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第２回総合教育会議
教育総務課 ☎
（235）
4916
教育行政をテーマに、市長と教育委員
会が意見交換を行います。傍聴方法な
どの詳細は、市ホームページをご覧く
ださい日２月20日㈯10時30分から
場市役所第１委員会室

「# 好きです海老名写真展」
「広報えびなタイトルロゴ
書道作品展」
シティプロモーション課
☎
（235）
4574
全応募作品を展示します期2月5日㈮
～18日㈭（㈯㈰㈷除く）場市役所エン
トランスホール

地域健康・栄養相談
健康推進課 ☎
（235）
7880
保健師と栄養士が、血圧・体重増加の
悩みや、生活習慣病などの相談に応
じます。血圧や骨健康度も測定でき
ます。直接会場へ日場下表のとおり
時10時～11時30分費無料
会場

日にち
（２月）

杉久保コミセン

８日㈪

中新田コミセン

９日㈫

柏ケ谷コミセン

15日㈪

ガイドヘルパー養成研修

第15回神奈川県
障害者スポーツ大会

普通救命講習〔Ⅰ〕
〔Ⅱ〕
〔Ⅲ〕
・
上級救命講習

海老名市社会福祉協議会
☎
（235）
0220

障がい福祉課 ☎
（235）
4813

警防課 ☎
（231）
0932

（各コース全４回）

障がい者の通院・買い物など、外出介
助に必要な知識や技術を学びます。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コース
日①２月20日㈯②22日㈪③３月２日㈫④
７日㈰時①９時15分～16時50分②③
19時～21時④９時10分～17時20分
◆知的障がい者ガイドヘルパーコース
日①２月20日㈯②27日㈯③３月５日
㈮④７日㈰時①９時15分～15時40分
②③９時15分～16時35分④９時10
分～12時15分
※共通事項
場 総 合 福 祉 会 館 ほか対 市 内 在 住・在
勤の18歳以上で、全４回参加できる方
定各コース先着20人費各コース1万円
（市外在住の方は1万2,000円）
申２月２
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へ。用紙は同協議
会で配布のほか、同協議会ホームペー
ジからダウンロード可。18日㈭締め切り

催

し

２月の教育委員会定例会
海老名市災害情報
@ebina_kikikanri
危機管理課 ☎
（235）
4790

教育総務課 ☎
（235）
4916
どなたでも傍聴できます。直接会場
へ日５日㈮14時から場えびなこども
センター201会議室

各競技会の参加者を募集します。開催
日や会場、障がい区分などの詳細は、障
がい福祉課へお問い合わせください。
【知的障がい者・身体障がい者・精神障
がい者】卓球競技会
【知的障がい者・身体障がい者】陸上競
技会・フライングディスク競技会・水
泳競技会
【身体障がい者】アーチェリー競技会・
ボッチャ競技会
【知的障がい者】ボウリング競技会
申障害者手帳を持参し、直接障がい福
祉課へ

認知症サポーター
養成講座
地域包括ケア推進課 ☎
（235）
4950
認知症を正しく理解し、サポートする
方法を学びます。日①２月18日㈭10
時～12時②26日㈮13時30分～15
時30分場総合福祉会館娯楽室対初め
て受講する方定各回先着15人費無料
申２月２日㈫から、電話で基幹型地域
包括支援センター
（☎233・0111）
へ

◆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。
◆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〕３月７日㈰９時～12時〔Ⅱ〕23
日㈫13時～17時〔Ⅲ〕７日㈰13時～
16時〔上級〕６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２月２
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。災
害発生時などは中止・変更になる場合
があります

広報えびな 点字版・音声版

第35回海老名市民音楽祭
出演者

障がい福祉課 ☎
（235）
4813

文化スポーツ課
☎
（235）
4797 F
（233）
9118

広報の文字が見えにくい方にお送
りします。

〝市民による市民のための音楽祭〟を
モットーに、
出演者が企画・運営を行い
ます。市内最大級の音楽祭を一緒につ
くり上げませんか日９月５日㈰場文
化会館大ホールほか対市内で活動し
ている団体申２月１日㈪から、申込用
紙を直接または郵送・ファクスで文化
スポーツ課へ。市ホームページからも
可。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できます。
26日 ㈮ 締 め 切 り 他 出 演
時間は10分程度で、演奏
は原則生音。出演団体は
必ず１人以上の実行委員
申し込み
を選出すること
ページ

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。

11

広報えびな2021年２月１日号

会計年度任用職員の登録者

小学校安全監視員・
通学路巡回パトロール員・
通学路立哨員
就学支援課 ☎
（235）
4918
欠員の場合に任用します。詳細は、就
学支援課へお問い合わせください。
◆小学校安全監視員
小学校敷地内の監視・見守りをします。
【勤務時間】１日４時間
【勤務日数】月10～15日程度
◆通学路巡回パトロール員
登下校時の通学路を車で巡回します。
【勤務時間】1日２～４時間
【勤務日数】月10～15日程度
◆通学路立哨員
登下校時の通行補助などをします。
【勤務時間】1日１～２時間
【勤務日数】月20日程度
※共通事項
【報酬】時間額1,019円
申所定の履歴書を直接または郵送で就
学支援課へ。履歴書は同課で配布のほ
か、市ホームページからダウンロード
可。２月26日㈮締め切り

介護者教室

「依存症という病気を
知ってる？」
地域包括ケア推進課 ☎
（235）
4950
高齢者に多い依存症について、家族の
心得を分かりやすく話します日2月19
日㈮14時～15時場柏ケ谷コミセン第
２学習室対市内在住の方定先着20人
講内田摩弥氏
（大石クリニック看護師）
費無料申２月２日㈫から、電話で海老
名東地域包括支援センター（☎292・
1411）
へ

EBINA Facebook

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

募

集

パブリックコメント

「海老名市災害廃棄物処理
計画案」
環境課
☎
（235）
4922 F
（233）
0346
意見を募集します。同案は環境課、市
役所情報公開コーナー、市ホームペー
ジで閲覧できます。
【閲覧および受付期間】
２月26日㈮まで
（㈯㈰㈷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・ファクスで環境課へ。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

パブリックコメント

「海老名市農業振興プラン
2021案」
農政課
☎
（235）
4844 F
（233）
9118
意見を募集します。同案は農政課、市
役所情報公開コーナー、市ホームペー
ジで閲覧できます。
【閲覧および受付期間】
２月26日㈮まで
（㈯㈰㈷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・ファクスで農政課へ。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

都市計画審議会の市民委員
都市計画課 ☎
（235）
9391
市や県の都市計画やまちづくりに関わる
調査・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、
４月
１日時点で20歳以上の方定３人以内申２
月１日㈪から、応募用紙と800字程度の
小論文（テーマ
「これからの海老名のま
ちづくり」
）
を直接または郵送で都市計画
課へ。市ホームページからも可。用紙は
同課で配布、
または市ホームページから
ダウンロードできます。15日㈪必着他活
動は年５回程度。報酬は日額8,700円
広報えびな2021年２月１日号
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