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お知らせ

マンション建て替え・敷地売却
相談窓口「住まいるダイヤル」

なるほど！
遺言・相続セミナー

問住宅公園課☎（235）9606

問有馬図書館☎（238）4646

　専門相談員が電話で相談に応じま
す。受け付け時間は、㈯㈰㈷年末年
始を除く㈪～㈮10 時～17時です。
◎住まいるダイヤル（ナビダイヤル）
☎ 0570（016）100
Hhttp://www.chord.or.jp

　平成 27年から施行された相続
税・贈与税の税制改正を含め、相
続について弁護士が説明します。
日４月 25 日㈯ 11時 30 分～12
時 30 分場門沢橋コミセン学習室
1定40人講弁護士・坂本真史氏
費無料申４月15日㈬から、直接
または電話で有馬図書館へ。他本
事業は市が指定管理者に委託する
業務です。

募　集

　ことし 10 月 1 日㈭、全国一斉
に国勢調査が実施されます。
　市では現在、8 月下旬～ 10 月
下旬の調査期間中に、市内の一定
区域（調査区）内の対象世帯の訪
問、調査票の配布・回収・点検な
どを行う国勢調査員を募集して
います。調査員の登録は随時受け
付け中です。詳細は、直接または
電話で IT 推進課へお問い合わせ
ください。
　なお、県登録調査員やすでに申
し込みをしている方は、新たに申
し込む必要はありません。
対市内在住・在勤の 20 歳以上の
健康な方で、説明会などに参加で
き、責任をもって調査事務を遂行
できる方。税務・警察・選挙事務
などに直接関係のない方
他調査員には調査後に報酬が支
払われます。

普通救命講習
問 警防課☎（231）0355

ご寄付ありがとう（敬称略）

平塚信用金庫／
児童図書 10 万円相当

①普通救命講習〔Ⅲ〕
日５月 23 日㈯９時～12 時場北
分署会議室対市内在住・在勤の
中学生以上の方定先着 25 人（事
前申込制）内主に小児・乳児・新
生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。
②親子普通救命講習〔Ⅰ〕
日５月 30 日㈯９時～12 時場消
防本部会議室対市内在住の小学校
４・５・６年生と保護者定先着10
組 20人（事前申込制）内心肺蘇
生法と AED（※）の使い方を親子
向けに講習。講習時間は３時間。
▼①②共通事項
費無料他修了者には修了証（親
子普通救命講習に参加のお子さ
んにはジュニア修了証）を交付
します。24 時間受け付け。詳細
は、警防課へ問い合わせまたは
市ホームページをご覧ください。
※…自動体外式除細動器 農地台帳を作成・公開

問農業委員会事務局☎（235）4907

　農地法に基づき、農地に関す
る情報を記録した農地台帳を作
成しました。
　農地台帳は、法令で定められ
た項目のみ農業委員会事務局窓
口または「全国農地ナビ」ホー
ムページで公開します。詳細は、
同事務局へお問い合わせくださ
い。
Hhttp://www.alis-ac.jp/

①【らくらく工房／刃物研ぎ教室】
日５月 16 日㈯持家庭用の包丁
１本
②【らくらく工房／家具の廃材
で小物入れ付き踏み台作り】
日５月 30 日㈯持金づち・のこ
ぎり・小刀などの日曜大工セッ
ト（材料はプラザで準備します）
他大人向けの講座です。親子で
の参加も可能です。
※①②共通事項
時９時 30 分～ 12 時場リサイ
クルプラザ研修室定20 組（応
募多数の場合は抽選）申往復
はがきに、住所・氏名・年齢・
電話番号・講座名を、返信用
表面に住所・氏名を記入し、
〒 243-0418 大谷南５- ７-35
リサイクルプラザ「〇〇〇」係
へ。４月 25 日㈯消印有効。

【再生自転車抽選販売】
日５月８日㈮～10 日㈰９時 30
分～17 時 ※㈰は 11 時まで
費１台 4,000 円～ 8,000 円（別
途防犯登録代 500 円）

【再生家具抽選販売】
日５月 2 日㈯～ 9 日㈯ 9 時 30
分～ 17 時 ※再生自転車・再
生家具とも、応募多数の場合は
10 日㈰に抽選。

合併処理浄化槽設置費用を
一部助成
問下水道課 ☎（235）9618

　市街化調整区域のうち下水道
整備が相当期間見込まれない区
域の住宅で、単独処理浄化槽や
くみ取り式便槽から合併処理浄
化槽（10 人槽以下）に替える方
で、家屋の新築・改築・増築を
伴わない場合を対象に、設置費
用の一部を補助します。
　補助を希望する方は、事前に
下水道課へご相談ください。

◆えびなメールサービス 
問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。

◆災害情報ツイッター
問危機管理課 ☎（235）4790

災害発生時などに市の情報を
発信します。

海老名市災害情報
@ebina_kikikanri

悪質な投資勧誘にご注意を
問財務省関東財務局☎048（613）3952

　「上場確実」や「元本保証」など
をうたう詐欺的な投資勧誘被害
が高齢者を中心に多発していま
す。もうけ話やよく分からない
商品は安易に信用せず、電話勧
誘などにもその場で応じないで
ください。怪しいと思った場合
は、すぐに相談してください。
他相談は下記連絡先でも受け付
けています。
◎消費生活センター
☎（292）1000
◎神奈川県警察悪質商法 110 番
☎ 045（651）1194

パソコン講座
「エクセルによる家計簿と
グラフの作成（初心者コース）」
問海老名市シルバー人材センター
　☎（237）3001

日５月 16 日㈯・17 日㈰ 13 時
30 分～ 16 時 30 分場高齢者生
きがい会館対両日参加可能な市
内在住の 60 歳以上で、エクセ
ルソフトが入ったノートパソコ
ンを持参できる方定20 人（応
募多数の場合は抽選）費2,000
円（教材費など）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-
0410 杉久保北 2-3-4 海老名市
シルバー人材センター「パソコ
ン講座」係へ。５月７日㈭必着。

平成 27 年度優良運転者
表彰に伴う自主申請
問海老名市交通安全協会事務局
　☎（232）3355

　優良運転者の自主申請の受け付
けを行います。対海老名市交通安
全協会会員で15 年・20 年無事故
無違反の方持運転免許証・印鑑・
交通安全協会会員証・証明手数料
630 円申５月20 日㈬までに、直
接同協会事務局へ。

催　し

プレミアム付き商品券
使用可能店舗の登録
問海老名商工会議所☎（231）5865

　ことし６月下旬に海老名商
工会議所で販売予定の、20％
のプレミアム付き商品券（1 冊
１万円／額面１万 2,000 円）
を使用できる市内店舗を募集し
ています。登録方法などの詳細
は、海老名商工会議所へ問い合
わせまたは同会議所ホームペー
ジをご覧ください。同商品券の
詳細は、本誌５月１日号でお知
らせします。対市内で小売業な
どを営む全店舗申直接または電
話で同会議所へ。

有馬図書館の催し

問有馬図書館☎（238）4646

　申し込みは不要です。直接有
馬図書館へお越しください。
①【リサイクル市】
　子どもの本を中心に無料のリ
サイクル市を開催します。
日４月 25 日㈯９時から（本が
無くなり次第終了）
②【特別おはなし会】
　パネルシアターや絵本・紙芝
居などを行います。
日４月 26 日㈰ 11 時～ 11 時
30 分
③【親子で楽しむわらべうた】
　手遊びやわらべうたを楽しみ
ましょう。
日４月 26 日㈰ 14 時 30 分～
15 時
対未就園児と保護者
④【影絵の世界にいらっしゃい】
　影絵を使っておはなしやシル
エットクイズを行います。
日４ 月 29 日 ㈬ ㈷ 15 時 ～ 15
時 30 分

リサイクルプラザ情報
問同プラザ☎（237）3196 ㈫休館

国勢調査の調査員
問 IT 推進課 ☎（235）4698




