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働く車大集合
問ビナウォーク
イベントインフォメーション
☎
（234）
0029

海老名中央公園に、働く車が
大集合。パトロールカーや白バ
イなどの「働く車」を展示・実
演します。ぜひご家族そろって
お越しください。
日５月５日㈭㈷10時から場海
老名中央公園

世帯数と人口
<平成28年４月１日現在>
※
（ ）
内は前年同月
（平成27年4月）
の値

●世帯数

53,839 世帯
（52,988 世帯）

●人口

130,097 人（129,397 人）
男 65,163 人 （64,952 人）
女 64,934 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 31 日㈫〉
● 固定資産・都市計画税 [１期 ]
● 軽自動車税 [ 全期 ]

● 市営住宅使用料［５月］
● 保育所保育料［５月］

● 小学校給食費［１期］

納付は、口座振替が便利です。

海老名市赤十字奉仕団
パネル展示
問 福祉総務課 ☎
（235）
4820

自然災害などで被災した方の
援護・医療活動や見舞金の支給
など、赤十字社が行っている各
種社会福祉事業の活動資金の
一部は、皆さんからの寄付で賄
われています。５月は赤十字運
動月間です。期間中、各自治会
を通じて募金活動を展開するほ
か、福祉総務課でも募金を受け
付けています。皆さんのご協力
をお願いします。また、海老名
市赤十字奉仕団によるパネル展
示を下記のとおり開催します。
日５月９日㈪～13日㈮場市役
所１階エントランスホール

Go! Go!
汽車にのっておはなし会
問 中央図書館 ☎
（231）
5152

中央図書館４階キッズライブ
ラリーテラスにある汽車に乗っ
て、おはなしの旅に出よう ! 参
加希望の方は直接会場へお越し
ください。
日５月５日㈭㈷①10時～11時
②14時～15時場中央図書館４
階キッズライブラリー他乗車に
は整理券が必要ですが、汽車の
周りで自由に観覧もできます。

催

扇町 BOOKふぇすてぃばる
問 市街地整備課 ☎
（235）
9605

海老名駅西口中心広場やプロ
ムナードを会場とした「本」の
イベントです。雨天決行。当日、
直接会場へお越しください。
日５月14日㈯11時～17時場海
老名駅西口中心広場・プロム
ナード内書評合戦 ( ビブリオバ
トル )・作家トークショー・本
の読み聞かせ・飲食コーナーな
ど他詳細は、一般社団法人海老
名扇町エリアマネジメント ( ☎
204･6721)
へお問い合わ
せください。

広げよう 地域に根ざした 思いやり

民生委員パネル展示

問 福祉総務課 ☎
（235）
4820

５月12日の「民生委員・児童
委員の日」にちなみ、下記のと
おりパネル展示を行います。会
場には相談・談話コーナーも設
置します。
日５月16日㈪～20日㈮10時～
15時場市役所１階エントラン
スホール

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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えびな健康マイレージ2016対象

食生活改善推進団体えびな会

市立小学校・別室登校支援員

問健康づくり課 ☎
（235）
7880

問教育支援センターえびりーぶ
☎
（234）
8764

ちびっこ弁当講座

子どものお弁当作りに関する
講座です。調理実習あり。
日６月13日㈪10時～12時30分
（受け付けは９時45分から）
場保
健相談センター対子育て中の保
護者定30人
（事前予約制）
費500
円持エプロン・三角巾
（バンダナ
可）
・布巾・タオル・筆記用具・
弁当箱申５月2日㈪から、電話で
健康づくり課へ他１歳以上、若干
名の託児あり。要予約。

ボランティア入門講座
「誘導法」全５回
問海老名市社会福祉協議会
☎
（232）
1600

視覚障がい者の外出時におけ
る誘導方法を学ぶ講座です。
日６月８日～７月６日の毎週
㈬10時～12時場総合福祉会館
対市内在住・在勤の方定先着20
人費無料主海老名市誘導ボラ
ンティア虹の会申５月２日㈪か
ら、電話で海老名市社会福祉協
議会へ。５月31日㈫締め切り。

第36回
少年少女スポーツ大会
問文化スポーツ課 ☎
（235）
4927

少年野球・サッカー・バレーボー
ル・ミニバスケットボール・卓球・
剣道・バドミントンの７種目で実施
している大会です。個人種目の卓
球・剣道・バドミントンの参加者を
募集します。詳細は、文化スポー
ツ課へお問い合わせください。
申申込用紙に必要事項を記入
し、直接文化スポーツ課へ。申
込用紙は、同課で配布していま
す。締め切りは５月10日㈫、バ
ドミントンのみ10月14日㈮。

教室に入れない児童への支
援などを行う、別室登校支援員
の登録を受け付けています。勤
務地は市内の小学校です。詳細
は、教育支援センターえびりー
ぶへお問い合わせください。
対教員免許状または心理に関す
る資格を有する方

有馬図書館からのお知らせ
問 有馬図書館 ☎
（238）
4646

①第７回おとなの朗読会
図書館スタッフとボランティ
アが、夏目漱石「夢十夜」、芥川
龍之介「蜘蛛の糸」などを朗読
します。
日５月14日㈯14時～15時対中
学生以上定20人
②こどもの読書週間・
ぬいぐるみのおとまり会
お気に入りのぬいぐるみを
持っておはなし会に来てくださ
い。夜の図書館で遊ぶぬいぐる
みの様子を写真に撮ってプレゼ
ント。翌日、図書館にぬいぐる
みを迎えに来てください。おは
なし会のみの参加は申し込み不
要。
日５月15日㈰
11時～11時30
分定20人
③おとなのための
わらべうたあそび講座
日５月24日㈫10時～11時30分
定15人講日本わらべうた協会
理事長・田村洋子氏
※①②③共通事項
場有馬図書館多目的室費無料
申５月１日㈰から、直接または
電話で有馬図書館へ。

情報
募

集

これならできる!
食事編

シリーズ

～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

食事のバランスについて学び
ながら、不足しがちな野菜の上
手な取り方を学びます。
日６月10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30人（事前予約制）費無料
持筆記用具・健康手帳（お持ち
の方）・手拭きタオル申５月２
日㈪から、電話で健康づくり課
へ他１歳以上、若干名の託児あ
り。要予約。同シリーズの運動
編あり。詳細は健康づくり課へ
お問い合わせください。

◆市立保育園
臨時保育士・非常勤保育士

4824
問子育て支援課☎（235）

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。
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