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お知らせ

年末年始は自動交付機を
休止します
問窓口サービス課 ☎（235）4869

　12 月 29日㈪～平成 27 年 1
月 3 日㈯は、市庁舎南側入口前
の自動交付機を休止します。

年末年始は休館します
問地域自治推進課（コミセン・文化　　
　センター）☎（235）4793
　市民活動推進課（えびな市民活動　　
　センター）☎（235）4794

　12 月 29日㈪～平成 27 年 1
月３日㈯は、コミセン・文化セン
ター全12 館および、えびな市
民活動センターを休館します。

中小企業退職金共済制度
加入事業所に補助金を交付
問 商工課☎（235）4843

　次の要件を満たし、市内に事
業所を有する中小企業者に補助
金を交付します。

【要件】①中小企業退職金共済ま
たは特定退職金共済に加入して
いる②市税を完納している
申平成27年１月７日㈬までに、申
請書を直接商工課に提出してくだ
さい。申請書は、同課で配布または
市ホームページからダウンロード可。

事業を営む方は償却資産の
申告を
問 資産税課☎（235）8598

　市内で事業を営んでいる法人
および個人に、12 月初旬に申告
書を郵送しました。新たに事業
を始めた方などで申告書が届い
ていない場合は、至急、資産税
課へご連絡ください。申告期限
は、平成 27 年２月２日㈪です。
　なお、電子申告の受け付けも
しています。ぜひご利用ください。

講座
みんなで住みよいまちづくり
問えびな市民活動センター・ビナ　
　レッジ（交流館）☎（259）8116

　ボランティアや市民活動相談事
業の活用方法などを紹介する講
座です。
日平成 27 年１月 28 日㈬ 10 時
～12 時場えびな市民活動セン
ター・ビナレッジ（交流館）301
～303 会議室定先着 50人費無
料申12 月15 日㈪から、直接ま
たは電話でビナレッジへ。

「平山郁夫　シルクロードから
日本へ」展
問 綾瀬市生涯学習課
　 ☎ 0467（70）5670

　海老名市・綾瀬市・座間市の
文化振興プロジェクトの一環で
開催する、日本画家・平山郁夫
の絵画展です。日平成 27 年１
月 15 日㈭～ 28 日㈬９時～ 16
時 30 分場綾瀬市役所７階市民
展示ホール対海老名市・綾瀬市・
座間市に在住・在勤・在学の方
他本事業には、市町村振興宝く
じ「サマージャンボ宝くじ」の収
益金が充てられています。

募　集

避難行動要支援者名簿を
作成します
問高 齢 介 護 課☎（235）4951
　障がい福祉課☎（235）4813

普通救命講習〔Ⅰ〕〔Ⅲ〕

工業統計調査にご協力を

問消防総務課 ☎（231）0355

問ＩＴ推進課☎（235）4698

日〔Ⅰ〕平成 27 年１月 25 日㈰
13 時 ～16 時 〔Ⅲ〕１月 17 日㈯
13 時～16 時場南分署会議室
対市内在住・在勤の中学生以上
の方定各先着25人（事前申込制）
費無料他ＡＥＤ（※）を含めた心
肺蘇生法を実施し、修了した方に
は修了証を交付します。24 時間
受け付け。詳細は、消防総務課へ
問い合わせ、または市ホームペー
ジをご覧ください。
◆普通救命講習〔Ⅰ〕
心肺蘇生法とＡＥＤ（※）の使い方
を学ぶ講習。講習時間は３時間。
◆普通救命講習〔Ⅲ〕
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。
※…自動体外式除細動器

　工業の実態を明らかにするこ
とを目的に、従業員４人以上の全
ての製造事業所に対し、工業統計
調査を実施します。
　調査票は、12 月中旬から１月
にかけて統計調査員が直接配布、
または国から直接郵送されます。
提出する調査票は、統計法に基づ
き統計作成以外の目的には使用
されません。調査へのご協力をお
願いします。
　なお、調査に関する詳細は、県
統計センター事業所・工業統計
課（☎ 045・210・3221）へお
問い合わせください。

ふれあいランチをご一緒に
問 高齢介護課☎（235）4950

　小学校の給食を食べながら、
地域の方と交流しませんか。介護
予防健康講座も行います。
日平成 27 年１月 22 日㈭ 11 時
～12 時 30 分（受け付けは10 時
45 分から）場総合福祉会館対市
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
円申電話で高齢介護課へ。平成
27年１月９日㈮締め切り。抽選結
果は全員に通知します。

第27回国分寺台おはよう市場
問 同実行委員会☎（231）6745

日12 月21日㈰８時～９時 30 分
（予定）※雨天決行場国分寺台中
央商店街（大谷小学校東側付近）
内鮮魚・焼き鳥・野菜の販売、抽
選会など他駐車場には限りがあり
ます。徒歩または公共交通機関
でお越しください。

陸上自衛官
高等工科学校生徒
問 自衛隊厚木募集案内所
　 ☎（400）2486

　高等工科学校は、一般の高校
にはない魅力あふれるカリキュラ
ムで知・徳・体を学び、将来の陸
上自衛官を目指す学校です。詳
細は、自衛隊厚木募集案内所へ
お問い合わせください。
対平成 27 年４月１日現在、中卒

（見込み含む）～17 歳未満の男子
他全寮制（横須賀武山駐屯地内）、
学費無料。平成 27 年１月９日㈮
まで受け付け。

経営者保証に関する
ガイドラインを策定
問 中小企業基盤整備機構関東本部
　 ☎03（5470）1620

　中小企業・小規模事業の経営者
が、個人保証なしで金融機関から
融資を受けることができ、事業が
破綻しても一定の生活費などを残
すことができるガイドラインを策
定しました。詳細は、中小企業基
盤整備機構関東本部へ問い合わ
せ、または同整備機構ホームペー
ジをご覧ください。

◆インターネット放送局
問情報発信課 ☎（235）4574
市ホームページで公開中。最
新の番組はこちら。

【市長シティセールス】
　市長が語る、海老名の平成26年

【魅力紹介】
　地域の仲間と給食タイム
　ふれあいランチ

◆市公式フェイスブック
問情報発信課 ☎（235）4574

海老名の旬の情報をお知らせ
しています。平日2回更新中。

◆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。

◆ 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。

広報誌以外の情報発信

海老名市災害情報
@ebina_kikikanri

　災害対策基本法の改正に伴い、
これまでの要援護者名簿に代わ
り、避難する時に特に支援が必
要な方の情報を事前に支援者に
提供する「避難行動要支援者名
簿」を作成します。対象となる
方には、１月以降に通知します。
ご協力をお願いします。
対重度の要介護認定を受けた高
齢者・一定の等級以上の障害者
手帳を持つ方 

1 月
海老名おはなしたまてばこ
問教育指導課 ☎（235）4926

◆国分寺台文化センター・
　大谷公民館：お休み
◆上今泉コミセン：15 日㈭ 15
　時 40 分から
◆東建ニューハイツ集会室：　　　
　15 日㈭ 16 時 15 分から
◆杉久保第２自治会館：20 日㈫　
　10 時 30 分から

催　し

　本誌12月1日号14 面「市民活動推進
補助金制度説明会を開催」の電話番号に
誤りがありました。おわびして訂正します。
誤）☎（238）4794→ 正）☎（235）4794


