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募　集

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 8 月 31 日㈪〉

●市県民税（普通徴収）［２期］
●国民健康保険税［３期］
●清掃手数料［６・７月］
●下水道受益者負担金・分担金［２期］
●市営住宅使用料［８月］
●保育所保育料［８月］
●介護保険料［３期］
●後期高齢者医療保険料［２期］
●小学校給食費［４期］

納付は、口座振替が便利です。

世帯数と人口
<平成27年７月１日現在>

※（　）内は前年同月（平成26年７月）
の値

●世帯数
 53,292 世帯 （52,636世帯）
● 人 口
 129,714 人 （129,207 人）
 男 65,141 人 （64,907 人）
 女 64,573 人 （64,300 人）

　ひびきあう教育の推進に向け
て、海老名小・中新田小・有馬
中の授業づくりの実践発表と、
海老名市の教育について説明を
行います。
日８月 24 日㈪ 13 時 30 分～
16 時 30 分場文化会館大ホー
ル他手話通訳あり申氏名・参加
人数・連絡先を、電話またはファ
クスで教育指導課へ。８月 14
日㈮締め切り。

①いじめ防止標語
対市内在住の中学生内いじめ防
止に関する標語
②アイデアトーク
対市内在住の小学生内いじめ防
止に関する、教育支援センター・
えびりーぶのイメージキャラク
ター「さつきとわかば」の会話
※①②共通事項
他１人１作品、字数制限なし 
申教育支援センター・えびりー
ぶと教育指導課で配布する応募
用紙（市内小中学生には配布済
み）に記入し、直接または郵送で
教育支援センター・えびりーぶ
( 〒 243-0422 中 新 田 392-1)
へ。９月４日㈮必着。

平成27年度海老名市
ひびきあう教育研究発表大会

いじめ防止標語と
アイデアトーク 問教育指導課

　☎（235）4919 F（231）0277
問教育支援センター・えびりーぶ
　☎（234）8764 F（234)8763

①フッ素でブクブク
　むし歯予防教室
　歯科医師と歯科衛生士の指導
のもと、実際に汚れを色付けし
て行う歯みがきやブクブクうが
いなど、楽しく虫歯予防の実践
トレーニングを行います。
日８月 28 日㈮ 10 時～ 11 時
30 分（受け付けは９時 45 分か
ら）対年長児～小学校１年生と
その保護者定先着 15 組
②お弁当箱バイキング
　料理を自分の弁当箱に詰めな
がら、食事の量とバランスを考
えます。調理実習はありません。
日９月 15 日㈫９時 30 分～ 12
時（受け付けは９時から）対市内
在住・在勤の方定先着 30 人（事
前申込制）費500円持エプロン・
三角巾 ( バンダナ可 )・弁当箱・
布巾・手拭きタオル他１歳以上、
若干名の託児あり。要予約。
③食品衛生責任者養成講習会
日８月 21 日㈮ 10 時～ 17 時
場厚木商工会議所５階大会議室
対満 15 歳以上 ( 義務教育履修
中の方を除く ) で、原則として
日本語が理解できる方定先着
150 人内公衆衛生学・衛生法
規・食品衛生学費１万円 ( 受講
料 ) 持証明写真２枚 ( 縦４㎝×
横３㎝ ) 申８月 10 日㈪ 13 時
30 分～ 16 時に、厚木商工会議
所５階大会議室へ受講料と証明
写真を持参。他電話での申し込
み・事前予約不可。詳細は、厚
木地区食品衛生協会（☎ 222・
7643）へ。
※①②共通事項
場保健相談センター申８月３
日㈪から電話で健康づくり課
へ。他「えびな健康マイレージ
2015」対象事業です。

日８月 20 日㈭ 14 時～ 16 時
場市役所 701 会議室対市内在
住の方定先着 50 人講日本葬祭
アカデミー教務研究室・二村祐
輔氏費無料申８月３日㈪から、
直接または電話で地域自治推進
課（２階）へ。事前申し込み制。

①ペーパークラフトで
　あそぼう！
　１枚の紙がいろいろなものに変身します。
日８月 25 日㈫ 13 時 30 分～ 15 時場有馬図書館多目的室対小学生
定先着 15 人費 500 円持色えんぴつ・はさみ・定規
②こわいおはなし会
　こわいおはなしを聞いて夏を涼しく過ごしましょう。
日８月 26 日㈬ 18 時 30 分～ 19 時場有馬図書館多目的室対小学生
以上 ( 小学生は保護者同伴 ) 定先着 20 人
③夜の図書館きもだめし
　閉館後の図書館できもだめしをします。
日８月26日㈬19時15分～19時45分（19時有馬図書館エントランス
集合）対小学生以上（小学生は保護者同伴）定先着５組（１組６人まで）
※①②③共通事項
申８月１日㈯から直接または電話で有馬図書館へ。

　教科書採択の結果などを中心
に、市長と教育委員会が意見交
換を行います。どなたでも傍聴
できます。直接会場へお越しく
ださい。
日８月９日㈰ 10 時から場市役
所 401 会議室

　申し込みは不要です。当日、
直接会場へ。
日①８月21日㈮16時～16時
40分 ②８月22日㈯16時～16
時30分場有馬図書館多目的室 
内①「恐竜大進撃」②「スノー
マン」

　そば打ち体験を行う講座です。
日８月 22 日㈯ 13 時～ 15 時
場下今泉コミセン実習室対市内
在住・在勤の方定先着16人講三 
廻部 功氏費 800 円持エプロン・
三角巾申８月３日㈪（13日㈭～
16 日㈰は除く）から、直接また
は電話で下今泉コミセンへ。

　子育てでうまくいかないこと
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
を身に付ける全７回の講座です。
日９月 10 日・24 日・10 月８日・
22 日・11 月 ５ 日・19 日・12
月 17 日㈭ 10 時～ 12 時場市
役所７階会議室対市内在住で、３
歳～ 12 歳以下の子どもを持つ
保護者などで、全７回受講できる
方定 12 人（応募多数の場合は
抽選）費無料持筆記用具他簡単
な面接あり。託児要相談申８月３
日㈪から、直接または電話で子
育て支援課へ。８月 14 日㈮締
め切り。

日８月27日㈭10時～11時30分
場文化会館 351 多目的室対市
内在住・在勤の方定先着 40 人
講違法・有害情報相談センター・
桑子博行氏費無料申８月３日㈪
から、直接または電話で地域自
治推進課へ。

保健相談センターからの
お知らせ

消費生活講座
自分にあった葬儀の仕方

有馬図書館からのお知らせ

第３回総合教育会議を開催

夏休みスペシャルシネマ

第１回下今泉コミセン講座
「蕎麦打ち体験教室」

びなっこ育て練習講座「いっぽ」

くらしのセミナー
「インターネット・スマホで
起きる問題対処法および
子どもたちへの伝え方」

問健康づくり課 ☎（235）7880問地域自治推進課 ☎（235）4567
問有馬図書館 ☎（238）4646

問教育総務課 ☎（235）4916

問有馬図書館 ☎（238）4646

問同コミセン ☎（231）3750

問子育て支援課 ☎（235）4825

問地域自治推進課 ☎（235）4793


