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教育委員会とフリースクール
等による不登校相談会

第38回
たた
新春はやし叩き初め大会

神奈川障害者職業能力開発校
４月入校生

問県子ども教育支援課
☎ 045
（210）
8292

問 教育総務課 ☎
（235）
4925

問 神奈川障害者職業能力開発校
☎042
（744）
1243

事前申し込みは不要です。直
接会場へ。日２月４日㈯13時～
16時30分（受け付けは12時30
分から）場平塚市教育会館（平塚
市浅間町12-41）対不登校で悩
む児童・生徒および保護者、学
校関係者など費無料

世帯数と人口
<平成28年12月１日現在>
（ ）
内は前年同月
（平成27年12月）
の値
※

市内のまつりばやし保存会
17団体による叩き初め大会で
す。当日は、海老名市地域婦人
団体連絡協議会による「大黒舞」
の披露も予定しています。事前
申し込み不要。当日、直接会場
へ。
日１月29日㈰10時～15時45分
場総合福祉会館費無料主海老名
市はやし保存連絡協議会・市教
育委員会

●世帯数

54,216 世帯
（53,491 世帯）

●人口

130,680 人（130,239 人）
男 65,745 人 （65,603 人）
女 64,935 人 （64,636 人）

今月の納税・納付

〈納期限 1 月 31 日㈫〉
● 市県民税
（普通徴収）
［４期］
● 国民健康保険税
［８期］

● 下水道受益者負担金・分担金

［４期］

● 市営住宅使用料
［１月］
● 保育所保育料[１月]
● 介護保険料[８期]

● 後期高齢者医療保険料[７期]
● 小学校給食費
［９期］

● 中学校給食費
［随時］

納付は、口座振替が便利です。

▲会場に響くおはやしの音

キッズ・ミート・ストーリー
問 中央図書館 ☎
（231）
5152

日本や世界の名作・昔話・図
書館スタッフお薦めのストー
リーを楽しむおはなし会です。
直接、４階キッズライブラリー
へお越しください。
日１月７日㈯16時～16時30分
場中央図書館対５歳以上のお子
さん費無料

入校案内は、神奈川障害者職
業能力開発校(相模原市南区桜台
13-1)ほか、県内のハローワーク
で配布しています。障がいの区分
によりコースが異なります。詳
細は、同校ホームページ（http://
www.pref.kanagawa.jp/cnt/
f6264/）をご覧ください。
対身体・知的・精神障がいのあ
る方で、職業に就こうという意
思のある方
【募集期間】１月10日㈫～２月
６日㈪
【入試日】２月19日㈰～21日㈫

催

し

第５回総合教育会議
問 教育総務課 ☎
（235）
4916

地域での学校支援のあり方な
どについて、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。
日１月21日㈯10時から場えび
な市民活動センター・ビナレッ
ジ ホール

EＥメール  問問い合わせ  申申し込み

えびな健康マイレージ2016対象

〈全３回〉
布えほんをつくろう！
問有馬図書館 ☎
（238）
4646

「たべもの」の布絵本づくりに
挑戦してみませんか。
日１月22日㈰・29日㈰・２月
５日㈰10時～12時場門沢橋コ
ミセン学習室２対全ての回に参
加できる方定先着15人費1500
円（材料費）申１月４日㈬から、
直接または電話で有馬図書館
へ。

▲見て触って楽しむ布絵本

放送大学４月入学生
問放送大学神奈川学習センター
☎045
（710）
1910

平成29年度第１学期（４月入
学）の学生を募集しています。
出願は２月28日㈫まで。資料
は 無 料 で 配 布 し て い ま す 。詳
細は、放送大学神奈川学習セン
ターへお問い合わせください。

ボランティア入門講座
パソコンサポート〈全２回〉
問海老名市社会福祉協議会
☎
（232）
1600

高齢者や障がい者のパソコン
学習をサポートするボランティ
アを目指しませんか。
日２月３日㈮・10日㈮10時～
12時場総合福祉会館定先着20
人費無料主えびなパソコンサ
ポートボランティア申電話で社
会福祉協議会
へ。１月31日
㈫締め切り。

フッ素でブクブク
むし歯予防教室
問健康づくり課 ☎
（235）
7880

歯科医師と歯科衛生士の指導
のもと、汚れを色付けして行う
歯みがきやブクブクうがいなど
楽しくむし歯予防トレーニング
を行う教室です。
日１月21日㈯10時～11時30
分（受け付けは９時45分から）
場保健相談センター対年長児～
小学校１年生のお子さんとその
保護者定先着15組費無料申１
月４日㈬から、直接または電話
で健康づくり課へ。
これならできる！シリーズ食事編

～食べているつもりでも
実は野菜不足？～

問 健康づくり課 ☎
（235）
7880

食事のバランスや、不足しが
ちな野菜を上手に取る方法を学
びます。試食あり。調理実習は
ありません。
日２月８日㈬９時30分～12時
（受け付けは９時から）場保健相
談センター対市内在住・在勤の
方定先着30人費無料持筆記用
具・健康手帳（お持ちの方）・手
拭きタオル申１月４日㈬から、
直接または電話で健康づくり課
へ。他１歳以上、
若干名の託児あ
り。事前予約制。

EBINA Facebook

行政情報のほか、海老名の旬の
情報をお知らせしています。ぜ
ひ、
ご覧ください。
海老名市フェイスブック

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、
（株）横浜メディアアド（☎045・450・1804）へ。
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集

「健康度見える化体験会」
「未病を改善する栄養サポート
ステーション」
問健康づくり課 ☎
（235）
7880

「健康度見える
化コーナー」にあ
る機器の使い方か
ら測定結果の見方
などのアドバイス
のほか、測定機器を使った貧血
チェックや、タッチパネルでの
食生活診断を行う、県の「未病
を改善する栄養サポートステー
ション」も同時開催します。
日１月16日㈪９時～11時30
分（１回30分程度）場保健相談
センター対市内在住の20歳以
上の方定各回先着５人費無料
申１月４日㈬から、直接または
電話で健康づくり課へ。

修学資金などを貸し付けます
問子育て支援課 ☎（235）4504

４月から高校・大学・各種学
校などへ進学する子を養育する
母子・父子・寡婦家庭を対象
に、修学・修業・就学支度資金
（県制度）の貸し付け申請を受け
付けます。貸し付けを希望する
方は、子育て支援課の母子・父
子自立支援員まで事前にご相談
ください。
▶受け付け期間 １月16日㈪～
３月31日㈮９時～16時※㈯㈰㈷
を除く
広報えびな 2 017 年 1月1日号
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