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献血を実施します

し

問健康づくり課 ☎
（235）
7880

皆さんのご協力をお願いしま
す。
日７月19日㈫10時～12時、13
時～16時場市役所南側玄関前

世帯数と人口
<平成28年６月１日現在>
※
（ ）
内は前年同月
（平成27年6月）
の値

●世帯数

54,032 世帯
（53,191 世帯）

●人口

130,261 人（129,578 人）
男 65,277 人 （65,059 人）
女 64,984 人 （64,519 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 8 月 1 日㈪〉

● 固定資産・都市計画税［２期］
● 国民健康保険税［２期］

第１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
が協議・調整を行います。どな
たでも傍聴できます。直接会場
へお越しください。
日７月2日㈯10時から場上星小
学校他会場に駐車場はありませ
ん。徒歩または公共交通機関で
の来場にご協力ください。

海老名市消防操法大会
問 警防課 ☎
（231）
0355

市内の消防団員が日頃の訓練
成果を披露します。団員の勇姿
をぜひご覧ください。
日７月３日㈰７時45分～12時
（予定）
場市役所西側催事広場

● 市営住宅使用料［７月］
● 保育所保育料 [７月]
● 介護保険料 [２期 ]
● 後期高齢者医療保険料 [１期 ]
● 小学校給食費［３期］
● 中学校給食費［前期］

納付は、口座振替が便利です。

▲圧巻の演技

夏休みキッズ英会話教室

創業応援セミナーinえびな

問 中央図書館 ☎
（231）
5152

問 商工課 ☎
（235）
4843

ゲームなどをしながら、楽し
く英語を学ぶ、子ども向けの英
会話教室です。
日【Ａコース】
７月23日・30日・
８月６日・13日・20日の毎週㈯
【Ｂコース】７月28日・８月４日・
11日・18日・25日の毎週㈭、
10時～11時場中央図書館１階イ
ベントスペース対市内在住の６歳
～12歳で、全５回全てに参加で
きる方定各コース先着10人費無
料申７月１日㈮から、直接中央図
書館１階カウンターへ。他申し込
みは図書館利用者に限ります。

働くときのための法律セミナー
問県かながわ労働センター県央支部
☎
（296）
7311

働くときに知っておきたい法律
関係の基礎知識などを学びます。
日内①７月12日㈫「働くときの
自分を守る法律知識」②７月13
日㈬「多様な働き方をめぐる労
働法」
時18時30分～20時30分
場市役所401会議室定①②とも
100人講①労働政策研究・研修
機構研究員/細川 良氏 ②桐蔭横
浜大学教授・勝亦啓文氏費無料
申 電 話で県かな がわ労 働セン
ター県央支部
（☎296・7311）
へ。

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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日８月６日㈯14時～17時場海
老名市商工会館（上郷485-2）
対創業後５年未満の経営者と
創業希望者定先着30人内第1部
「知っておきたい ！ 売上アップ
の極意」、第2部「交流会」講神
奈川県よろず支援拠点コーディ
ネーター・金﨑 努氏費無料
（第2
部参加者は2,000円）他詳細は、
電話で平塚信用金庫（☎0463・
24・3071）へお問い合わせく
ださい。

本の登場人物に
手紙や絵をかこう！
問有馬図書館 ☎
（238）
4646

本を読んで、その中の登場人
物に聞いてみたいこと、感じた
ことなどを、手紙や絵に書いて
みませんか。作品の内容や大き
さは自由。どなたでも参加でき
ます。
期７月21日㈭～８月31日㈬申作
品の裏に、本の題名・住所・氏
名・ふりがな・電話番号・年齢
（ 学 生 の 場 合は学 校 名と学 年 ）
を記入し、〒243-0426門沢橋１
-20-41有馬図書館「本の登場人
物に手紙や絵をかこう」係へ。同
図書館窓口でも受け付けます。
作品は後日返却します。他応募
者全員に参加賞を贈呈します。
なお、10月に有馬図書館で作品
展を実施します。

第49回海老名市民文化祭
参加者
問文化スポーツ課 ☎
（235）
4797

対市内在住・在勤・在学の方
（団体の場合は半数以上が市民
であること）
内【展示部門／市民ギャラリー】
油彩画＝10月20日㈭～23日
㈰、水彩画・写真＝10月27日
㈭～30日㈰
【展示部門／文化会館】華道・茶
道・書道・俳句・短歌・工芸・
絵画・陶芸・写真など＝11月
５日㈯・６日㈰
【舞台部門／文化会館大ホール】
フラダンス＝11月３日㈭㈷、舞
踊・ダンス・演奏など＝６日㈰
申参加申込書に必要事項を記入
し、７月29日㈮までに直接文化
スポーツ課へ提出。申込書は、
同課で配布または市ホームペー
ジからダウンロードできます。

親子でとんとんクッキング
問健康づくり課 ☎
（235）
7880

講話と調理実習を行います。
日８月８日㈪10時～12時30分
（受け付けは９時45分から）
場保
健相談センター対小学生とその
保護者定親子16組
（事前予約制）
費１組500円持エプロン・三角
巾
（バンダナ可）
・布巾・タオル
主食生活改善推進団体えびな会
申７月１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。要予約。

情報
募

集

介護予防の教室・相談
問高齢介護課 ☎
（235）
4950

市内在住の介護認定を受けて
いない65歳以上の方に向けた
無料の教室と相談です。
①ビナスポお試し体験会
ストレッチやマシンなどを体験。
日７月21日㈭13時30分～15時
（受け付けは13時から）場えび
な市民活動センター・ビナスポ
定10人
（応募多数の場合は抽選）
持室内履き・筆記用具・健康手
帳
（お持ちの方）
申電話で高齢介
護課へ。７月15日㈮締め切り。
②元気アップ食事相談・
歯つらつ相談
むせと口の渇きのチェック、口の
手入れ、食事量やバランスの良い
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７月28日㈭９時15分～12時
（１人40分程度）場保健相談セ
ンター申電話で高齢介護課へ。

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、楽しく虫歯予防の実践
トレーニングを行います。
日７月26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年生とその保護者定先着15
組費無料申７月１日㈮から、直接
または電話で健康づくり課へ。
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