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消費生活講座

正しい広告の見方
～こんな広告にご用心～
問地域づくり課 ☎
（235）
4567

近年、インターネット上のバ
ナー広告からのトラブルが増え
ています。どのような広告への
苦情が多いのか実例を学び、ト
ラブルに巻き込まれない方法を
学びましょう。
日12月15日㈭13時30分～15
時30分場市役所703会議室
対市内在住の方定先着50人
講（ 公 社 ）日 本 広 告 審 査 機 構
（JARO）職員費無料申12月１日
㈭から、直接または電話で地域
づくり課
（２階）
へ。

第２回下今泉コミセン講座
「酒まんじゅう作り」
問下今泉コミセン ☎
（231）
3750

日12月17日㈯13時～17時
場下今泉コミセン実習室対市
内在住・在勤の方定先着16人
費500円持エプロン・三角巾
講海老名市地域婦人団体連絡協
議会申12月１
日 ㈭ か ら 、直
接または電話
で下今泉コミ
センへ。

農地を借りたい・貸したい方を
サポートします
問（公社）
神奈川県農業公社
☎ 045
（651）
1703

農地の規模拡大や農業経営
を始めようと考えている方に
農地をお貸しします。また、農
地を貸したい方も募集していま
す。詳細は、神奈川県農業公社
ホームページをご覧ください。
Hhttp://www.k-nk.or.jp
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目指せ！海老名の名店・名産品

事業者エントリーを
受け付けます

問 商工課
☎
（235）
8439 F
（233）
9118

市内で操業している店舗の中
から「名店」を、市内で生産され
ている品物の中から「名産品」
を選定するため、事業者の皆さ
んからのエントリーを受け付け
ます。詳細は、市ホームページ
をご覧ください。
▶部門 ①店舗（業種不問）②品
物（加工品・工芸品・工業製品
〈部品含む〉
）
※一次産品は除く
対①１年以上市内で操業して
いる店舗※チェーン店を除く
②１年以上市内で加工、製造し
ているもの申エントリー用紙
（自薦のみ）を直接または郵送、
フ ァ ク ス で 商 工 課 へ 。エ ン ト
リー用紙は同課で配布または市
ホームページからダウンロード
可。12月28日㈬消印有効。
平成29年度版

えびな健康だより有料広告
問健康づくり課 ☎
（235）
7880

海老名市近郊に事業所のあ
る、保健衛生に関わる企業や事
業所などから、平成29年３月に
全戸配布予定のＡ４判冊子「え
びな健康だより」に掲載する有
料広告を募集します。詳細は、
健康づくり課にお問い合わせく
ださい。
【募集枠】４枠
【掲載料】１枠５万円
申申込用紙に広告見本・必要書
類を添えて、健康づくり課へ提
出。申込用紙は、同課で配布ま
たは市ホームページからダウン
ロード可。平成29年１月13日
㈮必着。他広告のデザイン作成
および制作費用は申込者負担。

危険物取扱者資格試験

EＥメール  問問い合わせ  申申し込み

～甲種・乙種全類・丙種～

えびな健康マイレージ2016へ
ご参加を

問予防課 ☎
（231）
0948

問健康づくり課 ☎
（235）
7880

日平成29年２月19日㈰場神奈
川大学（横浜市神奈川区六角橋
３ -27- １）他願書は消防本部で
配布中です。申し込みは、消防
試験研究センターのホームペー
ジから電子申請も可。

健康づくりの活動で30ポイ
ントを集めて応募すると、豪華
記念品が当たる「えびな健康マ
イレージ2016」。応募期限は平
成29年２月28日㈫です。応募
者全員に、参加賞として「非常
用アルミシート」または「えび
～にゃミニタオル」のいずれか
をプレゼント。１人何口でも応
募できますので、ぜひご参加く
ださい。詳細は、健康づくり課
へお問い合わせください。
▶記念品（例） 折り畳み式自転
車・電動歯ブラシ・ブレンダー
など

相続登記を忘れずに
問 横浜地方法務局大和出張所
☎（261）
2645

土地や建物を所有する方が亡
くなった場合、管轄する法務局
へ「相続による所有権移転」の
登記申請が必要になります。相
談は予約制です。詳細は、横浜
地方法務局大和出張所へお問い
合わせください。

募

集

パブリックコメント

～海老名市債権管理条例
（案）
～
問 企画財政課
☎
（235）
8453 F
（233）
9118

市債権の取り扱いについて基
本事項を定めた条例案への意
見を募集します。同案は企画財
政課窓口で閲覧できるほか、市
ホームページからダウンロード
もできます。
期12月１日㈭～15日㈭※㈯
㈰を除く。郵送の場合は必着。
他匿名や電話での応募はできま
せん。
▶提出方法 任意の書式に意
見・住所・氏名・電話番号を記
入し、直接または郵送・ファク
ス・市ホームページ受付フォー
ムで企画財政課へ。

300部を限定販売

海老名市・白石市・登別市
トライアングルカレンダー
問海老名商工会議所 ☎
（231）
5865

海老名市と、姉妹都市の宮城
県白石市・北海道登別市の風景
写真を掲載したトライアングル
カレンダーを販売します。３市の
特産品が当たる抽選はがきが表
紙についています。詳細は、市
ホームページをご覧ください。
▶販売場所 海老名商工会議
所・市商工課・市内約10店舗
▶価格 1,000円
▶部数 300部

えびな健康マイレージ2016対象

介護予防の相談・教室
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歳以上の方を対象と
した無料の相談と教室です。
【歯つらつ相談・
元気アップ食事相談】
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12月22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。
【ビナスポでロコモ予防体操教室・
全10回】
ロコモはロコモティブシンド
ロームの略で、運動器の障がい
から日常生活などに支障をきた
している状態のことを指しま
す。元気なうちからロコモを予
防しましょう。
日平成29年１月11日～３月15
日の毎週㈬13時30分～15時
場えびな市民活動センター・ビ
ナ ス ポ 定 3 0 人（ 初 め て の 方 優
先、応募多数の場合は抽選）
持室
内履き・飲み物・
筆記用具・お持ち
の方は健康手帳
申電話で高齢介護
課へ。12月15日
㈭締め切り。

特定不妊治療・不育症治療費を
一部助成します
問 健康づくり課 ☎
（235）
7880

▲３市のキャラクターが目印

不妊症や不育症の治療を受け
ている夫婦の経済的負担を軽減
し、少しでも安心して治療を受
けてもらうため、市では治療費
の一部助成を行っています。詳
細は、健康づくり課へお問い合
わせください。

情報
お 知らせ
平成27年国勢調査確報結果
問 ＩＴ推進課 ☎（235）4698

昨年10月に実施した
「平成27年
国勢調査」の結果が総務省統計局
から発表され、市の世帯数と人口が
確定しました。なお、今回の発表に
基づき、平成27年10月１日までさ
かのぼり、毎月現在の世帯数と人口
の数値を修正しました。確定した数
値は次の通りです。調査にご協力い
ただき、ありがとうございました。
▶世帯数 ５万3,416世帯
▶人口 13万190人
（平成27年10月１日現在）

中小企業退職金共済制度
加入事業所に補助金を交付
問商工課 ☎
（235）
4843

市内に事業所があり、下記の要
件を満たす中小企業者に補助金
を交付します。
【要件】①中小企業
退職金共済または特定退職金共
済に加入している②市税を完納
している申申請書を直接商工課
へ。申請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
可。平成29年１月６日㈮締め切り。

海老名運動公園屋内プール臨時休館
問文化スポーツ課 ☎
（235）
4927

各設備・システム保守点検の
ため、12月31日㈯～平成29年
１月31日㈫の間、海老名運動公
園屋内プールは休館します。
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