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日 １ 月 23 日
～ ２ 月 20 日
の 毎 週 ㈮ 19
時～ 20 時 45
分他入門講座
終了後、交流
会あり。
※①②共通事項
場総合福祉会館定先着 20 人 
申①１月９日㈮、②１月 16 日
㈮までに、電話で海老名市社会
福祉協議会へ。

募　集

日２月13日㈮10時～12時30
分（受け付けは９時 45 分から）
場保健相談センター対市内在住
の子育て中の保護者定 30 人（事
前予約制）費 500 円持エプロ
ン・三角巾（バンダナ可）・布巾・
タオル・筆記用具申１月５日㈪
から、直接または電話で健康づ
くり課へ。他１歳以上の託児あ
り。要予約。

　子どもの健やかな心身の成長
をサポートする色の効果と、簡
単活用法を学びます。
日１月17日㈯14時～15時30分
場門沢橋コミセン学習室１定先
着40人講色を楽しむ☆色で楽し
むサロン カラリハ主宰・宮台さ
とこ氏費無料持色鉛筆・クレヨ
ンなど申１月４日㈰から、直接
または電話で有馬図書館へ。

日２月 23 日㈪ 14 時 30 分～
16 時 30 分場オークラフロン
ティアホテル海老名定 20 人（申
し込み多数の場合は抽選）内食
べものの“おいしさ”のサイエ
ンス～味と香りの作用と調理～
講神奈川工科大学准教授・飯島
陽子氏費 500 円（飲み物１杯・
菓子代）申電話またはファクス、
メール（afha@h9.dion.ne.jp）
で厚木地区食品衛生協会へ。２
月６日㈮締め切り。

日２月６日㈮ 10 時～ 12 時（受
け付けは９時 45 分から）場総
合福祉会館対市内在住で同教室
に初参加の方定 30 人（応募多
数の場合は抽選）講アロマセラ
ピスト・松島葉子氏費無料持健
康手帳（お持ちの方）、ゴムバン
ド（お持ちの方）申往復はがき

（１人１枚）に、住所・氏名・年齢・
電話番号を、返信用表面には住
所・氏名を記入し、〒 243-0422
中新田 377 保健相談センター

「アロマ・リ
ン パ 教 室 希
望 」 係 へ。
１月 19 日㈪
必着。

対職業に必要な知識、技術・技
能を習得して、職業に就く意思
のある方場東部総合職業技術
校・西部総合職業技術校他ハ
ローワークでの事前手続き後、
１月５日㈪～２月２日㈪に各校
へ。選考日は２月 15 日㈰です。 食生活改善推進団体えびな会主催

ちびっこ弁当講座

色の効果と活用法を学ぶ
心の成長と色の関係

厚木地区食品衛生協会
「サイエンスカフェ」

健康えびな普及員会主催
アロマ・リンパ教室

県立職業技術校
2015 年４月生後期

◆ えびなメールサービス ◆

登録はebina.i@mpx.wagmap.jp 
あてに空メールを送信。

ＩＴ推進課 ☎(235)4715

◆ 広報えびな 点字版・音声版 ◆

広報の文字が見えにくい方に
お送りします。

障がい福祉課 ☎(235)4813

問健康づくり課 ☎（235）7880

問有馬図書館 ☎（238）4646

問同協会 ☎F（222）7643

問健康づくり課 ☎（235）7880

問県産業人材課☎045（210）5715

▲会場には、はやしの音が響き渡ります

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、相鉄エージェンシー(☎045・450・1804)へ。

催　し

今月の納税・納付
〈納期限２月２日㈪〉

●市県民税（普通徴収）［４期］
●国民健康保険税［８期］
●下水道受益者負担金・分担金	
　　　　　　　　　　　［４期］
●市営住宅使用料［１月］
●保育所保育料［１月］
●介護保険料［８期］
●後期高齢者医療保険料［７期］
●小学校給食[９期]

納付は、口座振替が便利です。

世帯数と人口
<平成26年12月１日現在>

※（　）内は前年同月（平成25年12月）
の値

●世帯数
52,834 世帯 （52,266 世帯）
● 人 口
 129,271 人 （129,115 人）
 男 64,925 人 （64,932 人）
 女 64,346 人 （64,183 人）

災害発生時などに市の情報を
ツイッターで発信します。

海老名市災害情報
@ebina_kikikanri

危機管理課 ☎（235）4790

　市内のまつりばやし保存会
17 団体による叩き初め大会で
す。当日は、海老名市地域婦人
団体連絡協議会による「大黒舞」
の披露も予定しています。申し
込みは不要です。直接会場にお
越しください。
日 1 月 25 日㈰ 10 時～ 16 時
場総合福祉会館費無料主海老名
市はやし保存連絡協議会

市内17団体が参加
第36回
新春はやし叩き初め大会
問教育総務課 ☎（235）4925

日１月 16 日～２月 13 日の毎
週㈮ 10 時～ 12 時他入門講座
終了後、基礎講座あり。

　放送大学は、テレビやイン
ターネットなどを利用して授業
を行う通信制の大学です。平成
27 年度第１学期（４月入学）
の学生を募集しています。出願
は３月 20 日㈮まで。資料は無
料で配布しています。詳細は、
同大神奈川学習センターへお問
い合わせください。

①筆記通訳（全５回）

②手話通訳（全５回）

傘の修理教室

ボランティア入門講座

放送大学・４月生

問リサイクルプラザ
　☎（237）3196・㈫休館

問海老名市社会福祉協議会
　☎（232）1600

問放送大学神奈川学習センター
　☎045（710）1910

日毎月第２・４㈰10時～12時
申実施日の３日前までに電話で
同プラザへ。

　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。

EBINA Facebook

海老名市フェイスブック 検索

市民投稿・わたしのイチオシ
問情報発信課 ☎（235）4574

　『えびなの冬景色』をテーマに、
市民の皆さんから写真を募集し
ます。作品は、本誌に掲載予定の
ほか、市ホームページや市公式
フェイスブック「えびなデイズ」
などで活用します。皆さんの自
信作をぜひお寄せください。　
対市内在住・在勤・在学の方申撮
影者氏名・住所・日中に連絡のつ
く電話番号・作品タイトル・説明
文を任意書式に記入し、作品（1年
以内に撮影したものを２Ｌ版に
印刷・１人１点）と合わせて、直接
または郵送で情報発信課（〒243 
-0492 勝瀬 175-1）へ。２月２日
㈪必着。他肖像権や著作権など、
第三者の権利を侵害していない
ものに限ります。掲載料、記念
品はありません。なお、応募作
品は必ず掲載されるものではあ
りませんのでご了承ください。


