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問問い合わせ　申申し込み

情報

平成25年度私立幼稚園
新入園児の募集時期
問子育て支援課☎（235）4824

　県内私立幼稚園関係団体の申
し合わせにより、下記の日程と
なっています。詳細は各園にお
問い合わせください。

【募集要項】
10月15日㈪から、各私立幼稚園
で配布。

【願書受け付け】
11月1日㈭から受け付け開始。
ただし、満3歳に達した幼児は
随時受け付け。

▼  お知らせ  ▼

障がい者虐待防止にご協力を
問障がい福祉課☎（235）4812

　10月１日㈪から、障害者虐待
防止法が施行されました。同法
では、障がい者への虐待を見過
ごさないよう、発見した方の通
報が義務となっています。
　また、虐待を未然に防ぐため、
介護の悩みや負担を一人で抱え
込まないよう、養護者への支援
についても重点が置かれていま
す。

【虐待の通報・相談】
障がい者虐待防止センター（障
がい福祉課内）平日８時30分～
17時15分（☎235・4812）

【相談】
障がい者相談支援事務所（わか
ば会館内）平日９時～17時受付。
地域活動支援センター「結夢」
（☎235・2704）、相談支援事務
所「びーなʼＳ」（☎292・1122）

▼  募　　集  ▼

史跡散策「大山街道
～海老名から小江戸厚木へ～」
問 �文化スポーツ課☎（235）4925

　小学生の参加は保護者同伴
で。歩きやすい服装でご参加を。
日11月10日㈯９時～12時（８時
50分集合）定先着50人費無料主
海老名史跡ガイドボランティア
の会・市申10月１日㈪～11月５
日㈪に、直接または電話で文化
スポーツ課へ。

【コース】
文化会館→七曲→厚木神社→熊
野神社→きりんど橋→本厚木駅

合併処理浄化槽を設置する方
に費用の一部を補助
問 �下水道課☎（235）9618

　市街化調整区域のうち、下水
道整備が相当期間見込まれない
区域で、家庭用の合併処理浄化
槽（10人槽以下）を設置する方
に、費用の一部を補助します。
補助条件や対象区域などの詳細
は、市ホームページを参照また
は下水道課にお問い合わせくだ
さい。

一般家庭の防火診断を実施
問消防署☎（231）0355

　実施対象地区にお住まいで、
事前に申し込みのあった住宅を
対象に実施します。3階建て以
上の集合住宅、店舗、事務所な
どは対象外になります。
▶対象地区　国分寺台地区・浜
田町地区
▶実施期間・時間　11月9日㈮
～15日㈭・９時～17時の間
▶申し込み　10月1日㈪～20日
㈯に、電話で消防署へ。24時間
受け付けます。

障がい者雇用促進奨励
補助金を交付
問 �商工課☎（235）4843

　障がい者の雇用安定と雇用促
進のため、障がい者を雇用して
いる市内の中小企業事業主に対
して補助金を交付します。詳細
は、市ホームページを参照また
は商工課へお問い合わせを。
▶申請期間　10月１日㈪～31日
㈬までに、商工課で配布の申請
書に必要事項を記入し提出。

海老名駅西口地区市街化区域
編入に係る都市計画案の縦覧
問 �市都市計画課☎（235）9391
　 県都市計画課☎045（210）6175

　区域区分、用途地域、地区計
画、土地区画整理事業、下水道
に係る縦覧です。

【縦覧および意見書提出期間】
10月12日㈮～26日㈮８時30分～
17時15分（㈯㈰除く）

【縦覧場所および提出先】
市都市計画課・県都市計画課（区
域区分以外の市決定案件につい
ては市都市計画課のみ）

インターネット放送局配信中

10月は違法駐車追放強化月間
問地域自治推進課☎（235）4789

　「ちょっとだけ　甘えが招く
　迷惑駐車」をスローガンに、
違法駐車と放置自転車、放置バ
イクを追放する運動を10月31日
㈬まで実施します。交通ルール
の遵守と駐車マナーの向上を心
掛け、安全な交通環境の確保に
努めましょう。

後納制度、10月1日から開始
国民年金保険料納付可能期間延長
問 �保険年金課☎（235）4596

　国民年金は、日本国内に居住
する20歳以上60歳未満のすべて
の方が加入する制度です。
　20歳から60歳に到達するまで
の40年間に、保険料を納められ
なかった期間がある場合や、資
格期間のない場合は、受給額が
少なくなったり、年金そのもの
を受給できなくなったりする場
合があります。
◎後納制度のご利用を
　10月１日㈪から、さかのぼっ
て保険料を納めることができる
期間が、10年間となる後納制度
が始まりました。対象は、平成
14年10月分以降の未納となって
いる保険料です。なお、この制
度で保険料を納付できる期間は
10月１日～平成27年９月30日と
なります。制度の詳細や申請方
法は、下記へお問い合わせを。
国民年金保険料専用ダイヤル
☎0570-011-050（ナビダイヤル）
※（050または070で始まる電話
番号の方は☎03-6731-2015）
厚木年金事務所☎223-9082

交通安全・防犯・防火ポスターと
交通安全・防犯標語の入賞作品を展示
問 �地域自治推進課☎（235）4789

日10月16日㈫～21日㈰８時30分
～17時15分場市役所エントラン
スホール他防火ポスターは、21
日㈰のみの展示となります。

生産緑地地区の変更に係る
都市計画案の縦覧
問 �都市計画課☎（235）9391

【縦覧および意見書提出期間】
10月12日㈮～26日㈮８時30分～
17時15分（㈯㈰除く）

【縦覧場所および提出先】
都市計画課

地元で買ってラッキーチャンス！
問 実行委員会（海老名商工会議所内）
　 ☎（231）5865

　実施期間中、店舗ごとに設定
した金額以上の買い物をした際
に、豪華賞品が当たる抽選券を
配布します。指定応募箱に投函
してください。抽選券の配布は、
無くなり次第終了となります。
参加店舗は、店頭ポスターとピ
ンク色ののぼりが目印です。
期10月1日㈪～31日㈬ 他 賞品
は、東京ディズニーランド１ｄ
ａｙパスポート、参加店舗で使
用できるお買い物券、交流都市
の白石市・登別市の特産品など。
当選発表など詳細は、電話で問
い合わせまたは、海老名商工会
議所ホームページをご覧くださ
い。
http://www.ecci.or.jp/

えびな市民まつり
東日本復興支援チャリティー結果
問 �同実行委員会事務局☎（235）4794

　グッズ販売やチャリティーT
シャツの販売、募金などをあわ
せ、総額36万945円の寄付金が集
まりました。今回の寄付金は、宮
城県白石市および日本赤十字社
を通じて東日本大震災の被災地
に2分の１ずつ寄付されます。
ご協力ありがとうございました。

社会福祉協議会より
問同協議会☎（232）1600

【出張ボランティアセンター】
　ボランティア活動をより身近
に感じ、親しんでもらえるよう、
ボランティア情報の提供や相談
などを行っています。
場門沢橋コミセン：毎月第2㈬、
柏ケ谷コミセン：毎月第３㈭い
ずれも13時30分～16時

【土曜ぼらサロン】
　大道芸（ジャグリング･風船な
ど）の体験ができるイベントで
す。日10月13日㈯14時～16時場
総合福祉会館対市内在住･在勤
の小学生以上の方定先着10人費
無料申10月１日㈪から、電話で
同協議会へ。

市総体卓球の部
問 �文化スポーツ課☎（235）4927

日10月28日㈰９時～場海老名運
動公園体育館対市内在住・在勤
の方、年齢不問費200円申住所・
氏名・年齢・電話番号・希望す
る区分（下記参照）を記入し、
ファクスで市卓球協会・井出（薨
231・6935）へ。10月22日㈪17
時まで受け付け。
【男女別 ・ 年齢別シングルス戦】
① 30歳未満 ⑥ 65～69歳
② 30～39歳 ⑦ 70～74歳
③ 40～49歳 ⑧ 75～79歳
④ 50～59歳 ⑨ 80歳以上
⑤ 60～64歳

くらしのセミナー「ジェネリッ
ク医薬品について学ぼう！」
問 �地域自治推進課☎（235）4793

日10月26日㈮14時～16時場文化
会館351会議室対市内在住、在
勤の方定先着40人講県薬務課職
員費無料持筆記用具申10月３日
㈬から、直接または電話で地域
自治推進課へ。

平成24年度合同就職説明会
就活in海老名
問 �海老名商工会議所☎（231）5865

　キャリアカウンセラーによる
就職相談も同時開催します。
日11月６日㈫13時～17時場ザ・
ウィングス海老名対平成25年３
月卒業予定の学生および中途求
職者費無料他申し込み不要。直
接会場へ。

健康食品安全・安心セミナー
問地域自治推進課☎（235）4567

　健康食品を用いる場合の注意
点などを聞くセミナーです。
日10月30日㈫14時～15時30分場
市役所703会議室対市内在住の
方定先着40人講県衛生研究所主
任研究員・熊坂謙一氏費無料他
保育あり（事前申込制、2歳～
就学前10人）申10月1日㈪から、
電話で地域自治推進課市民相談
係（2階）へ。


