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募　集

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。

催　し

　神奈川フィルハーモニー管弦
楽団（指揮・阿部未来）による
コンサートです。
日３月 24 日㈭ 14 時～ 15 時
30 分（13 時 30 分開場）場綾
瀬市オーエンス文化会館大ホー
ル対海老名市・綾瀬市・座間市
の３市に在住・在勤・在学の
方（小学生以下は要保護者同伴、
未就学児可）定 1,300 人費無
料申往復はがき（１枚で 4 人ま
で応募可能）に、代表者・同伴
者全員の氏名・年齢・住所（在
学・在勤の方は、学校名・勤務
先）と代表者の電話番号を記入
し、綾瀬市教育委員会生涯学習
課文化芸術担当（〒 252-1192
綾瀬市早川 550 番地）へ。２月
29 日㈪消印有効。他応募多数
の場合は抽選。結果は３月中旬
に通知します。

対職業に必要な知識、技術・技
能を習得して、職業に就く意思
のある方場東部総合職業技術
校・西部総合職業技術校他ハ
ローワークでの事前手続き後、
１月 12 日㈫～２月８日㈪に各校
へ。選考日は２月 21 日㈰です。

　誕生日ケーキを披露するほ
か、えび～にゃのお友達キャラ
クターたちも駆けつけ、一緒に
ステージを盛り上げます。みん
なでえび～にゃの５歳をお祝い
しましょう。
日１月 23 日㈯
13 時 ～ 16 時 
場海老名中央
公 園・ 円 形 ス
テージ

　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。申し
込み不要。当日、直接会場へ。
日 1 月 24 日㈰ 10 時～ 16 時
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

日２月18日㈭14時30分～16時
30分場オークラフロンティア
ホテル海老名定30人（申し込み
多数の場合は抽選）内肉食と健
康講東京農業大学教授・多田耕
太郎氏費1,000円（１ドリンク・
菓子付き）申電話またはファ
クス、メール（afha@h9.dion.
ne.jp）で厚木地区食品衛生協会
へ。２月４日㈭締め切り。 　農業委員会で農地利用の調整

などを行う、農業に関する見識
のある方を募集します。
対４月１日現在で20歳以上の原
則市内在住の方（公職にある方、
市の審議会委員を兼務している
方を除く）定若干名期４月１日～
平成31年３月31日（３年間）申所
定の申込書に必要事項を記入し、
直接または郵送で農政課（〒243-
0492勝瀬175-1）へ。なお、申込
書と募集要領は同課で配布また
は市ホームページからダウンロー
ド可。２月１日㈪必着。

　家族みんなで初笑い！ 上映
作品はお問い合わせください。
申し込み不要。直接会場にお
越しください。日１月 16 日㈯
14 時～ 15 時 30 分場有馬図書
館多目的室定先着 40 人

アヤセ・プロムナード・
コンサート

かなテクカレッジ東部
（県立職業技術校）
2016 年４月生

えび～にゃ５歳のお誕生日
パーティー

市内 17 団体が参加
第 37 回新春
はやし叩き初め大会

厚木地区食品衛生協会
「サイエンスカフェ」

農業委員

ありまでスペシャルシネマ

問綾瀬市生涯学習課
　☎0467（70）5670

問県産業人材課
　☎045（210）5715

問文化スポーツ課 ☎（235）4797

問教育総務課 ☎（235）4925
問同協会 ☎F（222）7643

問農政課 ☎（235）4844

問有馬図書館 ☎（238）4646

今月の納税・納付
〈納期限２月１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。

世帯数と人口
<平成27年12月１日現在>

※（ ）内は前年同月（平成26年12月）の値

●世帯数
 53,505 世帯 （52,834世帯）
● 人 口
 129,896 人 （129,271 人）
 男 65,146 人 （64,925 人）
 女 64,750 人 （64,346 人）
この数値は平成22年国勢調査の確定人口を
基にした推計人口です。数値は平成27年国勢
調査確定人口が総務省から公表された後、さ
かのぼって変更されます。

　農業委員会と連携し、効率的
な農地の利用方法などを検討す
る委員を募集します。
対 4 月 1 日現在で 20 歳以上の
原則市内在住の方（公職にある
方、市の審議会委員を兼務して
いる方を除く）定若干名期 4 月
1 日～平成 31 年３月 31 日 (３
年間 ) 申所定の申込書に必要事
項を記入し、直接または郵送で
農業委員会事務局（〒243-0492
勝瀬 175-1）へ。なお、申込書
と募集要領は、同事務局で配布
または市ホームページからダウ
ンロード可。２月１日㈪必着。

農地利用最適化推進委員

問農業委員会事務局
　☎（235）4907

◆市立保育園
臨時保育士・非常勤保育士
問子育て支援課☎（235）4824
市立保育園で勤務する保育士
を募集しています。要保育士
資格。勤務日数・時間は応相
談。詳細は子育て支援課まで
お問い合わせください。

▲会場に響くおはやしの音

①【懐かしき心の歌教室（全７回）】
日１月26日㈫・２月５日㈮・
９日㈫・15日㈪・23日㈫・３
月４日㈮・７日㈪時13時15分
～15時15分場文化会館120サ
ロン・小ホール定60人（応募
多数の場合は抽選）講音楽講
師・川田葉子氏費864円（テ
キスト「美しき日本のうた」代） 
他上記テキストを持っている方
は、申し込みはがきに記入。

②【歴史講座「坊っちゃん」と、
　その時代（全６回）】
日２月４日～３月10日の毎週㈭
時13時30分～15時30分場高齢
者生きがい会館定20人（応募多
数の場合は抽選）講社会教育指
導員・片山兵衛氏費無料持筆記
用具
※①②共通事項
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）申往復はがき（１人１
枚）に、希望教室名（①の場合
はテキストの有無）・住所・氏名・
ふりがな・年齢・電話番号、返
信用表面に住所・氏名を記入し、
〒 243‐0410 杉久保北２‐３

‐４高齢者生きがい会館「○○
教室」係へ。１月 15 日㈮必着。

高齢者生きがい教室

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

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

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。

EBINA Facebook

海老名市フェイスブック 検索


