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募　集

　子育てで、うまくいかないと
感じることはありませんか。し
つけを変えると親子関係も変わ
ります。親子のコミュニケー
ションスキル（概略版）を身に
付けましょう。
日７月６日㈪10時～12時場市
役所401会議室対市内在住・在
勤の３歳～12歳の子を持つ保
護者など定先着30人講市職員
など費無料持筆記用具申６月３
日㈬から、電話で子育て支援課
へ。

　岩手県大船渡地域の方言「ケ
セン語」の第一人者、山浦玄嗣
氏の講演会です。日６月 21 日
㈰14時～15時30分場門沢橋
コミセン学習室１定 40 人講医
師・言語学者・詩人・作家・山
浦玄嗣氏費無料申６月 1 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
者に委託する業務の一環として
実施するものです。

　今秋の〝まち開き〟に向けて
工事が進む海老名駅西口土地区
画整理に伴い、上郷地区の一部
で住居表示を実施、６月15日
㈪に「扇

おうぎちょう
町」が誕生します。詳細

は住宅公園課にお問い合わせく
ださい。

日７月８日㈬９時 30 分～ 12
時 30 分 ( 受け付けは９時から )
場保健相談センター２階栄養指
導室対市内在住・在勤の方(事前 
申込制)定先着30人内講話と調
理実習費500円持エプロン・三
角巾(バンダナ可)・布巾・手拭
きタオル・筆記用具・健康マイ
レージポイントカード(お持ち
の方）他１歳以上、若干名の託児
あり。要予約。なお、この事業は 

「えびな健康マイレージ2015」
の対象です。申６月１日㈪から、
電話で健康づくり課へ。

　市民の学習活動を支援する生
涯学習ボランティアを募集しま
す。生涯学習を通じて、学ぶ楽
しさ、教える喜びを共に分かち
合う地域づくりを目指しません
か。詳細は、市民活動推進課へ
お問い合わせください。

ＣＳＰ（コモンセンス・ペアレンティング）
で子育てしませんか

講演会「日本人の原郷に生きる」
～ケセン語訳聖書と

「ナツェラットの男」～

新たに「扇
おうぎちょう

町」が誕生
～海老名駅西口土地区画整理地区～

ヘルシークッキング
～ヘルシーでバランスのよい料理とは～

平成 27 年度
生涯学習ボランティア登録

◆ 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

問子育て支援課 ☎（235）4825

問有馬図書館 ☎（238）4646

問住宅公園課 ☎（235）9604

問健康づくり課 ☎（235）7880

問市民活動推進課 ☎（235）4794

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

食育展

甲種防火管理新規講習

都市計画説明会を開催

消防運営審議会委員

問健康づくり課 ☎（235）7880

問予防課 ☎（231）0968

問都市計画課 ☎（235）9391

問消防総務課 ☎（231）5153

　６月の食育月間に合わせ、市内
で行っている食育事業の紹介・展
示を行う「食育展」を開催します。
日６月15日㈪～26日㈮８時30
分～17時15分（最終日は15時
まで）場市役所１階エントランス
ホール

　甲種防火管理者の資格を取得
するための講習です。
日７月６日㈪・７日㈫ 場オー
クラフロンティアホテル海老名 
定先着 250 人他詳細は、日本
防火・防災協会ホームページを
ご覧ください。Hhttp://www.
n-bouka.or.jp/

　第７回線引き見直しに関わ
る、市の申し出案などについて
都市計画説明会を開催します。
日６月14日㈰10時～11時場市
役所401会議室

　消防行政の運営に関する重要
事項の調査・審議を行います。
対市内在住で、平成 27 年 4 月
1 日現在 20 歳以上の方 ( 公職
の方を除く ) 定 2 人任 8 月１日
～ 平 成 29 年 7 月 31 日 (2 年
間 ) 申応募用紙と「海老名市の
消防に期待すること」をテーマ
に 400 字程度にまとめた小論
文を直接消防総務課へ。応募用
紙は、同課で配布または市ホー
ムページからダウンロード可。
６月 30 日㈫締め切り。

農地パトロールの実施に
ご協力を

漏水調査にご協力を

問農業委員会事務局
　☎（235）4907

問海老名水道営業所工務・配水課
　☎（234）4111

　農地を守るため、農業委員会
では市内全農地のパトロールを
行っています。農業委員などが
直接農地に立ち入り、調査を行
う場合もありますので、皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
　耕作放棄地は近隣へ悪影響を
及ぼす原因になりかねません。
所有者の方は、除草や病害虫の
駆除など、農地の適正管理をお
願いします。

　６月上旬～ 9 月下旬の期間、
水道管の水漏れを発見するた
め、道路や宅地内水道メーター
付近の漏水調査を行います。重
要な水道管を埋設している道路
などでは夜間調査も行いますの
で、皆さんのご理解とご協力を
お願いします。
　なお、調査員は顔写真入りの
身分証明書を携行し、腕章を着
用しています。

【対象地域】
今里・今里１～３丁目・門沢橋・門
沢橋１～６丁目・上河内・社家・中
河内・中野・本郷・杉久保・杉久保
北１～５丁目・杉久保南１～５丁目

お知らせ

▲食育活動を紹介

世帯数と人口
<平成27年５月１日現在>

※（　）内は前年同月（平成26年５月）
の値

●世帯数
53,096 世帯 （52,548 世帯）
● 人 口
 129,506 人 （129,220 人）
 男 65,031 人 （64,931 人）
 女 64,475 人 （64,289 人）

今月の納税・納付
〈納期限 6 月 30 日㈫〉

● 市県民税(普通徴収)［１期］
● 国民健康保険税［１期］
● 清掃手数料［４月・５月分］
● 下水道受益者負担金・分担金 
　　　　　　　　　　　［１期］
● 市営住宅使用料［６月］
● 保育所保育料［６月］
● 介護保険料［１期］
● 小学校給食費［２期］

納付は、口座振替が便利です。

　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

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


