学支援課 ☎（235）4918 

国保医療課 ☎（235）4823

健康推進課 ☎（235）7880

生活支援課 ☎（235）4821

プールの設備やシステムの保守点検な
どを行うため、１月31日㈭まで海老名
運動公園屋内プールを休館します。

環境施策に関わる審議などを行います
任４月１日～平成33年３月31日（２
年間）対市内在住で、ことし４月１日
現在満20歳以上の方など定２人（応募
用紙の内容で選考）申応募用紙と小論
文（800字以内、テーマ「今後の市の環
境対策の進め方」または「今後の市の
廃棄物対策について」、志望動機を含
む）を、直接または郵送で環境課へ。応
募用紙は同課で配布、または市ホーム
ページからダウンロード可。１月31
日㈭必着他報酬あり

１月４日㈮～２月28日㈭、収蔵資料整
理のため休館します。

児童の健やかな成長を支援するため、
中学校３年生までの児童を養育してい
る方に手当を支給する国の制度です。
児童手当の受給には申請が必要です。
すでに受給中の方は申請の必要はあり
ません。詳細は、国保医療課へお問い
合わせください。

喫煙マナーの向上とまちの美化のた
め、海老名駅周辺地区での路上喫煙を
禁止する条例を定めました。この条例
は５月31日の「世界禁煙デー」から施

行します。路上喫煙
禁止区域などは改め
て本誌でご案内しま
す。また条例の内容
は市ホームページで
確認できます。

救急指定病院の受診者数が増加してい
ます。軽症にもかかわらず安易に救急
医療を利用すると、重傷者の方の対応
ができず、救える命を救えない恐れが
あります。救急医療を本当に必要とす
る人のために、適正な利用にご協力を
お願いします。

ことし４月に小・中学校へ入学する
対象者へ郵送している「学校指定通知
書」に記載の日程と指定の学校で保護
者説明会を開催します。欠席の場合
は、直接、指定の学校へ電話で連絡し
てください。また、国立・私立の小・中
学校へ入学が決定した方、住所変更な
ど、指定通知
書 の 内 容 に
変 更 が あ る
方は、就学支
援 課 へ ご 連
絡ください。

日常生活で特別な介護が必要な在宅の
重度障がい児者に支給される手当で
す。詳細は、国保医療課へ問い合わせま
たは市ホームページをご覧ください。
対身体障害者手帳１・２級、療育手帳
A1、精神障害者保健福祉手帳１級を
複数所持またはその状態と同程度以上
と認められる方他所得制限など受給条
件あり

ノロウイルスは冬季に流行する食中毒
のウイルスです。通常は２～３日で回
復しますが、抵抗力の弱い乳幼児や高
齢者が感染した場合、重症化すること
もあります。また感染力が強く「食品
から人」「人から人」へと集団感染する
危険もあります。外出後や調理・食事
前などの手洗い・うがい、食品の十分
な加熱調理などで食中毒予防に努めま
しょう。

働きたくても働けない、失業して家賃
が払えないなど生活全般の悩みに応じ
ます。まずはご相談を。

【自立相談支援事業】
相談支援員が状況に応じた助言や自立
に向けた支援プランを作ります。

【住宅確保給付金事業】
住居を失う恐れのある人に対し、就労
に向けて活動することを条件に、家賃
相当額を一定期間支給します。

海老名運動公園屋内プール
長期休館

歴史資料収蔵館を休館

児童手当制度

路上喫煙の禁止を条例化

救急医療の適正利用に
ご協力を

新入学児童・
生徒保護者説明会

特別障害者手当・
障害児福祉手当の申請

ノロウイルスによる
食中毒にご注意を！

生活困窮者のための
自立支援制度

募　　集

お知らせ

〈10月分〉
・海老名駅西口中心広場 64人
・㈱パブコ 41人
・自動車部品工業㈱ 30人
・オークラフロンティアホテル
（大東建託㈱） 27人
〈11月分〉
・海老名中央公園 59人
今後もご協力をお願いいたします。

献血ありがとうございます
（会場とご協力人数など）

◆中学校吹奏楽部の演奏会事業へ
・コカ・コーラ ボトラーズジャパン

㈱ベンディング神奈川西支店 
 30万円

◆防犯対策に関する事業へ
・スーパーＤ’ステーション 

海老名店 5万円

ご寄付ありがとうございます
（敬称略）

かながわ食の安全・安心
キャラバン

認知症サポーター養成講座

講座
「家庭での食中毒とその対策」

市民相談課 ☎（235）4567

地域包括ケア推進課 ☎（235）4950

健康推進課 ☎（235）7880
テレビや雑誌、インターネットなどで
健康食品が流通している現状を踏ま
え、情報に惑わされないよう健康食
品を正しく利用しましょう日２月６
日㈬14時～16時場市役所702会議室 
対市内在住の方定先着15人講千葉 剛
氏（国立健康・栄養研究所食品保健機
能研究部長）申１月７日㈪から、直接
または電話で市民相談課へ

認知症を正しく理解し、「そっと見守
る」「そっと手助けする」など、認知症
の方へのサポートについて学びます。
日１月31日㈭13時30分～15時30分
場市役所702会議室定先着30人費無
料申１月４日㈮から、電話で基幹型地
域包括支援センター(☎233・0111)
へ。25日㈮締め切り

食中毒についての知識
と対策を学びます。手
洗いの実習あり。
日１月30日㈬13時30
分～15時場ビナレッジ
定先着15人講県生活
衛生課職員費無料主神
奈川県食の安全・安心推進会議事務局
申１月７日㈪から、電話で健康推進課
へ。１月16日㈬締め切り

パブリックコメント
「海老名市文化財保護条例
改正（案）」

パブリックコメント
「（仮称）海老名市自殺対策
計画案」

教育総務課 
　☎（235）4925 F（231）0277

健康推進課 
　☎（235）7880 F（235）7015

文化財保護法の改正などに伴い、市の
文化財保護条例を改正します。改正案
は、教育総務課・情報公開コーナー・
海老名市温故館・コミセンなどで閲覧
できます。

【閲覧および提出期限】 １月15日㈫まで
【提出方法】 任意の書式に意見・住所・
氏名・電話番号を記入し、直接または
郵送・ファクス・市ホームページお問
い合わせフォームで教育総務課へ。匿
名や電話・メールでの応募はできませ
ん。郵送の場合は期限内に必着

自殺対策基本法に基づき、自殺対策を
総合的、効果的に推進するための計画
を策定します。計画案は、健康推進課
窓口および市ホームページで閲覧でき
ます。

【受付期間】 １月４日㈮～31日㈭（窓
口は㈯㈰㈷除く）

【提出方法】 任意の書式に意見・住所・
氏名・電話番号を記入し、直接または
郵送・ファクス・市ホームページで健
康推進課へ。匿名や電話・メールでの
応募はできません。郵送の場合は期間
内に必着。

健康教室

健康推進課 ☎（235）7880

介護者教室
「福祉用具って何？
上手に活用して自立度アップ」
地域包括ケア推進課 ☎（235）4950

福祉用具を知り、見て触れて体験しま
しょう日２月13日㈬10時30分～12
時場大谷コミセン対市内在住の介護
者、介護に関心のある方定先着30人
費無料申１月４日㈮から、電話で国分
寺台地域包括支援センター（☎233･ 
8881）へ

えびなメールサービス 

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。

広報えびな 点字版・音声版 

障がい福祉課 ☎（235）4813
広報の文字が見えにくい方にお送
りします。

振り込め詐欺電話に注意 

海老名警察署 ☎（232）0110
　地域づくり課 ☎（235）4789
市内で、家族や職員などを装う詐
欺の電話が多くかかっています。
不審に感じたら海老名警察署まで

「広報えびな」を 
いつでもどこでも

シティプロモーション課
　☎（235）4574

無料アプリ

無料サイト
「マイ広報紙」

健康維持を目指し、ゴムバンドを使っ
た「のびのび体操」を学びませんか。
骨健康度など５種類の健康測定も行い
ます。ぜひご参加を。
日①１月29日㈫②２月13日㈬時10時
～12時場①勝瀬文化センター②国分
コミセン対市内在住の方定各回先着
20人費無料持タオル、室内履き、ゴム
バンド・健康手帳（お持ちの方）主健康
えびな普及員会申１月７日㈪から、電
話で健康推進課へ

「のびのび体操」は、健康えびな普及員
が考案したゴムバンドを使った体操
で、"わがまち海老名"の曲に合わせて
体を動かします。


