情報
甲種防火管理新規講習

女性の活躍推進事業所

予防課 ☎
（231）
0968

市民相談課 ☎
（235）
4568

防火管理者の資格取得のための講習
会です日７月13日㈪・14日㈫場文化
会館定先着120人申５月25日㈪から、
(一財)日本防火・防災協会へ。６月１日
㈪締め切り。
詳細は、
同協会ホームペー
ジをご覧ください

大地震！わが家は大丈夫！？
無料耐震相談会
まちづくり指導課 ☎
（235）
9392
専門相談員が大地震発生時の住宅倒壊
の危険性を無料で診断します。1組45
分程度です日５月30日㈯13時30分～
17時場市役所702会議室対昭和56年
5月31日以前に建築した2階建て以下
の木造住宅定先着15組費無料申５月
7日㈭から、
電話でまち
づくり指導
課へ。20日
㈬締め切り

EBINA Facebook

男女が共に働きやすい職場環境作りに
積極的に取り組み、
「①女性の能力活
用や管理職への登用をしている」
「②仕
事と家庭生活の両立を支援している」
「③男女共に働きやすい職場環境を整
備している」のいずれかに該当する事
業所を募集します。優れた取り組みの
事業所は表彰します申5月1日㈮から、
応募用紙を直接または郵送で市民相談
課へ。市ホームページからも可。6月
30日㈫締め切り。用紙は同課で配布
のほか市ホームページからダウンロー
ド可

ボランティア入門講座
「誘導法」
〈全６回〉
海老名市社会福祉協議会
☎
（232）
1600
視覚障がい者が外出する際の誘導方法
を学びます日６月４日～７月９日の
毎週㈭時10時～12時場総合福祉会館
対市内在住で、受講後に活動できる方
定20人費無料主海老名市誘導ボラン
ティア虹の会申直接または電話で海老
名市社会福祉協議会へ。５月29日㈮
締め切り。応募多数の場合は抽選

健康がいちばん教室
「脂質異常について」
〈全２回〉

健康推進課 ☎
（235）
7880
脂質異常の基礎知識や予防するポイ
ントを学びます日①６月８日㈪②16
日㈫時14時～16時場市役所702会議
室対市内在住の20歳以上で、全２回参
加できる方定先着20人講①小熊利明
氏
（さがみ野中央病院副院長）
②市保健
師・栄養士費無料申５月７日㈭から、
直接または電話で健康推進課へ

医師・歯科医師に
よる定期相談
地域包括ケア推進課 ☎
（235）
4950
体や歯の悩みに医師・歯科医師が応じ
る、予約制の相談です。医療・介護関
係者からの相談も受け付けます。自宅
訪問希望者はえびな在宅医療相談室
へご相談ください日【医師】5月25日
㈪【歯科医師】5月7日・21日㈭時10時
～12時場海老名市医療センター（さつ
き町41）対市内在住の65歳以上の方
費無料申電話でえびな在宅医療相談室
（☎231・8650）
へ他本誌次号から、毎
月15日号の相談ページに定期相談の
日程を掲載します

振り込め詐欺電話に注意
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。
海老名市フェイスブック

検索

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

市では、自主財源確保のため広告を掲載しています。掲載のお問い合わせは、
（株）横浜メディアアド（☎045・450・1804）へ。
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントなどは変更・中止する場合があります。

おやこdeポニー教室
文化スポーツ課 ☎
（235）
4927
新緑の海老名運動公園で、親子でポ
ニーの乗馬を体験しませんか。ブラッシ
ングなどのお世話やゲームも行います。
日６月２日㈫～27日㈯（㈪・14日㈰
除く）
（荒天中止）時10時～11時30分
場海老名運動公園ポニー広場（雨天は
圏央道高架下）対市内在住の２歳以上
の未就学児と保護者定各回５組費１
組500円
（記念品代）
申申込書またはは
がきに、住所・親子の氏名・子のふり
がな・年齢・性別・続柄・電話番号・第
３までの希望日・ポニー教室の参加回
数を記入し、直接または郵送で〒2430422中新田3291-19海老名運動公
園総合体育館へ。ファクス（F233・
7718）
でも可。用紙は同体育館で配布
のほか、海老名運動公園ホームページ
からダウンロード可。５月15日㈮締
め切り。応募多数の場合は抽選、また
は別日に振り替え

親子で学ぶはじめての統計
グラフ講座「かずをみせる」
ＩＴ推進課 ☎
（235）
4698
工作感覚で統計グラフを作ります。保
護者にはお子さんをサポートするこつ
を伝えます。内容は小学校１～３年生
向けで、各回同じです日６月28日㈰、
７月４日・11日㈯、19日㈰時①10時
～11時30分②13時～14時30分場市
役所会議室対市内在住の小学生と保護
者定各回15組費無料申５月11日㈪か
ら原則市ホームページで。はがきの場
合は、第２希望までの日時・参加者氏
名（ふりがな）
・学校名・
学年・住所・電話番号を
記入し、ＩＴ推進課へ。
６月３日㈬締め切り（必
着 ）他 初 め て の 方 優 先 。 申し込み
応募多数の場合は抽選
ページ

これならできる！
シリーズ
健康推進課 ☎
（235）
7880
持ち物はお問い合わせください。
◆食事編「食べているつもりでも実は
野菜不足？」
食事のバランスや野菜の上手な取り方
を学びます。試食あり日６月４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
定先着20人費無料申５月７日㈭から、
直接または電話で健康推進課へ。25
日㈪締め切り
◆運動編「５歳は若返る ⁉ 運動習慣始
めませんか？」
〈全４回〉
ストレッチや筋肉強化などを実践で
学びます日６月10日・24日㈬、７月
１日・８日㈬時９時30分～11時30分
場えびな市民活動センタービナスポ
対市内在住・在勤
の75歳未満の方
定先着30人費無
料申５月７日㈭
から、直接または
電話で健康推進
課へ。29日㈮締
め切り

び

ー

お知らせ
布マスクを販売
海老名市シルバー人材センター
☎
（237）
3001
５月７日㈭９時から、手作りの布マス
クを販売します。価格は１枚150円
で、子ども用と大人用があります。数
に限りがあるため、販売枚数を制限す
る場合がありますのでご了承くださ
い。詳細は、海老名市シルバー人材セ
ンターへお問い合わせください場第一
高齢者生きがい会館
（杉久保北2-3-4）

城山ダム洪水対応演習
城山ダム管理事務所
☎042
（782）
2831
５月12日㈫・13日㈬、ダム放流によ
る事故防止のため洪水対応演習を行う
予定です。当日は、市内の警報所から
スピーカー放送やサイレンなどが流れ
ます。実際の放流は行いませんので、
お間違えないようご注意ください。な
お、大雨の時は中止になる場合があり
ます。

な

第1回海老名市民講座まなＢ
ＩＮＡ

「源氏物語講座～セリフで
〈全３回〉
読む葵巻～」
あおいのまき

学び支援課 ☎
（235）
8411
源氏物語の「葵巻」を、登場人物のせり
ふに注目しながら読みます日５月26
日㈫、６月２日・９日㈫時13時30分
～15時場えびな市民活動センタービ
ナレッジホール対市内在住・在勤・在
学で、全３回参加できる方定先着60人
講繁田信一氏（神奈川大学日本常民文
化研究所特別研究員）費無料申５月７
日㈭から、電話で学び支援課へ

ご寄付ありがとうございます

（敬称略）

◆子どもの育成と教育の充実に
関する事業へ
・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
168万5,738円

募

集

住宅政策審議会委員
住宅公園課 ☎
（235）
9604
住宅政策や市営住宅の運営などを調
査・審議します。詳細は、市ホームペー
ジをご覧ください任７月21日〜令和
４年６月30日（２年間）対市内在住の
20歳以上で条件を満たす方定１人
申 応 募 用 紙 と 小 論 文（ 8 0 0 字 程 度 、
テーマ「これからの住宅政策に求める
こと」）を、直接または郵送で住宅公園
課へ。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。5月15
日㈮締め切り他報酬は日額8,700円

海老名市災害情報
@ebina_kikikanri
危機管理課 ☎
（235）
4790
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