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～消費生活講座～
地震保険・火災保険
知っておきたい10のポイント
問 �広聴相談課 ☎(235)4567
日２月20日㈪13時30分～15時30
分場市役所附属棟Ｄ会議室対市
内在住の方定先着40人講生活設
計塾クルー取締役・清水香氏費
無料他２歳～就学前までの保育
あり（事前申込制。定員10人）
申2月１日㈬から、直接または
電話でお申し込みを。
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平成24年度学校体育館使用団体
登録・更新の申請を受け付けます
問教育総務課☎(235)4916

　この登録は年度単位です。今
年度すでに登録している団体で
も、更新申請をしてください。
詳細はお問い合わせを。
対市内在住・在勤・在学の方で
構成し、市内で継続的にスポー
ツ活動をしている団体（代表者
は市内在住の成人）申２月１日
㈬～24日㈮に、教育総務課で配
布の申請書（市ホームページか
らダウンロード可）を、同課へ
提出してください。

自動交付機休止
問 �市民課☎(235)4869

　２月11日㈯㈷、市庁舎南側玄
関横に設置の自動交付機は、庁
舎内電気設備点検作業のため利
用できません。

下水道運営審議会委員を募集
問 �下水道課☎(235)9617

定４人任４月１日～26年３月31
日申２月６日㈪～29日㈬に、下
水道に関することおよび応募の
動機について400字程度にまと
めた原稿に、住所・氏名・生年
月日・電話番号・職業を明記し、
下水道課へ郵送または持参して
ください。資格などの詳細は、
市ホームページ参照またはお問
い合わせを。

平成24年度総合福祉会館
利用登録の申請を受け付けます
問社会福祉協議会☎(235)0220

　登録を希望する団体は、社会
福祉協議会（市役所１階）で配
布の申請書を、同会へ提出して
ください。

資源の持ち去りは
条例違反です
問 �資源対策課☎(235)4923

　市では、ごみ集積所から資源
物を持ち去ることを禁止し、違
反者に罰金を科する規定を設け
ています。持ち去りを行った者
には、書面による警告・禁止命
令を行っています。また、持ち
去りをやめない悪質な者は、処
罰されることがあります。

～景観講座～リフォームをお考えの方に！
失敗しない！家の塗装と色選び
問 �都市整備課☎(235)9605

　家の外壁を塗り替えるときの
知識や色選び、美しく魅せるコ
ツを学びます。
日２月15日㈬14時～16時場市役
所401会議室定先着30人講関西
ペイント㈱・宮川理香氏、関西
ペイント販売㈱・高橋利彰氏申
2月１日㈬から、直接または電
話・ファクス（233・9118）・市
ホームページでお申し込みを。

北部公園屋内プール休館
問 �文化スポーツ課☎(235)4927

　２月８日㈬～29日㈬、各設備・
システム保守点検などのため休
館します。

市内の中小企業退職金共済制度
加入事業者に補助金を交付します
問 �商工課☎(235)4843

▶補助条件
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２月17日㈮までに、商工課で
配布の申請書に、退職金共済手
帳（緑色）および掛け金支払い
が確認できる写しを添付し、同
課へ提出してください。

海老名市森林整備計画の
変更案を縦覧します
問 �農政課☎(235)4844

　同案について意見のある方
は、期間中、市長への意見書を
提出できます。
▶縦覧期間　２月１日㈬～３月
１日㈭８時30分～17時15分（㈯
㈰除く）※縦覧場所・意見書提
出先は農政課。

平成24年度市コミュニティバスの有料広告を募集します
問 �駅周辺対策課☎(235)9676

対市内または市外に事務所を有する企業や事業者・団体など期４月１
日～平成25年３月31日（※回数券は作成後販売開始～完売まで）申２
月14日㈫までに駅周辺対策課へ。
※掲載条件などの詳細は、市ホームページを参照または同課へお問い
合わせを。

平成24年度非常勤職員の
登録者を募集
問 �高齢介護課☎(235)4950

　介護予防に関する教室や、家
庭訪問などに従事する、保健師
および歯科衛生士を募集します。
申２月20日㈪までに、履歴書に
資格を証明する免許証の写しを
添付し、高齢介護課へ持参して
ください。

～庭木の手入れをしませんか～
庭木剪定講習会
問 �公園緑地課☎(235)9488

　市緑化推進協議会の会員が、
簡単にできる庭木の剪定法を教
えてくれます。
日２月25日㈯９時30分～11時30
分場今福薬医門公園対市内在
住・在勤・在学で15歳以上の方
定先着20人費無料申2月1日㈬
から、直接または電話でお申し
込みを。

海老名警察署からのお願い ～緊急時にあなたを守る110番～
問 �警察総合相談☎045(664)9110

　110番は、警察への緊急通報手段です。ひったくり・交通事故な
ど緊急性のある事件事故は、その場で慌てず冷静に110番通報をし
てください。
　緊急性のない「交通相談」などは、『＃9110番（総合相談）』へお
願いします。

▶車内

掲載場所 規格
縦×横（㍉）

掲載料／月
（１スペース） 材質 募集枠

車内表示枠 300×500 1,000円 紙など ４枠
▶回数券

掲載場所 規格
縦×横（㍉） 掲載料 色 募集枠

回数券表紙
（表・裏各1箇所）

表 30×50
裏 50×50

150,000円
（1,000冊）

墨一色
※表紙の色は
指定の色見本
から選択

３枠
（1,000冊単位
で募集）

～入場無料です。直接会場へ～
第３回県央ものづくり交流会
問 �商工課☎(235)4843
日２月16日㈭10時～17時30分場
市民ギャラリー内市内および近
隣市企業44社の技術・製品の紹
介、各種相談など

【ミニセミナー】「中小企業の海外
進出について」＝ジェトロ職員
【特別講演】「強みを活かせ！～
ものづくりの生き残り戦略～」
＝㈱イドム・小出宗昭氏

～さまざまな処理機が大集合～
生ごみ処理機展示説明会
問 �資源対策課☎(235)4923

　有馬図書館で開催中の環境関
連展示「ISO14001海老名市の
取り組み」に出品中の生ごみ処
理機の展示説明会です。お気軽
にご来場ください。
日２月７日㈫～８日㈬９時30分
～15時場有馬図書館・門沢橋コ
ミセン

新入学児童運動能力測定
問 �文化スポーツ課☎(235)4927

　昨年度、震災の影響で測定が
中止となった新２年生の参加も
受け付けます。運動のできる服
装でご参加ください。要保護者
同伴。
日３月11日㈰９時～12時場海老
名運動公園総合体育館定200人
費無料持体育館履き・筆記用具
申２月29日㈬までに、住所・電
話番号・児童の名前・性別を、
直接または電話・ファクス（233・
9118） でお申し込みを。

【測定種目】
①25メートル走②立ち幅跳び③
テニスボール投げ④両足連続跳
び越し⑤後方ハイハイ走

マンション・ビルなどの
塗り替え時には景観の届出を
問 �都市整備課☎(235)9605

　市では、良好な景観を保つた
め、景観法、市景観条例に基づ
く届出制を実施しています。一
定規模以上の建築物などを建て
る場合や、外壁色を変更する場
合は、その場所にあった色彩を
選ぶなど、景観についての基準
に合うように計画し、同課へ届
け出てください。

～火災を1件でも減らすために～
一般家庭の住宅防火診断
問 �消防署☎(231)0355

　上郷・下今泉・望地・柏ケ谷
地区の一般家庭を対象に、防火
や火気使用状況などの診断を実
施します。
日３月１日㈭～15日㈭９時～12
時、13時～15時費無料他３階建て
以上の集合住宅・店舗・事業所
などは除きます。申２月１日㈬
～20日㈪に、電話でお申し込みを。

～大地震への対策はお済みですか～
第４回木造住宅耐震無料相談会
問 �都市計画課☎(235)9392
日２月18日㈯13時～17時場市役
所附属棟Ｂ・Ｃ会議室定15人※
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
木造住宅が対象。申2月1日㈬～
10日㈮に、電話でお申し込みを。

～くらしのセミナー～
キムチのたれを作ろう
問 �市民協働課☎(235)4793
日２月22日㈬13時30分～15時30
分場文化会館調理室対市内在
住・在勤の方定先着30人（定員
になり次第締め切り）講海老名
市地域婦人団体連絡協議会費

1,000円持三角巾・エプロン・
筆記用具申2月６日㈪から、直
接または電話でお申し込みを。

お子さんの
体力・運動能力を
知る機会です。
ぜひ、ご参加を。


