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普通救命講習〔Ⅰ〕
〔Ⅱ〕
・
上級救命講習
警防課 ☎
（231）
0932
◆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〔Ⅱ〕
普通救命講習〔Ⅰ〕のほか、筆記試験・
実技試験あり。講習時間は４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〕２月13日㈯９時～12時〔Ⅱ〕
13日㈯13時～17時〔 上 級 〕18日㈭
９時～18時場本署対市内在住・在勤・
在学の中学生以上の方定各回先着８人
費無料申1月5日㈫9時から電話で。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

催

し

１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15日㈮14時から場えびなこどもセ
ンター201会議室

環境審議会の市民委員
環境課 ☎
（235）
4912
環境施策に関する調査や審議を行いま
す任４月１日〜令和５年３月31日
（２年
間）
対市内在住で、令和３年４月１日時点
で満20歳以上の方
（公職者などを除く）
定２人程度申応募用紙と小論文（800
字以内）
を、直接または郵送で環境課
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。
２月１日㈪
必着他報酬あり

令和３年度会計年度任用職員
職員課 ☎
（235）
4502
一般事務員などを募集します。勤務条
件や必要資格、報酬などは職種により
異なります。１月１日㈮㈷
から順次市ホームページ
に掲載します。詳細は、
職種を所管する担当課へ
職員採用
お問い合わせください。 ページ

健康がいちばん教室
美肌編〈全２回〉
健康推進課 ☎
（235）
7880
肌の手入れ方法や肌に良い食事などを
学びます日場①２月２日㈫14時～16時
／総合福祉会館会議室②25日㈭９時
30分～12時／えびな市民活動セン
タービナレッジ調理室対市内在住の
20歳以上で、全２回参加できる方定先
着20人講①齊藤典充氏（なごみ皮ふ科
院長）
・市保健師②市管理栄養士・保健
師費無料申１月７日㈭から、直接また
は電話で健康推進課へ他２歳以上、若
干名の託児あり。要予約

えびなっ子いきいきシンポジウム

「地域で育てる心と心
つながろう、つなげよう」
学び支援課 ☎
（235）
4926

令和2年度に策定した海老名市社会教
育計画について説明します。社会教育団
体も参加します日１月23日㈯14時～15
時30分場文化会館小ホール対市の社
会教育に興味がある方定先着10人程
度申1月4日㈪から電話で学び支援課へ

未病講座
健康推進課 ☎
（235）
7880
複数講座の参加も可。持ち物はお問い
合わせください。
◆トータルボディーワーク
全身を使った有酸素運動や部位別の筋
力トレーニングを行います日２月２日㈫
13時30分～15時30分場えびな市民
活動センタービナスポ小多目的室定先
着30人
◆バーントレーニング
90分間体を徹底的に追い込み、体脂肪
を燃焼させてスリムアップを目指しま
す日２月16日㈫13時30分～15時30
分場えびな市民活動センタービナスポ
小多目的室定先着30人
◆身体作りのためのコンディショニン
グ講座
日①２月７日㈰②28日㈰時10時～11
時30分場市役所701会議室定各回先
着20人
※共通事項
対市内在住の方講瀬戸健太郎氏（コン
ディショニングトレーナー）費無料
申１月５日㈫から、電話で健康推進課へ

募

集

パブリックコメント
「海老名市奨学金条例」
「海老名市学校給食費に関す
る条例」
就学支援課 ☎
（235）
4918
意見を募集します。同案は、就学支援
課、市役所情報公開コーナーおよび市
ホームページで閲覧できます。
【閲覧および受付期間】１月４日㈪～
２月２日㈫
（閉庁日除く）
【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
で就学支援課へ。市ホームページから
も可。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

講演会

「コロナを〝正しく〟知り、
乗り越えるために
〜救急の最前線からみた
新型コロナウイルス
感染症〜」
健康推進課
☎
（235）
7880 F
（235）
7015
日２月７日㈰10時～11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70人講竹内一郎
氏（横浜市立大学付属市民総合医療セ
ンター高度救命救急センター主任教
授）費無料申１月４日㈪から、代表者
の氏名・住所・電話番号、同伴者の氏
名・住所を、直接または電話・ファク
スで健康推進課へ

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

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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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①1月23日㈯②30日㈯
時13時30分～17時場市役所705会
議室対昭和56年5月31日以前に建築
した2階建て以下の在来工法木造住宅
定各日先着15組申1月4日㈪から、電話
でまちづくり指導課へ。①1月15日㈮
②22日㈮締め切り

傷病手当金の支給
対象期間延長
【国民健康保険】
国保医療課 ☎
（235）
4594
【後期高齢者医療制度】
神奈川県後期高齢者医療広域連合
☎
（0570）
001120
傷病手当金の支給対象期間が3月31
日㈬まで延長されました。傷病手当金
は、国民健康保険と後期高齢者医療制
度の被保険者が新型コロナウイルス感
染症に感染または疑いの症状で、連続
４日以上の休暇を取得し、その期間に
無給または減給となった場合に支給さ
れる給付金です。支給には要件があり
ます。詳細はお問い合わせください。

ひとり親家庭に
修学資金などを貸し付け
こども育成課 ☎
（235）
4504
４月から高校・大学・各種学校などへ
進学する子を養育している母子・父
子・寡婦家庭の方を対象に、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。申請前にこども
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12日㈫～３月31
日㈬
（㈯㈰㈷除く）
時９時～16時

ＡＩ受診相談システムの
活用を
健康推進課 ☎
（235）
7880
体調に不安があるとき、
スマートフォンなどから
症状に関する質問に回答
すると、ＡＩ
（人工知能）
が
適切な連絡先を案内しま ＡＩ受診相談
す。ぜひご活用ください。 システム

家庭系燃やせるごみ搬入量
制度導入前との比較
環境課 （235）
4922

令和２年
10月〜11月

2,817.11 t

平成30年
10月〜11月

3,506.53 t

比較

− 19.7 %

お知らせ
コンビニ交付サービスを休止
窓口サービス課 ☎
（235）
4869
１月８日㈮・20日㈬はシステムメン
テナンスのため休止します。

海老名運動公園屋内プール
長期休館
文化スポーツ課 ☎
（235）
4927
１月４日㈪～31日㈰は、設備・システ
ム保守点検のため休館します。

ノロウイルスによる
食中毒にご注意を
健康推進課 ☎
（235）
7880
ノロウイルスは冬季に流行する食中毒
のウイルスです。感染力が強く「食品
から人」
「人から人」へと感染する危険
があります。また、抵抗力の弱い乳幼
児や高齢者は重症化することもありま
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
どで感染予防に努めましょう。

医療費通知書を送付
【国民健康保険】
国保医療課 ☎
（235）
4594
【後期高齢者医療保険】
国保医療課 ☎
（235）
4595
令和２年中の国民健康保険と後期高齢
者医療保険の医療費通知書を次の時期
に送付します。年間の医療費の確認に
利用してください。健康保険組合など
が発行する医療費通知書については直
接、発行元にお問い合わせください。
【国民健康保険】
〈 1 月～10月分〉１月初旬
〈11月～12月分〉３月初旬
【後期高齢者医療保険】
〈 1 月～11月分〉２月中旬
〈12月分〉３月中旬

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。
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