日日時  時時間  場場所  対対象  定定員  内内容  講講師  費費用  持持ち物  他その他  期期間  任任期  条条件  主主催   ホームページ

催

し

えびフェス2016
問（公社）
海老名青年会議所
☎
（233）
1805

市内の飲食店が多数出店し、
“エ
ビ”をテーマにした品を提供します。
また、市内の企業体験ができる
“わく
わくキッズお仕事フェスティバル”も
同時開催します。詳細は、海老名青年
会議所ホームページ（http://www.
ebinajc.or.jp/）
をご覧ください。
日９月10日㈯10時から場海老
名駅西口中心広場

世帯数と人口
※（

<平成28年８月１日現在>
）内は前年同月
（平成27年8月）の値

●世帯数

54,057 世帯
（53,332 世帯）

●人口

130,207 人（129,724 人）
男 65,229 人 （65,151 人）
女 64,978 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。

EBINA Facebook

食品衛生責任者養成講習会

手書き要約筆記講習会（全７回）

問 厚木地区食品衛生協会
☎
（222）
7643

問 障がい福祉課 ☎
（235）
4813

日10月２日㈰10時～17時場厚
木商工会議所対飲食店などを始
めたい方で、調理師や栄養士な
どの 資 格 がない 方 内 公 衆 衛 生
学、
衛生法規、
食品衛生学費１万円
（申し込み時に支払い）
申９月16
日㈮13時30分～16時に、厚木
商工会議所へ。電話での申し込
み・事前予約はできません。他詳
細は、
厚木地区食品衛生協会へ。
～充実した環境で学ぶ～

防衛大学校などの学生
問自衛隊厚木募集案内所
☎
（400）
2486

内【防衛大学校】①推薦②総合選
抜③一般（前期）
【 防衛医科大学
校】④医学科学生⑤看護学科学
生対高等学校卒業者（見込み含
む）
～20歳申①②９月５日㈪～８
日㈭、③④⑤９月５日㈪～30日㈮
他詳細は、自衛隊厚木募集案内
所へお問い合わせください。
◆

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。
海老名市フェイスブック

検索

ＩＴ推進課 ☎(235)4715

聴覚障がいのある方に音声や
周囲の音の情報を文字にして伝
える方法を学ぶ講習です。
日10月17日～11月28日の毎週
㈪10時～12時場総合福祉会館
定先着15人申９月１日㈭から、
電話で障がい福祉課へ。10月３
日㈪締め切り。
月と土星とアルビレオを見よう！

中央図書館観望会

問 中央図書館 ☎
（231）
5152

天体望遠鏡を使って、星空を見
上げてみませんか。
日９月10日㈯13時～21時場中
央図書館費ワークショップ各
100円申当日、中央図書館１階
イベントスペースへ他詳細は、
お問い合わせを。

今月の納税・納付

〈納期限 9 月 30 日㈮〉
● 固定資産・都市計画税［３期］
● 国民健康保険税［４期］
● 市営住宅使用料［９月］
● 保育所保育料[９月]
● 介護保険料[４期]

● 後期高齢者医療保険料[３期]
● 小学校給食費［５期］

納付は、口座振替が便利です。

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

まるごと！
介護予防教室（全15回）
問 高齢介護課 ☎
（235）
4950

運動や栄養、認知症など介護
予防全般について学ぶ教室で
す。自身の体調やペースに合わ
せてご参加ください。
日９月27日～平成29年１月18日
の原則毎週㈫10時～12時
（第３
週目は㈬開催。㈷を除く。受け
付けは９時30分から）
場総合福祉
会館対市内在住の介護認定を受
けていないおおむね75歳以上で、
「転びやすくなった」
「 物忘れが
増えた」など生活機能の低下が
気になる方定25人
（初めての方
優先・応募多数の場合は抽選）
費無料持飲み物・筆記用具・健
康手帳および健康マイレージポ
イントカード
（お持ちの方）
申電話
で高齢介護課へ。９月13日㈫締
め切り他会場までの送迎を希望
する方はご相談ください。
高齢者生きがい教室

「絵手紙教室」
（全5回）
問高齢介護課 ☎
（235）
4950
海老名市シルバー人材センター
☎
（237）
3001

絵手紙で笑顔の輪を広げま
しょう。汚れてもよい服装でお
越しください。
日９月21日～10月19日の毎週
㈬10時～12時場高齢者生きが
い会館対市内在住の60歳以上
で、全日程参加できる方定16人
（初めての方優先、多数の場合
は抽選）講地球・絵手紙ネット特
別講師、
伊藤多佳子氏費2,500円
（教材費）
持新聞紙・ぞうきん・水
入れ申往復はがき
（１人１枚）
に、
教室名・住所・氏名・年齢・電話番
号を、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「絵手
紙教室」
係へ。
９月10日㈯必着。

史跡散策
「海老名のみほとけを訪ねる」
～第１回江戸時代から地域を見守
る石仏
（お地蔵さん）
を訪ねて～

情報

問教育総務課 ☎
（235）
4925

市内北部地域を中心に、私たち
の身近にある石仏
（地蔵塔）
を巡り
ます。全４回シリーズの第１弾です。
日９月24日㈯９時～12時
（予定、少雨決行）定先着40人
内【コース】海老名中央公園（集
合）→海老名駅～バス～中心学
園入口→上今泉岩船地蔵尊→お
松地蔵尊→外記河原延命地蔵尊
→下今泉岩船地蔵尊→永珊寺→
浅間大神→下今泉コミセン→宗
珪寺延命地蔵尊→ＪＲ海老名駅
（解散）費無料（交通費などは自
己負担）主 NPO 法人海老名ガイ
ド協会・市教育委員会申９月１日
㈭から、直接または電話で教育
総務課へ。９月16日㈮締め切り。

相模線沿線ハイキング

募

集

大地震への対策はお済みですか

第３回木造住宅耐震相談会
問都市計画課 ☎
（235）
9392

専門相談員が無料で相談に応
じます。
日10月１日㈯13時～17時場市
役所706会議室定15人内昭和
56年５月31日以前に建築確認
を受けて建築工事に着手した２
階建て以下の在来工法による
木造住宅の相談申９月１日㈭か
ら、電話で都市計画課へ。９月
14日㈬締め切り。

問 都市計画課
☎
（235）
9676 F
（233）
9118

推薦してください
技能功労者・優良事業所など

JR相模線社家駅から市内を歩
くハイキングです。10.8㎞のロ
ングコースと7.5㎞のショート
コースの選択制です。
日10月８日㈯９時30分～10時
30分受け付け
（雨天中止）
定先着
800人内
【コース
（※印は、
ロング
コースのみ）
】
ＪＲ相模線社家駅前
広場
（集合）
→中野公園
（※）
→相
模大堰
（※）
→海老名運動公園→
海老名インターチェンジ→ビナ
スポ・ビナレッジ→中央図書館→
有鹿神社→相模三川公園→海老
名駅西口中心広場
（解散）
費無料
他昼食は各自持参。参加者に記
念品を贈呈申９月１日㈭から、直
接または電話・ファクスで、代表
者の住所・氏名・電話番号・参加人
数・希望コースを都市計画課へ。

問 商工課 ☎
（235）
4843

優れた技能を有する技能者や
優良な事業所などを表彰するた
め、技能者および事業所などの
推薦を受け付けます。推薦基準
などの詳細は、商工課へ問い合
わせ、または市ホームページを
ご覧ください。
申９月20日㈫までに、商工課で
配布の推薦書に必要事項を記入
し、同課に提出してください。

◆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。詳細は子育て支援課へ。
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