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10月に発生した台風19号で、市は城
山ダムの緊急放流の情報を受け、相模
川の浸水想定区域に「警戒レベル4 避
難指示（緊急）」を発令しました。いつ
発生するか分からない台風や大雨に
備え、各種ハザードマップで市内の浸
水想定区域と土砂災害警戒区域を確
認しておきましょう。ハザードマップは
全戸配布しているほか市防災ホーム
ページ、海老名市防災マップアプリで
確認できます。12月に全戸配布する新
しい「海老名市防災ガイドブック」にも
掲載する予定ですが、現在お持ちでな
い方には窓口配布しています。詳細は
危機管理課へお問い合わせください。

第10回
海老名ふれあい農業まつり
海老名ふれあい農業まつり実行委
員会 ☎（231）1789

農産物の品評会と直売会のほか、海老
名産の新鮮野菜や花の販売、ポン菓子、
豚汁、卵のつかみ取りなど日11月24
日㈰９時～13時30分（雨天決行）場ＪＡ
さがみ海老名グリーンセンター（大谷
246）他市役所南側駐車場と西側催事
広場を駐車場として利用できます

職業に必要な知識、技術・技能を習得
するための施設です。入校選考は12
月15日㈰です。詳細は県産業人材課
へお問い合わせください対就業意思
がある方申事前にハローワークで手
続きの上、11月29日㈮から、直接ま
たは郵送で、かなテクカレッジ東部（横
浜市鶴見区）または西部（秦野市）へ。
12月9日㈪締め切り（消印有効）

県産業人材課 ☎045（210）5715

かなテクカレッジ（県立職業
技術校）2020年４月生Ⅰ期

災害に備えて
ハザードマップの確認を

11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22日㈮14時から場えびなこどもセ
ンター201会議室

危機管理課 ☎（235）4790

詳細は、障がい福祉課へお問い合わせ
ください日対令和２年１月24日㈮／精
神障がい者、26日㈰／身体・知的障が
い者場シンコースポーツ寒川アリーナ

（高座郡寒川町宮山275）
申障がい者手帳を持参し、
直接障がい福祉課へ。12
月9日㈪締め切り

障がい福祉課 ☎（235）4813

第13回神奈川県障害者
スポーツ大会 卓球大会

５年間の期限付きです。収入基準など
の申し込み要件があります。申し込み
は直接住宅公園課へ。詳細は、同課で
配布している「入居のしおり」または市
ホームページをご覧ください。

【募集住宅】上河内住宅（上河内240-
2）１戸、国分北三丁目住宅（国分北
3-2-15）2戸

【入居時期】令和2年2月１日㈯予定
【選考方法】書類審査後、12月11日㈬
に公開抽選を実施。当選者の実態調
査後に決定

【しおり配布・受付期間】11月15日㈮
～29日㈮（㈯㈰㈷除く）

住宅公園課 ☎（235）9606
市営住宅の入居者

オストメイト健康相談会
（公社）日本オストミー協会神奈川

支部 ☎080（8728）6661
皮膚・排せつケア認定看護師の講演や
個別相談、装具展示などを行います。
直接会場へ日11月24日㈰13時30分
～16時30分場ユニコムプラザさがみ
はら（相模原市南区相模大野3-3-2）
対人工肛門・ぼうこう保有者と家族、医
療関係者など定先着70人費無料

災害義援金を受け付け 

問福祉政策課 ☎（235）4820
10月に発生した台風19号の災害義
援金を市役所総合案内と福祉政策
課で受け付けています。義援金は、
日本赤十字社を通じて被災地へ送
ります。受け付けは令和２年３月31
日㈫までです。
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詳細は、神奈川県央地域若者サポートス
テーション（☎297・3067）へお問い合
わせください日12月18日㈬13時30分
～15時30分場市役所703会議室対本
人と家族・支援者・企業関係・関心のあ
る方定先着60人講就労移行支援機関
Kaienスタッフ費無料申電話で神奈川
県央地域若者サポートステーションへ

商工課 ☎（235）4843

発達障がいの若者の
就労支援を考えるセミナー

募　　集

11月・12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。
◆下今泉コミセン（☎231・3750）
日11月23日㈯㈷10時～16時
◆門沢橋コミセン（☎238・4773）
日11月23日㈯㈷10時～17時（展示の
み）・24日㈰10時～15時30分
◆国分寺台文化センター（☎233・0097）
日11月24日㈰9時30分～16時
◆上今泉コミセン（☎235・7100）
日12月1日㈰9時～15時
◆中新田コミセン（☎231・7438）
日12月8日㈰10時～15時30分

催　　し

円満な相続を迎えるために
「市民のための相続相談会」
相続の実務家（相続アドバイザー）が、
遺言や遺産分割・不動産・税金・相続
対策・信託・相続手続きについてご相
談をお受けします日11月24日㈰・30
日㈯時10時～13時場文化会館353多
目的室費無料申電話で予約を問萩原☎

（292）7550

催しなどの案内

市 民 の 広 場

海老名市陸上競技協会「第19回
ロードレース大会」（神奈川駅伝選考会）

親子の部あり。詳細は海老名運動公
園陸上競技場・北部体育館にある要項
で日12月8日㈰8時15分（受け付け）
場海老名運動公園対市内在住・在勤・
在学の方、陸協登録者費無料申はが
きで〒243-0406国分北1-34-9宇田
川へ。11月29日㈮必着問飯島☎050

（5808）9164

会員と子ども達の創意あふれる陶芸
作品約400点を展示します。同時に陶
芸品のバザーも開催。ぜひ、ご来場く
ださい期11月21日㈭～25日㈪時10
時～16時場龍峰寺（国分北2-13-40
清水寺公園内）費無料問大西☎（231）
5074

陶
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心会・陶芸作品
「第22回焼きもの百人展」

「海老名北海道人会」
老若男女問わず、北海道出身の仲間
が集まっています。ジンギスカン・新年
会・お花見などを通じて〝どさんこ〟の
絆を深めましょう。11月17日㈰のえび
な市民まつりに出店します費年1,000
円（会費）、別途イベントごとに参加費
問八木橋☎090（4430）0898

音楽を聴き、リズムを感じ、遊びを通じ
て親子で楽しく過ごしませんか。随時体
験あり日第2・4㈯時対①10時30分～
11時20分／3歳～６歳②11時40分～
12時10分／6カ月～1歳半場上今泉コ
ミセン（予定）費月2,000円（教材費な
ど）申電話で問樋口☎（231）1547

異年齢・ベビーリトミック
「おとあそびぽ～こ」

どこでも誰でも毎日できる簡単な体
操です。下半身を整え生涯元気に。無
料体験あり日毎月第2・3・4㈪時13時
30分 ～15時30分場文 化 会 館・総 合
福祉会館（予定）費入会金1,000円、月
1,000円（講師謝礼・施設使用料など）
問堀☎（234）6554

まっこうほう体操
「海老名真向同好会」

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

着付けサークル「服飾文化研究会」

メンバー募集

お知らせ12月 問学び支援課 ☎（235）4926

会場 開催日
ビナレッジ 5日㈭
下今泉コミセン 10日㈫
大谷コミセン 12日㈭
門沢橋コミセン 13日㈮
国分コミセン 19日㈭
柏ケ谷コミセン 20日㈮

うそ ぼあてく っつ

サンタさんの
プレゼント

雪ふる
クリスマスカード

　楽しく工作をします。詳細は市ホームページを
ご覧ください時 14時15分～16時30分対小学生

夫やパートナーからの暴力やストー
カーなど、女性をめぐる人権問題につい
て、電話で相談に応じます。秘密は厳守
します。一人で悩まず、ご相談ください。
◆女性の人権ホットライン

☎0570（070）810（全国統一ナビ
ダイヤル）

期11月18日㈪～24日㈰時８時30分
～19時（㈯㈰は10時～17時）

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」電話相談強化週間
市民相談課 ☎（235）4568

買い物や荷物の積み降ろし、待ち時
間の長い踏切や信号などで駐停車す
るときは、アイドリングストップを心掛
けましょう。運転する時は、緩やかに
発進する「ふんわりアクセル」や早め
のアクセルオフなどのエコドライブに
ご協力をお願いします。

アイドリングストップ・
エコドライブにご協力を
環境課 ☎（235）4912

海老名市議会12月定例会

12月４日㈬と20日㈮は９時30分
に、その他は９時に開議予定です。

※会議の日程・時間などは変更になるこ
とがあります。会議日程などは市議会
ホームページでもお知らせしています。
会議のインターネット中継も併せてご
覧ください。

12月

4日㈬ 本会議（議案審議）
11日㈬ 総務常任委員会
12日㈭ 文教社会常任委員会
13日㈮ 経済建設常任委員会
17日㈫ 本会議（一般質問）
18日㈬ 本会議（一般質問）

20日㈮ 本会議（委員会報告・
議案審議）

議会事務局 （235）4931

「女神♡クリスマスフェスタ
 in EBINA」

体験・癒やし・相談・手作り雑貨・飲食販
売のコーナーなど、人気のショップやサ
ロンが集合 。どなたでも楽しめるイベ
ントです。プレゼントあり日12月1日㈰
10時～16時場海老名運動公園総合体
育館費入場無料問岡本☎090（3599）
0623




