情報
催

情報
し

女性に対する暴力をなくす
運動パネル展
市民相談課 ☎
（235）
4568
ＤＶ・性犯罪・ストーカー・売買春・セク
ハラなど、女性への暴力は決して許さ
れない行為です。
「性暴力を、
なくそう」
をテーマにパネル展示を行います。
期11月12日㈮～25日㈭
（㈯㈰㈷除く）
場市役所エントランスホール

〝行ってみたい〟施設に１票を
「公共建築グランプリ」
営繕課 ☎
（235）
8452
11月の公共建築月間に合わせ、神奈川
県官公庁営繕協議会は、
海老名市・厚木
市・綾瀬市・座間市・大和市・愛川町が推
薦した公共施設から人気施設を決め
る
「公共建築グランプリ」を行います。
〝行ってみたい〟
建物に投票してくださ
い。
参加者に抽選で記念品を贈呈。
詳細
は、
県ホームページをご覧ください。
期11月１日㈪～30日㈫

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９月

17,289.42 t

平成30年10月〜
令和元年９月

20,280.37 t

比較

− 14.7 %

課税資料整理業務員

（会計年度任用職員一般事務）
市民税課 ☎
（235）
8594
主に給与支払報告書や確定申告書類な
どの課税資料の整理を行います。詳細
は、市民税課へお問い合わせください。
【任用期間】令和４年１月６日㈭～３
月31日㈭
【勤務日】㈪～㈮の週３～５日
【勤務時間】９時～17時
（休憩１時間）
【報酬】時間額1,047円
申11月1日㈪から、履歴書を郵送また
は直接市民税課へ。22日㈪締め切り
他勤務状況により令和４年５月13日
㈮まで再任用します

かなテクカレッジ（県立職業
技術校）
「2022年４月生Ⅰ期」
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
12月12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11月19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。12月３日㈮締め切り
（消印有効）

ご寄付ありがとうございます

（敬称略）

◆海老名市応援まごころ基金
（保健・福祉に関する分野）
へ
・明治安田生命保険相互会社
町田支社
51万6,000円

普通救命講習〔Ⅰ〕
〔Ⅱ〕
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。
日〔Ⅰ〕12月5日㈰・9日㈭９時～12
時〔Ⅱ〕2日㈭13時～17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11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

介護職員初任者研修〈全16回〉
海老名市社会福祉協議会
☎
（232）
1600
介護の基本を学び、
「介護職員初任者
研修」を取得します。
日12月4日㈯～令和4年2月13日㈰の
うち16日場総合福祉会館対市内在住・
在勤・在学の16歳以上で、全16回参
加できる方定先着20人費【一般】4万
7,700円【学生・ひとり親世帯】7,700
円申11月2日㈫から、申込書を直接海
老名市社会福祉協議会へ。用紙は、同
協議会で配布または同協議会ホーム
ページからダウンロード可。22日㈪
締め切り他【一般】市内介護事業所で6
カ月以上継続して就労した場合、就労
支援金4万円を支給【学生・ひとり親世
帯】就労支援金なし

認知症サポーター
ステップアップ講座
地域包括ケア推進課 ☎
（235）
4950
認知症サポーター養成講座を受講済み
の方が対象です。講座修了後は、地域
で認知症カフェなどのさまざまな活動
に参加します。
日11月30日㈫時10時～12時または
13時30分～15時30分場総合福祉会
館定各回先着15人費無料申11月２日
㈫から、電話で基幹型地域包括支援セ
ンター
（☎233・0111)へ

市民公開シンポジウム
「おうちでできる感染症対策
～知っておきたい！
高齢者が重症化しやすい
感染症を防ぐために～」
地域包括ケア推進課 ☎
（235）
4950
日11月27日㈯13時30分～16時場市
役所703会議室定先着30人講根本隆
章氏（えびな脳神経外科医師）、小林
弘忠氏（ガーデン薬局薬剤師）費無料
申11月２日㈫から、電話でえびな在宅
医療相談室
（☎231・8650）
へ

海老名市総合事業訪問型
サービスＡヘルパー養成研修
地域包括ケア推進課
☎
（235）
4950 F
（231）
0513

資格を取得するための研修です。
日①12月13日㈪②14日㈫時９時30
分～16時場市役所703会議室対18歳
以上で全２回参加できる方定先着35
人費無料申11月２日㈫から、電話また
はファクスで地域包括ケア推進課へ

障がい福祉課 ☎
（235）
4812
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「月食を観よう・太陽系惑星
科学の最前線」
〈全２回〉
学び支援課 ☎
（235）
8411

11月19日の部分月食で実践できる観
察方法などを学びます。
日①11月18日㈭10時～11時30分
②24日㈬17時30分～19時場文化会
館351多目的室対市内在住・在勤・在学
で全２回参加できる方定先着25人内①
月食の観察方法②太陽系惑星科学・小
惑星リュウグウの素顔講高橋典嗣氏
（武
蔵野大学特任教授）
費無料申11月２日
㈫から、
電話で学び支援課へ

ゲートキーパー養成講座
「身近な人の心を
支える」
健康推進課 ☎
（235）
7880
悩んでいる人に寄り添い、支援できる
「ゲ―トキーパー」を育てる講座です。
日12月６日㈪10時～12時場市役所
703会議室対市内在住・在勤の方定先
着15人講桑原 寛氏（愛光病院精神科
医）内自殺の現状、ストレスとの付き
合い方など費無料申11月８日㈪から、
電話または直接健康推進課へ

〈全２回〉

えびな障がい者就職面接会

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。

び

第3回海老名市民講座まなＢ
ＩＮＡ

約10社の事業所が参加します。面接は
１人２社まで。
詳細は、
ハローワーク厚
木
（☎296・8609）へ問い合わせまた
は同ホームページをご覧ください。
日12月10日㈮13時～16時15分場市
役所702・703会議室対身体や精神に
障がいがあり、ハローワークに求職登
録している方定先着90人費無料申電
話でハローワーク厚木へ

高齢者生きがい教室
「川柳入門教室」
めざ せ！

〈全５回〉

地域包括ケア推進課 ☎
（235）
4950
川柳を学び、現在の世相を詠んで楽し
みましょう。
日11月16日～12月21日の毎週㈫
（12月７日除く）時13時30分～15時
30分場第一高齢者生きがい会館対市
内在住の60歳以上で、全５回参加で
きる方定10人講やまぐち珠美氏（カル
チャー川柳講師）費無料申往復はがき
（１人１枚）
に、教室名・住所・氏名・年
齢・電話番号を、返信用表面に住所・
氏名を記入し、〒243-0410杉久保
北2-3-4第一高齢者生きがい会館「川
柳入門教室係」へ。11月10日㈬必着
他 応 募 多 数 の 場 合 は 抽 選 。詳 細 は 、
海老名市シルバー人材センター（☎
237・3001）
へお問い合わせください

お知らせ
最低賃金の改正
神奈川労働局賃金室
☎045
（211）
7354
10月１日から神奈川県最低賃金が
1,040円になりました。この賃金は、
県内の事業場で働く常用・臨時・パー
ト・アルバイトなどの雇用形態などを
問わず、全ての労働者とその使用者に
適用されます。

募

集

パブリックコメント
「第２次下水道総合計画
（案）
」
下水道課
☎
（235）
9619 F
（233）
9118
意見を募集します。同案は下水道課、
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】11月17日㈬～
12月15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、郵送、ファ
クスまたは直接下水道課へ。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

タイムマネジメント講座
「仕事も家事もラクにする
時間整理術」
市民相談課 ☎
（235）
4568
時間に追われる毎日を送る人のための
講座です。
日12月4日㈯10時～12時場市役所
703会議室定先着30人内「プラス思考
になるコツ」
「デッドライン仕事術」
「手
帳・ツール術」
「よい習慣を身につける
方法」など講東 浩司氏（㈱ソラーレ代
表）費無料申11月２日㈫から、電話で
市民相談課へ。市ホームページからも
可。29日㈪締め切り他２歳～就学前、
若干名の託児あり。要予約。11月16
日㈫締め切り
広報えびな2021年11月１日号
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