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募　集

　週２～４日程度（９時～16時）
働くことができる方を募集しま
す。職務内容などの詳細は、高齢
介護課へお問い合わせください。
対介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）・保健師・看護師のい
ずれかの資格と、普通自動車免
許を所持している方申事前に電
話連絡の上、資格証明書の写し
と履歴書を、直接本人が高齢介
護課へ持参。

日２月18日㈬13時30分～17時
場文化会館調理室対市内在住・
在勤の方定先着 30 人費 500 円 
持エプロン・三角巾講海老名市
地域婦人団体連絡協議会・小島
知子氏申２月２日㈪から、直接
または電話で地域自治推進課
へ。

日４月１日～ 12 月９日の毎週㈬
19 時～ 21 時場総合福祉会館
対市内在住の日常手話会話が可
能で、資格取得を目指し、取得
後に市の手話通訳者登録が可能
な方定 20 人費 2,000 円（テキ
スト・DVD 代）申電話で障が
い福祉課へ。2 月 27 日㈮締め
切り。他３月４日㈬ 19 時から
申し込み者の面接を行い、受講
者を決定します。

　県指定天然記念物に指定され
て 60 周年を迎えた「海老名の
大
おお

欅
けやき

」と、目久尻川流域の草花
を観察します。
日３月 28 日㈯９時～ 13 時頃

（８時 50 分集合）※少雨決行
定先着 40 人（小学生が参加す
る場合は保護者同伴）費無料 
主海老名野草観察の会・市教育
委員会申２月２日㈪から、直接
または電話で教育総務課へ。３
月 13 日㈮締め切り。

【コース】温故館（集合）→海老
名の大

おお
欅

けやき
→ひさご塚→目久尻

川→国分コミセン（休憩）→伊
勢山自然公園→史跡相模国分寺
跡・温故館（解散）

　神奈川フィルハーモニー管弦
楽団によるコンサートです。
日３月 25 日㈬ 15 時 30 分～
17 時（予定）※15時開場場ハー
モニーホール座間大ホール対海 
老名市・座間市・綾瀬市に在住・
在勤・在学の方（小学生は保護
者同伴。３歳未満は入場不可） 
定 1,300 人（応募多数の場合は
抽選。抽選結果は３月上旬に通
知予定）費無料申往復はがき（1
組 4 人までで 1 枚）に代表者・
同伴者全員の氏名、年齢、住所、
電話番号、参加人数、３市に在勤・
在学の方は通勤・通学先を記入
し、〒252-8566 座間市緑ケ丘
1-1-1 座間市教育委員会生涯学
習課「ザマ・プロムナード・コン
サート」係へ。２月 27 日㈮消印
有効。

　高座清掃施設組合では、一般廃
棄物の処理と施設の更新計画につ
いて、住民と組合長が直接意見を
交わす「組合長ミーティング」を開
催します。ぜひ、ご参加ください。
日２月 15 日㈰ 10 時～ 11 時
場市役所 401 会議室対海老名
市・座間市・綾瀬市に在住の方
定先着 150 人申２月２日㈪か
ら、直接または電話で同組合へ。
２月 10 日㈫締め切り。

　海老名中央公園地下駐車場
を、平日のみ利用できる定期駐
車の利用者を募集します。

【利用期間】４月１日㈬～平成
28 年３月 31 日㈭※㈯㈰㈷お
よび 12 月 29 日㈫～平成 28
年１月３日㈰を除く

【利用時間】４時 30 分～翌１時
【募集台数】85 台（応募多数の
場合は抽選）
費１カ月１万円（税込）申２月１日
㈰～ 14 日㈯９時～ 21 時に、電
話でタイムズ 24 ㈱（☎ 0120・
02・8924）へ。

平成27年度要介護認定の
訪問調査員（臨時職員）

くらしのセミナー
酒まんじゅう作り

手話通訳者養成講習会
受講生（全 45 回）

野草観察
春の「大

おおけやき
欅」と丘陵・川辺の草花

ザマ・プロムナード・
コンサート

高座清掃施設組合
組合長ミーティング

海老名中央公園地下駐車場
定期駐車利用者

所得税と消費税
決算・確定申告個別指導会

◆ 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

問高齢介護課 ☎（235）4953

問地域自治推進課 ☎（235）4793

問障がい福祉課 ☎（235）4813

問教育総務課 ☎（235）4925

問座間市生涯学習課☎（252）8476 問高座清掃施設組合☎（238）2094

問駅周辺対策課 ☎（235）9676

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３月２日㈪〉

●国民健康保険税［９期］
●清掃手数料［12月・１月］
●市営住宅使用料［２月］
●保育所保育料［２月］
●介護保険料［９期］
●後期高齢者医療保険料［８期］
●小学校給食費[10期]

納付は、口座振替が便利です。

世帯数と人口
<平成27年１月１日現在>

※（　）内は前年同月（平成26年１月）
の値

●世帯数
52,933 世帯 （52,282 世帯）
● 人 口
 129,443 人 （129,191 人）
 男 65,001 人 （64,966 人）
 女 64,442 人 （64,225 人）

　「下水道作品コンクール」の
ポスターと書道、「土砂災害防止
に関する絵画」の、市内で応募
があった全作品を展示します。
日２月 10 日㈫～ 16 日㈪場市
役所１階エントランスホール

「下水道作品コンクール」
「土砂災害防止に関する絵画」
作品展
問下水道課 ☎（235）9618

　平成 26 年１月から、事業・
不動産・山林所得がある白色申
告の方の記帳と、帳簿書類の保
存が義務化されました。新たに
記帳などを行う方に向け、所得
税と消費税の決算・確定申告個
別指導会を開催します。詳細は、
一般社団法人大和青色申告会へ
お問い合わせください。
期２月２日㈪～３月
31 日㈫。所得税は
３月 16 日㈪まで。

問一般社団法人大和青色申告会
　☎（262）5111

中新田コミセンまつり
問地域自治推進課 ☎（235）4793

　施設を利用している団体の活
動発表や作品展示などを行い
ます。ぜひ、ご来場ください。詳
細は、中新田コミセン（☎231・
7438）にお問い合わせください。
日２月 22 日㈰９時 30 分～ 16
時 30 分場中新田コミセン

　本誌1月1日号10面「新しいごみ
処理施設の整備を進めています」の
①平成22年度年間ごみ焼却量、②平
成33年度までの目標削減率に誤りが
ありました。おわびして訂正します。
誤）① 9 万 9,000ｔ   ② 38％ 
正）① 7 万 3,000ｔ   ② 15％

リサイクルプラザ情報
問同プラザ☎（237）3196・㈫休館

　エコやリサイクルの促進のた
め、アイデアを提案するスタッ
フを募集しています。毎月１回の
ミーティングも実施。詳細は、同
プラザへお問い合わせください。

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。

傘の修理教室

ボランティアスタッフ募集


