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募　集

　「思春期からの子育て」をテー
マにした講演のほか、非行防止啓
発ポスター入賞者表彰式も実施
します。申し込みは不要です。当
日、直接会場へお越しください。
日 11 月８日㈯ 13 時 30 分～
16 時 30 分場市役所 401 会議
室 講日本女子大学カウンセリン
グセンター准教授・北島歩美氏
費無料

　専門相談員が無料で相談に応
じます。
日 11 月 22 日㈯ 13 時～ 17 時
場市役所 706 会議室定 15 人
内昭和 56 年５月 31 日以前に
建築確認を受け建築工事に着手
した、２階建て以下の在来工法
による木造住宅についての相談
申 11 月４日㈫から、電話で都
市計画課へ。11 月 12 日㈬締め
切り。

　講演のほか、地域包括支援セ
ンターやケアマネジャー、訪問
看護など、在宅医療や介護にか
かる関係機関の紹介などを行う
シンポジウムです。
日12月６日㈯14時～16時30分

（介護ロボットの展示は13時か
ら）場えびな市民活動センター・
ビナレッジ（交流館）定先着150
人（事前申込制）内①「高齢社会
における地域包括ケアシステム
と在宅医療」（講師＝海老名市医
師会会長・田中昭太郎氏）②「ロ
ボット特区の取り組みについて」

（講師＝県産業振興課・さがみ
ロボット産業特区推進センター
長・依田孝志氏）費無料申11月
４日㈫から、電話（平日８時30
分～17時）で同医師会事務局
へ。他同医師会、海老名市在宅
医療介護連携協議会共催。

　申し込みは不要です。当日、
直接会場へお越しください。
日 11 月 20 日㈭ 13 時 50 分～
16 時 40 分場文化会館小ホー
ル内①発表「アリマンピック
2014 イベント型体力テスト 子
どもと保護者のかかわり」（講師
＝有馬小ＰＴＡ会長・西塚日出
希氏）②講演「小・中学生が元
気に育つ食生活のヒント～簡単
ごはんのコツ～」（講師＝管理栄
養士・岡本正子氏）費無料

日本オストミー協会
オストメイト相談会・健康教室

第10回
えびな・この街でくらそう

高齢者生きがい教室
「中国語入門教室」（全６回）

家庭と地域の教育を考える
つどい

大地震への対策はお済みですか？
第４回木造住宅耐震相談会

第10回市民公開シンポジウム
「高齢社会における在宅医療、介護」

第41回海老名市
学校保健研究協議会

◆ 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

リサイクルプラザ情報

問同協会神奈川支部
　☎0466（45）4216

問障害者第三デイサービスセンター
　☎（232）3893

問高齢介護課 ☎（235）4950
　海老名市シルバー人材センター
　☎（237）3001

問教育指導課 ☎（235）4926

問都市計画課 ☎（235）9392

問海老名市医師会 ☎（234）3241

問学校教育課 ☎（235）4921
問同プラザ☎（237）3196・㈫休館

日 11 月 16 日㈰ 13 時 30 分～
16 時 30 分場相模原市大野南公
民館対人工肛門・人工膀胱保有
者とその家族など費無料他詳細
は、同協会へお問い合わせくだ
さい。

　自主制作作品の展示・販売の
ほか、模擬店も出展します。
日 11 月３日㈪㈷ 10 時～ 15 時
場海老名中央公園

日 11 月 20 日～ 12 月 25 日の
毎週㈭ 10 時～ 12 時場高齢者
生きがい会館対市内在住の 60
歳以上で全日程参加できる方（初
めての方を優先）定 15 人（応募
多数の場合は抽選）講徐 菲莉氏
費 1,296 円（教材費）持筆記用
具申往復はがき（１人１枚）に、
住所・氏名・ふりがな・年齢・
電話番号を記入し、〒243-0410
杉久保北２- ３- ４高齢者生きが
い会館「中国語入門教室」係へ。
11 月 10 日㈪必着。

日11月16日㈰９時30分～12時

▲まつりではフリーマーケットも

日毎月第２・４㈰10時～14時
申実施日の３日前までに電話で
同プラザへ。

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。

リサイクルプラザまつり

傘の修理教室

催　し

今月の納税・納付
〈納期限12月１日㈪〉

●国民健康保険税［６期］
●市営住宅使用料［11月］
●保育所保育料［11月］
●介護保険料［６期］
●後期高齢者医療保険料［５期］
●小学校給食費［７期］

納付は、口座振替が便利です。

世帯数と人口
<平成26年10月１日現在>

※（　）内は前年同月（平成25年10月）
の値

●世帯数
 52,720 世帯 （52,171世帯）
● 人 口
 129,259 人 （129,037 人）
 男 64,942 人 （64,894 人）
 女 64,317 人 （64,143 人）

第７回ふれあいランチ

第５回ふれあい農業まつり

第４回商工フェア

年末調整等説明会

問高齢介護課 ☎（235）4950

問同実行委員会 ☎（231）1771

問同実行委員会 ☎（231）5865

問大和税務署 ☎（262）9411
　市民税課 ☎（235）8594

　食の創造館で作った温かい給
食を食べながら、地域の仲間と
楽しいランチタイムを過ごしま
せんか。
日 12 月 11 日㈭ 11 時～ 12 時
30分（受け付けは10時45分か
ら）場杉久保コミセン対市内在
住の 65 歳以上で、１人で食事を
取ることが多い方定 50 人（定員
を超えた場合は抽選）費300円
申 11 月 25 日㈫までに、電話
で高齢介護課へ。他結果は全員
に通知し
ます。

　農産物品評会直売会、新鮮野
菜や花き販売のほか、ポン菓子
や豚汁、卵つかみ取りコーナー
などもあります。ぜひご来場く
ださい。
日 11 月 23 日㈰㈷９時～ 13 時
30 分場 JA さがみ海老名グリー
ンセンター

　市内で事業を営む皆さんが
持っている技術や、地元の味を
紹介します。ステージイベント
も予定していますので、ぜひご
来場ください。
日11月24日㈪ 10時30分～
15時30分（荒天中止）場海老
名中央公園

　源泉徴収事務担当者を対象と
した、平成 26 年分の給与所得
に関する年末調整の方法などの
説明会です。
日 11 月６日㈭ 13 時 30 分～
16 時（13 時から受け付けおよ
び用紙配布開始）場文化会館大
ホール

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


