
1011 広報えびな2019年1月15日号広報えびな2019年1月15日号

災害時にボランティアの派遣調整を
行う「ボランティアコーディネーター」
について学ぶ全２回の講座です日①２
月17日 ㈰ ②24日 ㈰時①10時 〜15
時②10時〜12時30分場総合福祉会
館対市内在住・在勤で、全２回参加で
きる方定先着30人費無料申氏名・連
絡先・年齢を、電話またはファクスで
海老名市社会福祉協議会へ。２月８日
㈮締め切り

災害救援ボランティア
コーディネーター養成講座
〈全２回〉

海老名市社会福祉協議会
　☎（235）0220 FAX（235）0191

障がい者の通院・買い物など、外出先
で介助するガイドヘルパーの養成研
修です。両コース受講も可。詳細は、海
老名市社会福祉協議会へお問い合わ
せください。

【全身性障がい者ガイドヘルパー】
日２月１８日㈪・20日㈬・21日㈭・28日㈭

【知的障がい者ガイドヘルパー】
日２月１８日㈪・20日㈬・25日㈪・27日㈬
共通事項
場総合福祉会館など対市内在住・在
勤の18歳以上で、全日程出席できる
方定各コース先着20人費各コース
１万円（受講料）申１月15日㈫から、申
込用紙と受講料を直接海老名市社会
福祉協議会（市役所内）へ。申込用紙
は同社協で配布。２月８日㈮締め切り

ガイドヘルパー養成研修
受講生
海老名市社会福祉協議会

　☎（235）0220

食品などの事業者の責務と食中毒予
防についての講習会です。当日直接
会場へ日2月12日㈫14時〜15時30
分場県厚木合同庁舎2号館4階AB会
議室（厚木市水引2-3-1）定先着90人
費無料持食品衛生責任者手帳・筆記
用具他営業許可証に記載されている
11桁の許可番号が必要

食品衛生責任者講習会
厚木保健福祉事務所

　☎（224）1111

情 報 情 報

お知らせ

1月26日㈯・2月9日㈯、庁舎内電気設
備点検のため庁舎内の自動交付機と
海老名駅連絡所（えび〜にゃハウス）
での証明書の交付を休止します。

自動交付機・えび～にゃ
ハウスでの証明書交付を休止
窓口サービス課 ☎（235）4869

４月から高校・大学・各種学校などへ進
学する子を養育する母子・父子・寡婦家
庭を対象に、修学・修業・就学支度資金

（県制度）の貸し付け申請を受け付け
ます。希望者は、事前にこども育成課の
母子・父子自立支援員へ相談してくださ
い期１月15日㈫〜３月29日㈮（㈯㈰㈷
除く）時９時〜16時場こどもセンター

修学資金などを貸し付け
こども育成課 ☎（235）4504

平成30年分の確定申告および31年度
の市・県民税申告に使用する、介護保険
料・後期高齢者医療保険料・国民健康
保険税（特別徴収世帯分）の納付済額
通知を、該当者へ今月下旬までに送付
します。各納付済額は、１枚のはがきに
まとめて記載しています。

納付済額通知の送付
【介護保険料】

介護保険課 ☎（235）4952
【後期高齢者医療保険料】

国保医療課 ☎（235）4595
【国民健康保険税】

納税課 ☎（235）9395

募　　集

日２月24日㈰８時30分から場海老名
総合病院（河原口1320）対今年度未受
診の35歳以上の方定55人費1,000円

（免除規定あり）申往復はがき（1人1
枚）に住所・氏名・ふりがな・生年月日・
電話番号を、返信用表面に住所・氏名
を 記 入し、〒243-
0421さつき町41
海老名市歯科医師
会 へ。１月31日 ㈭
必着。応募多数の
場合は抽選

健康推進課 ☎（235）7880
口
こうくう

腔がん（集団）検診

歯科衛生士・管理栄養士が食事内容な
どの相談に応じます日２月21日㈭９時
15分〜11時30分（1人40分程度）場総
合福祉会館対市内在住の65歳以上の
方申電話で地域包括ケア推進課へ

歯つらつ相談・元気
アップ食事相談
地域包括ケア推進課 ☎（235）4950

手軽にできる体操で心身ともにリフ
レッシュしませんか日２月７日㈭13時
15分〜15時場わかば会館対障がい
のある方定先着15人費無料申１月15
日㈫から、電話またはファクスで地域
活動支援センター結夢（☎235･2704  
FAX235･2515）へ

障がい者
リフレッシュ体操教室
障がい福祉課 ☎（235）4812

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。

◆海老名市応援まごころ基金
　（社会福祉事業）へ
・美na☆舞ty!  5,000円
・百合の会 ２万4,000円

ご寄付ありがとうございます
（敬称略）

講話と調理実習をします。持ち物はお
問い合わせください日2月22日㈮９時
30分〜12時場えびな市民活動セン
タービナレッジ対市内在住・在勤の方
定20人費500円申1月15日㈫から、
電話で健康推進課へ。
応募多数の場合は抽選
他２歳以上、若干名の託
児あり。要予約

ヘルシークッキング
「減塩で高血圧予防」

健康推進課 ☎（235）7880

【変更のお知らせ】本誌１月１日号13頁
の募集記事『海老名市文化財保護条例
改正（案）パブリックコメント』の「閲覧お
よび提出期限」を下記のとおり変更しま
す。詳細は、教育総務課（☎235･4925）
へお問い合わせください。
[変更前]１月15日㈫まで
　　　　　↓
[変更後]１月24日㈭まで

短歌
「さつき短歌会」
市内で25年間活動しています。あな
たの人生を短歌に詠

よ

んで残しません
か。初心者歓迎日毎月第３㈪13時〜
16時場総合福祉会館（予定）費月500
円（資料代）問墨

す み

☎（231）9885

着付サークル
「服飾文化研究会」
手持ちの普段着・浴衣から留

と め そ で

袖まで、
道具を使わずに手結びでお稽古します
日月2回㈭13時30分〜15時30分場文
化会館2階和室（予定）費月1,000円（施
設使用料など）問牛嶋☎080（2091）
0411

３Ｂ体操
「ユミターズ」
いつまでも健康で美しく。音楽に合わ
せて楽しく体を動かしながら、肩こりや
腰痛を予防してリフレッシュしません
か日月４回㈪11時30分〜13時場国
分コミセンなど（予定）費月2,000円か
ら（会費）問柴沼☎（232）6148

料理教室
「すみれ会」
料理作りを楽しみながら学びません
か。一緒においしい料理を作りましょ
う。性別不問日毎月第２㈮９時〜12時
場文化会館調理室（予定）費１回2,000
円（材料費・講師謝礼）問森田☎080 

（6595）1281

男の料理教室
「ワカシの会」
妻から自立し料理を。毎月新鮮な魚で
調理しています。会員同士の親睦を
深めるため、年に数回の懇親会も開
いています。初心者大歓迎日毎月第
２㈮13時〜17時場ビナレッジ調理室

（予定）費月2,500円（会費・材料費）
問小鹿☎080（3159）2522

同好会
「テニスを楽しむ会」
テニスのゲームを楽しみたい仲間が
集まった同好会です日毎週㈪㈭時15
時〜17時場海老名運動公園（予定）
対中級者費月1,500円（施設使用料）
問林☎（231）3849

囲碁
「棋友会」
平日の午後、一緒にリフレッシュしませ
んか。25人程度のアットホームな囲碁
好きの会です。椅子席でリラックスし
ながら、対局を楽しみましょう日毎週
㈫㈭㈮時13時〜17時場国分中央自
治会館（予定）費年5,000円（会費・施
設使用料など）問大池☎（233）5083

WE21ジャパン海老名講座
「南スーダンからの報告会」
日本のＮＧＯで唯一現地の状況を確
認しながら活動を進めています。参加
お待ちしています日１月20日㈰14時
〜16時場文化会館351多目的室講今
井高樹氏（日本国際ボランティアセン
ター代表）費200円（資料代）問成瀬☎
090（5554）7872

筆記通訳 風「聞こえのことを知
る・聞こえの支援を知る」

聞こえない人への支援や、聞こえが気
になる、耳のことを知りたいなど、聴覚
に関するお話です。どなたでも自由に
参加できます。当日、直接会場へ日１月
25日 ㈮13時30分 〜15時30分場総
合福祉会館定先着30人費無料他要約
筆記あり問大竹☎（232）9212

海老名市太極拳協会
「太極拳無料講習会」
協会所属の指導員が初心者にも分
かりやすく指導します日2月3日㈰13
時〜15時場海老名運動公園小体育
室対未経験者・初心者費無料持室内
運動靴他参加は運動ができる服装で
Emisuna@yahoo.co.jp問中

な か

谷
た に

☎
090（7636）0499

日中友好協会神奈川県連合会県
央支部「中国の世界遺産の旅」

中国に精通した講師を迎え、西安・兵
馬俑・万里の長城など、現地の最新情
報を映画とスライドで紹介。〝中国通〟
へといざないます日2月11日㈪㈷13
時30分〜16時15分場文化会館122
大会議室費300円（資料代）、学生無
料問萬

ま ん

納
の う

☎（232）5459

相続・遺言などでお悩みの方
専門家による無料相談会

相続問題などの悩みに、行政書士・司法
書士・税理士などの専門家が無料でお
答えします。不動産・相続税・遺言書・成
年後見・相続手続きにも対応日２月15
日㈮10時〜16時場海老名郵便局（中
央２-７-５）費無料他予約推奨問富澤☎

（200）9123

メンバー募集

中国語初級・実用会話
「北京語学習会」
耳から鍛える実践中国語会話サーク
ルを3月に開講。北京育ちで市内で
13年間指導経験がある女性教師が
指 導します日毎 月第１・３㈯時12時
〜14時30分場文化会館（予定）費月
2,500円（講師謝礼）他2月24日㈰14
時〜16時に無料講習会あり。詳細は
連絡を問小笠原☎（233）8452

催しなどの案内

市 民 の 広 場

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、家族や市職員などを装う詐
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




