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◆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〔Ⅲ〕
主に乳児・小児に対する心肺蘇生法と
AEDの使い方を学ぶ講習。講習時間
は3時間。
◆上級救命講習
普通救命講習〔Ⅰ〕に筆記試験・実技試
験が加わるほか、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。
日〔Ⅰ〕〔Ⅲ〕11月16日㈯〔上級〕23日㈯
㈷時〔Ⅰ〕９時～12時〔Ⅲ〕13時30分～
16時30分〔上級〕9時～18時場本署
対市内在住・在勤の中学生以上の方
定各日先着25人費無料申電話で24
時間受け付け他修了者には修了証を
交付します。詳細は、警防課へお問い
合わせください。なお、災害発生時な
どは中止・変更になる場合があります

警防課 ☎（231）0932

普通救命講習〔Ⅰ〕〔Ⅲ〕
上級救命講習

わかば会館祭り
わかばケアセンター☎（235）2701

演奏会やバザー、ゲーム、動物とのふれ
あいコーナーのほか、模擬店などもあり
ます。えび～にゃも遊びに来ます。詳細
は、わかば会館ホームページをご覧くだ
さい日11月9日㈯11時～15時場わか
ば会館

年末調整等説明会
大和税務署 ☎（262）9411

　市民税課 ☎（235）8594
源泉徴収事務担当者を対象に、こと
しの給与所得に関する年末調整の方
法などを説明します。直接会場へ。
日11月8日㈮13時30分～16時場文
化会館小ホール

県立えびな支援学校文化祭
「よつば祭」

障がい福祉課 ☎（235）4812
どなたでも参加できます。ぜひ、ご来
場ください日11月15日㈮10時から、
16日㈯９時40分から場県立えびな支
援学校（中新田4-5-1）内活動発表・展
示・販売など持上履き他公共交通機
関をご利用ください。詳細は、県立え
びな支援学校（☎292・5612）へお問
い合わせください

2019かながわレクリエー
ション大会 IN えびな
文化スポーツ課 ☎（235）4927

インディアカ・ティーボール・グラウンド
ゴルフ・フォークダンスなど、気軽に楽し
めるレクリエーション種目や、クラフト体
験ができます。各種目に参加して集め
るシールラリーで景品も。直接会場へ。
日10月27日㈰10時～15時30分場海
老名運動公園費無料他雨天時は室内競
技のみ。詳細は、神奈川県レクリエーショ
ン協会事務局（☎045・320・2430）へ

第56回
国分寺台おはよう市場
国分寺台おはよう市場実行委員会

　☎（231）6745
日10月27日㈰８時～９時30分（予定）

（雨天決行）場国分寺台中央商店街
（大谷小学校東側付近）内鮮魚・焼き
鳥・野菜の販売、抽選会など他駐車場
には限りがあります。徒歩または公共
交通機関でお越しください

10月のコミセンまつり
地域づくり課 ☎（235）4793

施設を利用している団体の活動発表
や作品展示などを行います。詳細は、
各施設にお問い合わせください。
◆柏ケ谷コミセン （☎231・7475）
日10月20日㈰10時～16時
◆国分コミセン （☎235・2000）
日10月20日㈰10時～16時
◆勝瀬文化センター （☎235・3600）
日10月27日㈰10時～15時

海 老 名 市 災 害 情 報
@ebina_kikikanri

危機管理課 ☎（235）4790

市民公開講座
～糖尿病と歯周病～
海老名市歯科医師会

　☎（235）4799
講演のほか、血糖値測定や歯周病チェッ
クなどの体験・相談コーナーを設けま
す日11月2日㈯14時～16時30分（小
雨決行）場海老名中央公園費無料

情報

募　　集第14回JMA
えびな健康まつり
えびな健康まつり実行委員会

　☎（233）1311
骨密度や血管年齢の測定をはじめ、手
術室見学ツアー、地場産野菜などの直
売、煙体験ハウス、救急車など働く車の
展示など。直接会場へ日10月20日㈰9
時30分～15時場海老名メディカルプ
ラザ（中新田439-1）

日11月25日㈪14時30分～16時30分
場厚木アーバンホテル（厚木市中町
3-14-14）定30人内講演「箱根の魅力
を火山と温泉からひも解く～ブラタモ
リ的視点から」講萬年一剛氏（県温泉
地学研究所主任研究員）費1,000円（１
ドリンク・菓子付き）申氏名・住所・電話
番号・ファクス番号・メールアドレス・参
加人数を、電話またはファクス・メール

（Eafha@h9.dion.ne.jp）で厚木地区
食品衛生協会へ。11月14日㈭締め切
り。応募多数の場合は抽選

厚木地区食品衛生協会 
　 ☎ FAX（222）7643

「サイエンスカフェ」

10月の教育委員会定例会
教育総務課 ☎（235）4916

どなたでも傍聴できます。直接会場へ。
日25日㈮15時30分から場えびなこど
もセンター201会議室

催　　し

日中友好協会「歌で革命に挑んだ男
～中国国歌作曲者・聶

に え

耳
あ る

と日本～」
前半は中国国歌「義勇軍行進曲」作曲
者の聶耳氏と日本との関わりを紹介。
後半は映画や児童歌曲、民俗楽曲など
聶耳の音楽作品を鑑賞します日11月
22日 ㈮13時30分 ～16時20分場文
化会館122大会議室費300円（資料
代）問萬

ま ん

納
の う

☎（232）5459

催しなどの案内

市 民 の 広 場

雅会
「第120回・121回無料着付講習会」
七五三や成人式などで着物を着るため
に。和装の着付けを学びます。気軽にご
参加を。直接会場へ日10月26日㈯・11
月23日㈯㈷時10時～13時30分場中
新田コミセン費無料持着物一式・小物
タオル問渡辺☎080（6708）0883

海老名市地婦連
くらしのセミナー「酒まんじゅうづくり」

酒まんじゅう作りを楽しみませんか日10
月26日㈯13時30分～16時30分場文化
会館調理室定先着30人費500円（材料
費）持エプロン・三角巾・飲み物申10月
15日㈫から電話で問大矢☎080（2016）
4745

海老名ドルフィンズ
「バレーボール体験会」
ソフトバレーを中心にした体験会で
す。低学年のお子さんや初めての方も
気軽に。参加は直接会場へ日10月27
日㈰10時～13時場門沢橋小学校体
育館対市内在住の小学生費無料問水
野☎090（6199）7875

詩吟体験会
「日本國風流駒草会」
一緒に大きな声を出し、詩吟を体験し
ませんか。誤

ご え ん

嚥防止にも役立ちます
日11月9日・30日㈯時16時から場文
化会館402号室費無料申電話で問中
島☎（238）8267

水墨画海老名教室
「第９回鳳墨会水墨画展」
御射鹿池などの思い出の風景を和紙
の白を生かして描き、全国展で入賞し
た作品や家の庭花の水墨画など約35
点を展示します。散歩がてらご鑑賞く
ださい期11月６日㈬～11日㈪時９時
～17時（最終日は15時まで）場文化会
館展示室問鈴木☎（233）2035

海老名ガイド協会
「海老名の横須賀水道路を歩く」
海老名市の中心を一直線に貫く横須
賀水道路を端から端まで歩きましょ
う。直接集合場所の文化会館へ。解散
は国分寺台第10バス停です日11月９
日㈯時９時（集合）～12時30分（解散）

（小雨決行）費300円（保険代・テキス
ト代など）、中学生以下無料問福井☎

（234）7879

筆記通訳 風
「聞こえのことを知ろう」
聞こえにくさを知り、補聴器のことや話
し方、支援方法を学ぶ講演会です。気
軽にご参加ください。直接会場へ日11
月15日㈮13時30分～15時30分場総
合福祉会館対市内在住・在勤の方定先
着40人費無料他要約筆記あり問大竹
☎（232）9212

えびな国際交流の会
「海外の方達との交流会」
今回はインドとアメリカのゲストを招
きます。前半は希望クラスで、後半は
お茶を楽しみながら全員で交流します
日11月10日㈰10時30分～13時30分
場文化会館351多目的室費無料申電
話で問寺田☎090（4610）2693

海老名市テニス協会「第36回初
心・初級者テニス教室」〈全６回〉
日11月５日～26日の毎週㈫㈮の中で
６回（予備日あり）時９時～11時場海老
名運動公園テニスコート対市内在住・
在勤・在クラブの方費3,000円（ボール
代など）申往復はがきに住所・氏名・年
齢・性別・電話番号を記入し、海老名郵
便局私書箱９号へ。10月29日㈫必着
問秦☎090（5576）1191

小山貢理乃会
「第3回津軽三味線発表会」
貢理乃会の１年間の成長をぜひ、ご覧
ください。特別ゲストは津軽三味線小
山流家元・小山 貢氏、民謡歌手の小
山貢佳良氏、小野寺範里氏です。直接
会 場 へ日11月16日 ㈯時12時30分
開場・13時開演場ビナレッジ費無料
問山㟢☎（231）2873

小売業、飲食サービス業、生活関連
サービス業を５年以上営む店舗や、空
き店舗・空き家を活用した新規開業店
舗を対象に、改装・改修などの費用の
一部を助成します。今回は消費税率引
き上げに伴い助成金を加算します。詳
細は、海老名商工会議所へお問い合
わせください。10月31日㈭締め切り

海老名商工会議所 ☎（231）5865

店舗の改装・改修費用を
助成（第３次募集）

国分寺台文化センターフェスタで
「国分寺台ミニ鉄道博物館」
鉄道イベントです。Ｎゲージ運転会や
資料展示など。車両やジオラマの持ち
込みも可能。みんなで楽しく過ごしま
しょう日11月24日 ㈰9時30分 ～16
時場国分寺台文化センター２階費無
料問前田☎（235）6879

生きがい発見塾 「第11回すてきな
仲間づくり相談会」参加団体募集

市内で活動するサークル同士の交
流、新しい仲間を呼び込むイベント
です日令和２年３月８日㈰場ビナレッ
ジ費無料申電話またはホームページ
で。11月５日㈫締め切り問金子☎090

（5756）5935

スタッフと一緒にトランプや卓球、ゲー
ムなどで遊びます。親のみの参加も大
歓迎。12月13日㈮はクリスマス会を予
定しています日毎月第２・４㈮時18時
30分～20時30分場わかば会館（予定）
対６歳～18歳費無料問岩元☎（235）
4000

不登校の子どもと親の居場所
「ぼちぼち」

メンバー募集

市立保育園　臨時保育士・
非常勤保育士を募集

保育・幼稚園課 ☎（235）4824
要保育士資格。勤務日数・時間は
応相談。詳細は保育・幼稚園課へ




