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世帯数と人口
<平成28年７月１日現在>
※
（ ）
内は前年同月
（平成27年7月）
の値

●世帯数

54,033 世帯
（53,292 世帯）

●人口

130,259 人（129,714 人）
男 65,254 人 （65,141 人）
女 65,005 人 （64,573 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 31 日㈬〉
● 市県民税 ( 普通徴収 )［２期］
● 国民健康保険税［３期］
● 清掃手数料［６・７月］

～平和を、仕事にする～

陸・海・空自衛官

問自衛隊厚木募集案内所
☎
（400）
2486

平和を仕事にして自分の能力
を発揮してみませんか。詳細は、
自衛隊厚木募集案内所へお問い
合わせください。
内①航空学生 ②一般曹候補生
③自衛官候補生対①高校卒業者
（見込み含む）
～20歳、②③18歳
～26歳申①②の男性・女性およ
び③の女性は９月８日㈭締め切
り、③の男性は常時受け付け

催

し

● 下水道受益者負担金・分担金

［２期］

● 市営住宅使用料［８月］
● 保育所保育料 [８月]
● 介護保険料 [３期 ]
● 後期高齢者医療保険料 [２期 ]
● 小学校給食費［４期］

納付は、口座振替が便利です。

◆

えびなメールサービス ◆

登録はebina.i@mpx.wagmap.jp
あてに空メールを送信。
問ＩＴ推進課 ☎(235)4715

第57回湘南梨品評会
問農政課 ☎
（235）
8539

湘南梨組合連合
会加盟の生産者が、
選りすぐりのナシを
出品して競います。
出 品されたナシの
販売も行います。
日８月18日㈭11時30分～15時
( 一般観覧 )、15時～17時
（即売
会）
※売り切れ次第終了場市役所
１階エントランスホール他販売は
1人１箱、数量限定。

EＥメール  問問い合わせ  申申し込み

ボランティア入門講座

保健相談センターからのお知らせ

問 海老名市社会福祉協議会
☎
（232）
1600

問 健康づくり課 ☎
（235）
7880

①点字
（全５回）
日９月１日～10月６日の毎週㈭
10時～12時※祝日を除く主海
老名市点訳グループみのりの会
他講座修了後、応用講座あり
②音声訳
（全５回）
日９月７日～10月５日の毎週
㈬10時～12時主音声訳ボラン
ティア矢ぐるまの会他講座修了
後、養成講座あり
※①②共通事項
場総合福祉会館定先着20人費
無料申８月１日㈪から、電話で
海老名市社会福祉協議会へ。８
月19日㈮締め切り。

放送大学10月入学学生
問 放送大学神奈川学習センター
☎045
（710）
1910

放 送 大 学 は 、テ レ ビ や イ ン
ターネットなどを利用して授業
を行う通信制の大学です。現在、
平成28年度第２学期 (10月入
学)の学生を募集しています。締
め切りは、第１回学生は８月31
日㈬、第２回学生は9月20日㈫。
詳細は、同大学神奈川学習セン
ターへお問い合わせください。

①健康えびな普及員会主催
「健康教室」
「のびのび体操」や「えびなロ
コモ体操」を中心に行います。
動きやすい服装でご参加を。
日８月24日㈬10時～12時
（受け
付けは９時45分から）
場柏ケ谷コ
ミセン対市内在住の方定先着30
人費無料持タオル２枚・飲み物・
室内履き・お持ちの方はゴムバ
ンド・健康手帳
②フッ素でブクブク
むし歯予防教室
歯科医師と歯科衛生士の指導
のもと、実際に汚れを色付けし
て歯みがきやブクブクうがいな
どを行います。
日８月30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
③ヘルシークッキング
～カルシウムUpで
骨粗しょう症予防～
日９月９日㈮９時30分～12時
30分
（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人内講話と調理
実習費500円持エプロン・三角
巾（バンダナ可）・布巾・手拭き
タオル・筆記用具・お持ちの方
は健康手帳他１歳以上、若干名
の託児あり。要予約。
※①②③共通事項
申８月２日㈫から、直接または
電話で健康づくり課へ。

◆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。詳細は子育て支援課へ。
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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消費生活講座

「インターネット被害未然防止講座」
問地域づくり課 ☎
（235）
4567

インターネット利用者は、善
良な人ばかりではありません。
インターネット上の被害を未然
に防ぐため、正しい知識と注意
点などを身に付ける講座です。
日８月22日㈪10時～12時
（受け付
けは９時30分から）
場市役所701
会議室対市内在住の方定先着50
人講特定非営利活動法人NPO情
報セキュリティフォーラム派遣講師
費無料申８月１日㈪から、直接また
は電話で地域づくり課
（２階）
へ。
地元で起業を応援！創業塾（全５回）
問商工課 ☎
（235）
4843

国から認定を受けた「特定創
業支援事業」の一環で、創業塾
を開講します。成功する起業戦
略などについて学ぶ講座です。
日９月４日～10月２日の毎週
㈰９時30分～16時30分場海
老名市商工会館対創業5年未満
の方、創業希望者定先着40人
講ジャイロ総合コンサルティン
グ㈱専門講師費5,000円（テキ
スト代など）申電話で海老名商
工会議所(☎231･5865)へ。

平成28年度海老名市
ひびきあう教育研究発表大会
問 教育支援課
☎
（235）
4919 F
（231）
0277

ひびきあう教育の推進に向け
て、門沢橋小・杉本小・海西中
の実践研究の成果と、教育委員
会の取り組みを発表します。
日８月23日㈫13時～16時40分
場文化会館大ホール費無料申氏
名・参加人数・連絡先を、電話また
はファクスで教育支援課へ。
８月
15日㈪締め切り。他手話通訳あり

情報
募

集

くらしのセミナー
「親子で麦わら帽子
キーホルダー作り」
問地域づくり課 ☎
（235）
4793

ペットボトル
のふたでキー
ホル ダ ーを作
ります。
日８月19日㈮
14時～16時
場文化会館351多目的室対市内
在住・在勤の親子定先着親子
20組40人講手芸愛好家・紅野
弘子氏費無料持のり・はさみ・
ペットボトルのふた（１人２個）
申８月１日㈪から、直接または
電話で地域づくり課へ。
女性限定

キャリアサポートセミナー
問市民活動推進課 ☎
（235）
4568

再就職を目指す女性を対象に
した全２回のセミナーです。
日①９月８日㈭ ②９月15日㈭
13時30分～15時30分場市役
所704会議室対市内在住・在
勤・在学で再就職を目指す女性
定先着20人内①「なぜ働くの
か」
「 再就職の流れを知る」など
②「 履 歴 書 の 書 き 方 」
「職業案
内」など講①キャリアカウンセ
ラー・桑田真理子氏 ②ハロー
ワーク厚木職員費無料申８月１
日㈪から、直接または電話で市
民活動推進課へ。他託児あり
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