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オストメイト健康相談会
豆腐で合格祈願
市内の豆腐製造会社「有限会
社富塚商事」が、自社で製造し
た ｢合格祈願豆腐｣ を、市立中
学校の３年生全員（６校・1203
人）
に配布しました。合格祈願豆
腐の寄贈は「新たな旅立ちへ、
一人一人の願いがかなうように」
との 思 いを込めて同 社 が 平 成
19年から始めたもので、今回で
10回目となりました。

問日本オストミー協会神奈川支部
☎0466
（45）
4216

日 ４ 月 16 日 ㈯ 13 時 30 分 ～
16 時 30 分場総合福祉会館対
人工肛門・ぼうこう保有者とそ
の家族など内皮膚排せつケア認
定看護師による個別相談、装具
展示など

世帯数と人口
<平成28年３月１日現在>
※
（）
内は前年同月
（平成27年3月）
の値

●世帯数

53,590 世帯
（52,861 世帯）

●人口

男女がともに働きやすい職場へ
男女がともに働きやすい職
場づくりに積極的に取り組ん
たた
でいる事業所を称 え、その取り
組みを広く紹介することを目的
に、
「女性の活躍推進事業所」と
して㈱ハートフルタクシー（写
真左）と㈱ヤマシンホーム（写真
右）の２社を表彰しました。

129,909 人（129,383 人）
男 65,121 人 （64,938 人）
女 64,788 人 （64,445 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。

今月の納税・納付
〈納期限 5 月 2 日㈪〉

● 国民健康保険税［随時］
● 清掃手数料［２月・３月］
● 市営住宅使用料［４月］
● 保育所保育料［４月］

納付は、口座振替が便利です。

「かなフィル」木管五重奏を
図書館で
問 中央図書館 ☎
（231）
5152

神奈川フィルハーモニー管弦
楽団による木管五重奏のミニコ
ンサートです。名曲の数々をお
楽しみください。
日４月10日㈰10時から場中央
図書館他４月３日㈰9時から、
図書館正面入り口で整理券を配
布
（１人１枚）
。

こどもの読書週間
わらべうた＆特別おはなし会

４月24日㈰、
「こどもの読書
週間」にちなんだイベントを開
催します。直
接、有馬図書
館にお越しく
ださい。
【わらべうた】
親子でのんびりわらべ歌を楽
しみます。
時10時～10時30分対１歳～３
歳児とその保護者
【特別おはなし会】
いつもとは違うおはなし会の
世界へご案内します。どなたで
も参加していただけます。
時11時～11時30分
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平成28年度
優良運転者表彰の自主申請

４月から「健康度見える化
コーナー」を開設

問交通安全協会事務局
☎
（232）
3355

問健康づくり課 ☎
（235）
7880

優良運転者の自主申請を受け
付けます。
対海老名市交通安全協会会員で
15年・20年無事故無違反の方
持運転免許証・印鑑・交通安全
協会会員証・証明手数料630円
申直接、同協会事務局へ。５月
20日㈮締め切り。

保健相談センター１階に「健
康度見える化コーナー」を開設
しました。各測定機器で、骨健
康度・血管年齢・脳年齢・体
組成・血圧を測定することがで
きます。ご自身の健康管理のた
め、ぜひご利用ください。
対20歳以上の方費無料申事前
予約制。直接または電話で健康
づくり課へ。

手づくりお手玉教室

問 有馬図書館 ☎
（238）
4646

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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かなテクカレッジ東部
（県立職業技術校）７月生
問県産業人材課
☎045
（210）
5715

場東部総合職業技術校・西部総
合職業技術校対職業に必要な知
識、技術・技能を習得して、職
業に就く意思のある方他ハロー
ワークで事前手続き後、４月11
日㈪～５月９日㈪に各校へ。選
考日は５月22日㈰。

催

し

問有馬図書館 ☎
（238）
4646

自分だけのお手玉を作りませ
んか。５月には、お手玉遊びの
講座も行います。
日４月10日㈰13時30分～15時
30分場門沢橋コミセン学習室
２対小学校高学年以上の方持木
綿の布４枚（4.5㎝×8㎝を２種
類２枚ずつ）・裁縫道具・布切
りはさみ申４月１日㈮から、直
接または電話で有馬図書館へ。

募

集

脳を活性化し認知症予防

脳イキイキ教室

問高齢介護課 ☎
（235）
4950

認知症の基礎知識を学び、認
知症の予防や改善に使用してい
るパズル体験や軽い体操などを
行います。
日４月27日～７月20日の毎週
㈬９時30分～11時30分（受け
付けは９時20分から）※㈷は除
く場総合福祉会館対市内在住の
介護認定を受けていない65歳
以上の方定35人（応募多数の場
合は抽選）費無料申電話で高齢
介護課へ。４月15日㈮締め切
り。

歯つらつ相談・
元気アップ食事相談
食品衛生責任者養成講習会

JICAボランティア
体験談＆説明会

問 厚木地区食品衛生協会
☎
（222）
7643

問 市民活動推進課 ☎
（235）
4568

日５月12日㈭10時～17時場厚
木商工会議所５階大会議室対飲
食店などを始めたい方で、調理
師や栄養士などの資格がない方
定先着150人費１万円（受講料）
持証明写真２枚（縦４㎝×横３
㎝）申４月22日㈮13時30分～
16時に、厚木合同庁舎２号館４
階 AB 会議室へ受講料と証明写
真を持参他電話での申し込み・
事前予約不可。

発展途上国で活動する JICA
の制度や、内容についての説明
会です。直接会場へお越しくだ
さい。
日４月20日㈬19時～21時
場相模女子大学グリーンホール
費無料他詳細は JICA 青年海外
協力隊事務局（☎03・5226・
9813）
へ。

情報

問高齢介護課 ☎
（235）
4950
こうくう

効果的な口腔ケアや口のマッ
サージ方法、栄養価の高いバラ
ンスの良い食事などについて、
歯科衛生士・管理栄養士が相談
に応じます。
日４月28日㈭９時15分～11時
30分（１人40分程度）場保健相
談センター対市内在住の介護認
定を受けてい
ない65歳以
上の方費無料
申電話で高齢
介護課へ。
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