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労働講座「コロナ時代の
新たな働き方」
商工課 ☎
（235）
4843
日場①７月27日㈫／市役所703会議
室②８月５日㈭／市役所701会議室
時18時30分～20時30分定各回先着
30人内講①「フリーランス、副業・兼
業をめぐる諸問題」
／沼田雅之氏
（法政
大学教授）②「テレワーク活用と労働
時間管理」／中井智子氏（弁護士）費無
料申電話またはファクスで県かながわ
労働センター県央支所
（☎296・7311
F222・5375）へ。同センターホーム
ページからも可

催

し

姉妹都市の物産品を
出張販売
海老名市都市間交流協会事務局
（市
民活動推進課内）☎
（235）
4794
えび～にゃハウスで販売している姉妹
都市の物産品を市役所で販売します。
期７月１日㈭～７日㈬
（㈰除く）
時９時
～16時30分（初日は13時から、最終
日は13時まで、㈯は12時まで）場市役
所エントランスホール他海老名市都市
間交流協会会員は販売価格から10％
割り引き。当日の入会も可

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。

市制施行50周年記念
ザマ・プロムナード・
コンサート

シニアから始める
健康づくりへの
取り組みに

座間市生涯学習課
☎046
（252）
8476

地域包括ケア推進課 ☎
（235）
4950

神奈川フィルハーモニー管弦楽団に
よるクラシックコンサートです。
「海
老名市・綾瀬市・座間市文化振興プロ
ジェクト」の一環で開催します日８
月26日㈭14時開演場ハーモニーホー
ル座間大ホール（座間市緑ケ丘1-1-2）
対小学生以上定375人費無料申往復は
がき（１枚で４人まで）に、代表者の氏
名・住所・電話番号と代表者を含む鑑
賞人数を記入し、〒252-8566座間市
緑ケ丘1-1-1座間市教育委員会教育部
生涯学習課「ザマ・プロムナード・コ
ンサート」係へ。７月21日㈬消印有効
他全席指定、座席指定不可、小学生は
保護者同伴。応募多数の場合は抽選。
結果は８月上旬頃通知予定。詳細は、
座間市生涯学習課へお問い合わせくだ
さい

かなテクカレッジ
（県立職業技術校）10月生
県産業人材課 ☎045
（210）
5715
職業に必要な知識、技術・技能を習得
するための施設です。入校選考日は８
月22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７月８日㈭から、事前にハ
ローワークで手続きの上、郵送または
直接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。８月５
日㈭締め切り
（消印有効）

めざ せ！

◆水中ウォーキング教室〈全12回〉
関節に負担をかけずに運動できます。
日９月１日～11月24
日の毎週㈬（11月３
日除く）時13時30分
～15時場高座施設
組合屋内温水プール
（本郷20-1）
◆まるごと！介護予防教室〈全15回〉
運動や栄養、認知症など、介護予防全
般について学びます日９月６日～12
月20日の毎週㈪
（９月20日除く）
時10
時～12時場総合福祉会館
※共通事項
対市内在住の65歳以上で要支援１・
２の方、地域包括支援センターでの
チェックリスト・面接による条件を満
たした方定15人費無料申電話で地域
包括ケア推進課へ。７月12日㈪締め
切り他初めての方優先。応募多数の場
合は抽選

ご寄付ありがとうございます

（敬称略・順不同）

◆新型コロナウイルス感染症対策
に関する事業へ
・ジャコムトレーディング㈱
メドテックスインターナショナル㈱
マスク 10万枚
・法和㈱
えび～にゃ元気反射チャーム
2,000個

「はじめてのにほんご」
県央教室〈全20回〉
市民相談課 ☎
（235）
4568
初めて日本語を勉強する人のための
教室です。詳細は、かながわ国際交流
財団へお問い合わせください日8月
23日～11月8日の毎週㈪㈭（9月20
日・23日、10月11日除く）時10時～
12時場文化会館定20人費2,640円
（教
科書代）申７月１日㈭から、電話また
はメールでかながわ国際交流財団（☎
045・620・0011Enihongo_join@
kifjp.org）へ。同財団ホームページか
らも可。８月５日㈭締め切り他応募多
数の場合は抽選

認知症サポーター
養成講座

お知らせ

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。認知症の方を見守
り手助けする人の普及を目指していま
す。①②は同じ内容です日７月16日㈮
時①10時～12時②13時30分～15時
30分場総合福祉会館娯楽室対市内在
住・在勤・在学で、初めて受講する方
定各回先着15人費無料申７月５日㈪か
ら、電話で基幹型地域包括支援センター
（☎233・0111）
へ。12日㈪締め切り
び

ー

な

第2回海老名市民講座まなＢ
ＩＮＡ

「歌舞伎の楽しさ、すばらしさ」
〈全３回〉

市営住宅の入居者
住宅まちづくり課 ☎
（235）
9606
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
は直接住宅まちづくり課へ。退去や申
し込み状況により、募集住宅の追加や
募集期間の延長をすることがありま
す。詳細は、同課で配布している「募
集のしおり」または市ホームページを
ご覧ください。
【募集住宅】ルーミナス海老名（上郷
1-8-35）１戸、パーシモン ガーデン
（勝瀬2-6）１戸、プランドールかしわ
台
（柏ケ谷544-４）
１戸
【入居時期】10月１日㈮
【選考方法】書類審査・実態調査後、８
月下旬に行う公開抽選で入居者を決定
【申し込み期間】７月15日㈭～29日㈭
（㈯㈰㈷除く）

学び支援課 ☎
（235）
8411
歌舞伎鑑賞の基礎知識と、魅力や楽し
み方を分かりやすく伝えます日内①７
月14日㈬／歌舞伎の歴史と基礎知識
②27日㈫／歌舞伎の季節感③30日㈮
／歌舞伎でめぐる日本の名所時10時
～11時30分場文化会館351多目的室
対市内在住・在勤・在学で全３回参加
できる方定先着25人講おくだ健太郎
氏（歌舞伎ソムリエ）費無料申７月２日
㈮から、電話で学び支援課へ

第35回海老名市民音楽祭
ボランティア
文化スポーツ課 ☎
（235）
4797
９月５日㈰に文化会館で開催する「海
老名市民音楽祭」のボランティアを募
集します対市内在住・在勤・在学の方
内前日準備、当日の受け付け・会場整
理・舞台進行補助など申電話または直
接文化スポーツ課へ。７月30日㈮締
め切り他事前説明会あり。報酬はあり
ません

サマージャンボ7億円

（1等5億円・前後賞各1億円合わせて ）

サマージャンボミニ５ , 000万円

（1等3千万円・前後賞各1千万円合わせて）
この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

7月13日●火 2種類同時発売!

火 〜8/13●
金
発売期間 7/13●
水
抽せん日 8/25●
公益財団法人神奈川県市町村振興協会
各1枚 300円

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・1808）へ。
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傷病手当金の支給
対象期間を延長
【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
（001）
120
傷病手当金の支給対象期間が９月30
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し
て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。

特定計量器の定期検査
（公社）
神奈川県計量協会
☎045
（401）
2711
取引または証明に使用している「特定
計量器（はかり）」は、計量法で定期検
査が義務付けられています。使用して
いる方は、７月22日㈭㈷～８月30日
㈪に定期検査を必ず受けてください。

募

集

消防職就職説明会
消防総務課 ☎
（231）
5153
消防職採用試験の受験希望者を対象
にした就職説明会です日７月31日㈯
時①９時～11時②13時30分～15時
30分場本署定各回先着25人申７月２
日㈮から、市ホームページで

親子普通救命講習
警防課 ☎
（231）
0932
心肺蘇生法やＡＥＤの使い方を学び、命
の大切さや家族の絆を考えます。修了
した親子には修了証を交付します日８月
１日㈰・12日㈭・21日㈯時①９時～12時
②13時～16時場本署対市内在住・在勤
の保護者と小学校４～６年生定各回先着
６組12人費無料申７月２日㈮９時から、
電話で警防課へ。24時間受け付け
広報えびな2021年７月１日号
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