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令和３年度海老名市ひびき
あう教育研究発表大会

地元で起業を応援 ! 創業塾を
オンライン開講〈全５回〉

下水道排水設備工事責任
技術者試験・更新講習会

教育支援課
☎
（235）
4919 F
（231）
0277

海老名商工会議所 ☎
（231）
5865

下水道課 ☎
（235）
9618

海老名小・柏ケ谷小・上星小・東柏ケ
谷小・有馬中・海老名中の実践研究を
発表します日８月23日㈪13時～16時
50分場文化会館大ホール費無料申氏
名・連絡先を電話またはファクスで教
育支援課へ。８月５日㈭締め切り他手
話通訳あり

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
・㈱かどや
足踏み式スプレースタンド  20台
・㈲ハーモニック
蓄電システム  １台
・㈱きらり
抗ウイルス・抗菌コーティング
458㎡
エスディージーズ
◆ＳＤＧｓの推進に関する事業へ
・優成サービス㈱
ＳＤＧｓバッジ  10個

家庭系燃やせるごみ搬入量
制度導入前との比較
環境政策課 （235）
4923

令和２年10月〜
令和３年６月

12,767.70 t

平成30年10月〜
令和元年６月

14,711.91 t

比較

− 13.2 %

国認定の「特定創業支援等事業」の講
座です。成功する起業戦略や販売促進
術などを学びます。
日８月29日～９月26日の毎週㈰時10
時～15時対創業５年未満の方、創業
希望者定先着20人講ジャイロ総合コ
ンサルティング㈱専門講師費5,000円
（テキスト代など）
申電話で海老名商工
会議所へ。同会議所ホームページから
も可。８月20日㈮締め切り他オンラ
イン会議サービスZoomを使用

第５回「海老名 図書館を
使った調べる学習コンクー
ル」作品募集
有馬図書館 ☎
（238）
4646
「知的好奇心」
「体系的な思考や多面的
な思考能力」
「自己肯定感」
「著作権を尊
重する姿勢」などが身につくとされて
いる「調べる学習」の作品を募集しま
す。詳細は、中央図書館・有馬図書館
で配布している応募シートをご覧く
ださい。９月20日㈪㈷締め切り。市立
小・中学生は、夏休みの課題提出日に
応募シートを添えて学校へ提出してく
ださい対市内在住・在学の小・中学生
他オリジナルで未発表の作品に限る。
他のコンクールとの二重応募は不可

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

８月16日㈪から、申込書を下水道課で
配布。締め切りは９月10日㈮です。詳
細は、県下水道協会ホームページをご
覧ください。
◆試験
日11月３日㈬㈷13時30分～15時30
分場川崎市教育文化会館（川崎市川崎
区富士見2-1-3）
ほか費6,400円
◆更新講習会
日10月27日㈬または28日㈭時10時
30分～13時または14時30分～17時
場サンピアンかわさき（川崎市川崎区
富士見2-5-2）
費6,400円

ボランティア入門講座
「音声訳」
〈全10回〉
海老名市社会福祉協議会
☎
（232）
1600
目の不自由な方が文字情報を受け取る
ための、
読んで伝える技術を学びます。
日９月15日～11月24日の毎週㈬（11
月３日㈬㈷除く）時10時～12時場総
合福祉会館定先着15人費660円（テキ
スト代）主音声訳ボランティア矢ぐる
まの会申８月２日㈪から、電話で海老
名市社会福祉協議会へ。９月６日㈪締
め切り

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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多文化共生セミナー
外国人とともに
暮らすためには？
市民相談課 ☎
（235）
4568
地域の外国人と共に生きるためにでき
ることを学びます。両講座の参加も可。
◆入門編「〝多文化共生〟ってどういう
ことだろう？」
日９月25日㈯講鈴木江理子氏（国士舘
大学文学部教授）
◆実践編「〝やさしい日本語〟を学んで
みよう」
日10月31日㈰講岩田一成氏（聖心女
子大学日本語日本文学科教授）
※共通事項
時14時～16時場市役所703会議室
定会場40人／オンライン会議サービ
ス Zoom140人費無料申電話で（公
財）かながわ国際交流財団（☎045・
620・5045）へ。同財団ホームページ
からも可。入門編は９月22日㈬、実践
編は10月27日㈬締め切り他応募多数
の場合は抽選。詳細は、同財団へお問
い合わせください

普通救命講習〔Ⅰ〕
〔Ⅲ〕
・
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〔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〕
９月９日㈭・26日㈰９時～12時
〔Ⅲ〕26日㈰13時～16時〔上級〕11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８月３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

募

集

お知らせ

未病講座

相模国分寺跡史跡指定
100周年記念絵はがきを販売

健康推進課 ☎
（235）
7880

教育総務課 ☎
（235）
4925

両講座の参加も可。
ひも と
◆自律神経を紐解く
体をコントロールする自律神経につい
て学びます日９月８日㈬場市役所701
会議室定先着20人
◆徹底的にエクササイズ！！
90分間体を動かして代謝アップを目
指します日９月28日㈫場えびな市民
活動センタービナスポ定先着30人
※共通事項
時13時30分～15時30分対市内在住
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８月10日㈫
から、電話または直接健康推進課へ
こうくう

口腔がん（集団）検診
健康推進課 ☎
（235）
7880
日８月29日㈰８時30分から場海老
名市医療センター（さつき町41）対今
年度未受診の35歳以上の方定40人
費1,400円申往復はがき（1人1枚）に
住所・氏名・ふりがな・生年月日・電
話番号を、返信用表面に住所・氏名を
記入し、〒243-0421さつき町41海老
名市歯科医師会へ。８月16日㈪必着
他応募多数の場合は抽選。免除規定あ
り。詳細は、健康推進課へお問い合わ
せください

第１回ひきこもりの理解と
支援講演会
「ひきこもりに向き合う
～体験者とともに～」
学び支援課 ☎
（235）
8411
「ひきこもり」への理解を深めましょ
う。講演会後に１人15分程度の相談会
があります日８月28日㈯９時20分～
11時場えびなこどもセンター 201会
議室対市内在住・在勤・在学の方定先着
20人講滝田 衛氏
（七里が丘こども若
者支援研究所主宰）費無料申８月２日
㈪から、電話で学び支援課へ他相談希
望者は申し込み時に伝えてください

昭和25年に海老名町文化財保存会が
発行した相模国分寺跡などの絵はがき
を復刻しました。海老名市温故館で販
売しています。
費３枚セット50円

「駅周辺等まちづくり事業
助成金」を交付
住宅まちづくり課 ☎
（235）
9392
主に市民で構成する民間団体が駅周辺
などで行うまちづくり事業を助成しま
す。対象は、200万円〜2,000万円の
施設や設備の設置に関する事業です。
助成は、書類審査とプレゼンテーショ
ン審査の上決定します。申請期限は
10月15日㈮です。詳細は、住宅まち
づくり課へお問い合わせまたは市ホー
ムページをご覧ください。

中小企業退職金共済
（中退共）制度
中小企業退職金共済事業本部
☎03
（6907）
1234
中小企業の事業主が従業員の退職金を
計画的に準備できる国の制度です。内
容は①～⑤のとおりです。詳細は、中
小企業退職金共済事業本部へお問い合
わせください。
①掛け金の一部を国が助成
②掛け金は全額非課税、手数料不要
③外部積立型で管理が簡単
④パートタイマーや家族従業員も加入可
⑤他の退職金・企業年金制度などとの
資産移換も可
本制度の加入者は
「海老名市中小企業
退職金共済制度奨励補助金」の交付対
象となります。
詳細は、
商工課
（☎235・
4843）
へお問い合わせください。

えびなメールサービス
ＩＴ推進課 ☎
（235）
4715
登録はebina.i@mpx.wagmap.jp
に空メールを送信してください。
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