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海老名産花きの展示
農政課 ☎
（235）
8539
新鮮で色鮮やかな海老名産花きを展示
します。販売は行いません。
期12月８日㈬～10日㈮場市役所エン
トランスホール

海老名市の情報発信中！！
シティプロモーション課
☎
（235）
4574

公式フェイスブック

えびなデイズ

旬の情報をお知らせ。
１日２回更新

公式インスタグラム

ebina_official

市 内 の 美し
い 風 景 やイ
ベントなど魅力あふ
れる写真を発信

YouTube
シティプロモーション課
市の情
報や魅
力を動画で発信

ボランティア入門講座
「手話」
〈全５回〉
海老名市社会福祉協議会
☎
（232）
1600
日令和４年１月14日～２月18日の毎
週㈮（２月11日除く）時18時30分～
20時場総合福祉会館対全５回参加で
きる方定20人費700円（テキスト代な
ど）主海老名市手話サークルさつき会
申電話または直接海老
名市社会福祉協議会へ。
令和４年１月５日㈬締
め切り他応募多数の場
合は抽選

第14回弁護士会
支部サミットinふじさわ
神奈川県弁護士会
☎045
（211）
7705
地域の司法をより利用しやすく身近な
ものにすることを目指し、裁判所支部や
裁判所支部がない地域が抱える課題を
市民の視点で考えます。直接会場へ。
日12月４日㈯13時30分～16時30分
場藤沢市民会館小ホール（藤沢市鵠沼
東８ - １）費無料他オンライン参加も
可。詳細は、神奈川県弁護士会ホーム
ページをご覧ください

ご寄付ありがとうございます

（敬称略）

◆新型コロナウイルス感染症対策
に関する事業へ
・㈱かどや
ワクチン接種用シリンジ
監査トレー
３台

同行援護従業者養成研修

〈全５回〉

海老名市社会福祉協議会
☎
（232）
1600
視覚障がい者の通院や買い物などの外
出介助に必要な知識や技術を学びます。
日令和４年１月26日㈬・27日㈭・31
日㈪、2月１日㈫・3日㈭場総合福祉会
館対18歳以上で、全5回参加できる方
定先着30人費市内在住・在勤者1万
5,000円／市外在住者1万7,000円
（テ
キスト代など）申12月2日㈭から、申
込書を直接海老名市社会福祉協議会
へ。申込書は、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。28日㈫締め切り

ユースボランティア活動体験
「ボッチャを体験しよう‼」
海老名市社会福祉協議会
☎
（232）
1600
ボランティア活動参加のきっかけづく
りに、ボッチャを通してパラスポーツ
を学びます。
日12月11日㈯・12日㈰時10時～12
時場総合福祉会館対中学生以上の学生
定各回先着15人
費無料申12月２
日㈭から、電話ま
たは直接海老名市
社会福祉協議会へ

パソコン要約筆記講習会

〈全７回〉

障がい福祉課
☎
（235）
4813 F
（233）
5731
話の内容をパソコンで文字にして聴覚
障がい者に伝える方法を学びます。詳
細は、
市ホームページをご覧ください。
日令和４年１月14日～３月４日の毎
週㈮（２月11日除く）時13時30分～
15時30分場総合福祉会館定15人費無
料申電話・ファクスまたは直接障がい
福祉課へ。12月24日㈮締め切り他応
募多数の場合は抽選

就労に困難を抱える若者へ
の支援を考えるセミナー
商工課 ☎
（235）
4843
セミナー終了後、個別相談あり。詳細
は、神奈川県央地域若者サポートス
テーション（☎297・3067）へお問い
合わせください。
日12月15日㈬13時30分～15時30分
場市役所703会議室対本人と家族・支
援者・企業担当者・関心のある方定先
着30人講永岡鉄平氏（㈱フェアスター
ト代表）費無料申電話で神奈川県央地
域若者サポートステーションへ

中小企業退職金共済
（中退共）制度
加入事業者に補助金を交付
商工課 ☎
（235）
4843
市内に事業所があり、次の要件を全て
満たす中小企業者に補助金を交付しま
す。①中小企業退職金共済（中退共）ま
たは特定退職金共済
（特退共）
に加入し
ている②市税を完納している
申申請書を郵送また直接商工課へ。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可。令和４年１月
６日㈭締め切り

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

令和３年10月
平成30年10月
比較

1,377.01 t
1,832.48 t
− 24.9 %

ＴＮＲ活動講習会
環境政策課 ☎
（235）
4912
ＴＮＲとは飼い主がいない猫を捕獲
し、不妊・去勢手術し元の場所へ戻す
ことです。活動の注意点や補助制度な
どを学びます。
日12月23日㈭14時～15時場市役所
703会議室対ＴＮＲを実施予定の市内
在住の20歳以上の方・市内事業者な
ど定先着30人費無料申12月２日㈭か
ら、電話または直
接環境政策課へ。
15日㈬締め切り
他修了者には修了
証明書を交付しま
す。３年ごとの更
新制です

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〕令和４年１月23日㈰９時～12
時〔Ⅲ〕23日㈰13時～16時〔上級〕22
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12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
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。

募

集

パブリックコメント
「海老名市成年後見制度
利用促進基本計画（案）」
福祉政策課 ☎
（235）
4820
意見を募集します。同案は福祉政策
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】12月１日㈬～
令和４年１月４日㈫（㈯㈰㈷・年末年
始除く）
【提出方法】任意の書式に意見・住所・
氏名・電話番号を記入し、郵送または
直接福祉政策課へ。市ホームページか
らも可。匿名や電話・メール・ファク
スでの応募はできません。郵送の場合
は期間内に必着

未病講座
「未病センターを
活用して健康になろう」
健康推進課 ☎
（235）
7880
健康測定のデータから読み取れること
や体の基礎知識を学びます。
日令和４年１月15日㈯９時30分～
11時30分場市役所703会議室対市内
在住の方定20人講瀬戸健太郎氏（コ
ンディショニングトレーナー）費無料
申12月７日㈫から、電話または直接健
康推進課へ他初めての方優先。応募多
数の場合は抽選

ビナスポ
お試し体験会

めざ せ！

地域包括ケア推進課 ☎
（235）
4950
ストレッチとマシンが体験できます。
日令和４年１月20日㈭13時30分～
15時場えびな市民活動センタービナ
スポ対市内在住の65歳以上の方定５
人費無料申電
話で地域包括
ケア推進課
へ。12月13
日㈪締め切り
他応募多数の
場合は抽選

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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