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災害協定を締結
10月25日、
（公社）
神奈川県隊友
会県央支部と太陽建機レンタル㈱
厚木支店のそれぞれと
「災害時等に
おける支援協力活動及び応急資機
材等の供給に関する協定」
を締結

11月14日、
（ 株）
ハートフルタク
シーと
（株）
ユタカトラベルのそれぞ
れと
「災害時等における要配慮者等
の移送協力に関する協定」
を締結

11月5日、
姉妹都市である宮城県
白石市の小原温泉旅館組合・鎌先
温泉旅館組合と
「災害時等における
広域避難に伴う宿泊施設の利用に
関する協定」
を、
白石市建設職組合と
「災害時等における応急対策活動
等の協力に関する協定」
を締結

海外たすけあい街頭募金

キッズ・ミート・ブック

問 福祉総務課 ☎
（235）
4820

問 中央図書館 ☎
（231）
5152

皆さんのご協力をお願いしま
す。
日12月10日
㈯12時～14
時場海老名中
央公園ほか

えびな花と野菜の
フェスティバル
問海老名市園芸協会事務局
☎
（238）
4126

地場農産物PR事業の一環とし
て、花と野菜の即売会を行いま
す。色鮮やかな花きや新鮮野菜を
多数用意。ぜひご来場ください。
日12月３日㈯10時30分から
（売り切れ次第終了）場海老名中
央公園

世帯数と人口
<平成28年11月１日現在>
（ ）
内は前年同月
（平成27年11月）
の値
※

●世帯数

54,209 世帯
（53,487 世帯）

●人口

▲協定締結式には風間白石市長
（写真右）
と小笠原登別市長
（写真左）
も

130,678 人（130,240 人）
男 65,739 人 （65,635 人）
女 64,939 人 （64,605 人）

中央図書館４階キッズライブ
ラリーで行う無料のイベントで
す。当日、直接会場へお越しく
ださい。
【キッズ・ミート・ブック特別版
おはなし会】
手話のおはなし会です。手話
ができなくても参加できます。
手話であいさつも学べます。
日12月10日㈯14時～14時30分
【キッズ・ミート・ブック
クリスマス】
クリスマスの雰囲気の中でお話
を聞きませんか。クリスマスにま
つわるペープサートもあります。
日12月24日㈯①10時30分～
11時30分②14時～15時

ありまでカッパとクリスマス
問 有馬図書館 ☎
（238）
4646

クリスマスツリーの飾りや
クリスマスカード作りなどを
行います。どなたでも参加でき
ます。詳細は、同図書館へ問い
合わせまたは図書館ホームペー
ジをご覧ください。申し込み不
要。直接会場へ。
日12月10日㈯・17日㈯15時
〜16時場有馬図書館多目的室
費無料

EＥメール  問問い合わせ  申申し込み

えびな健康マイレージ2016対象

12月４日～10日
第68回人権週間
問市民活動推進課 ☎
（235）
4568

人権週間にちなみ、各種事業
を行います。
【特設人権相談】
人権擁護委員が親族・近隣・
悩み事全般の相談に応じます。
秘密は厳守します。
日12月５日㈪９時30分～12時
場市役所１階エントランスホー
ル
（受け付け）
、
７階会議室
（相談）
【街頭啓発活動】
啓発物品の配布や呼び掛けを
行います。
日12月５日㈪14～15時場海老
名駅東口自由通路
【人権パネル展】
文化・スポーツなど各界の著名
人から寄せられたメッセージのほ
か、海老名市中学生人権作文コ
ンテスト応募作品を展示します。
期12月５日㈪～９日㈮※最終
日は午前中まで場市役所１階エ
ントランスホール

今月の納税・納付

〈納期限 12 月 26 日㈪〉
● 固定資産・都市計画税［４期］
● 国民健康保険税［７期］

● 清掃手数料［10・11月］
● 介護保険料[７期]

● 小学校給食費［８期］

● 中学校給食費［後期］

講演会
「２つの超高速鉄道の使い方」

日平成29年１月13日㈮13時
30分～15時30分場文化会館小
ホール定330人（定員を超えた
場合は抽選）講大阪産業大学工
学部教授・波床正敏氏費無料
申代表者の住所・氏名・電話番
号・参加人数を電話または県
ホームページで県環境共生都市
課へ。12月22日㈭締め切り。

催

し

第29回えびな小さな音楽会

～一足早いクリスマスコンサート～
問 文化スポーツ課 ☎
（235）
4797
さい そうほう

オペラ歌手、崔 宗宝氏を中心
としたコーラスグループ「崔宗
宝と唄う会」によるコンサート
です。
「万里の長城」
「初恋」
「雨ニ
モマケズ」
「アメイジング・グレ
イス」などを披露します。申し
込み不要。直接会場へお越しく
ださい。
日12月12日㈪12時10分から
（40分程度）場市役所１階エン
トランスホール

〈納期限平成29年 1 月 4 日㈬〉
● 市営住宅使用料［12月］
● 保育所保育料［12月］

● 後期高齢者医療保険料［６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。
ＩＴ推進課 ☎(235)4715
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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問県環境共生都市課
☎045
（210）
6033

▲圧巻の歌声をお楽しみください

◆

広報えびな 点字版・音声版 ◆
広報の文字が見えにくい方に
お送りします。
障がい福祉課 ☎(235)4813

募

集

登録制

市立小・中学校の補助指導員・
介助員・看護介助員
問教育支援センター・えびりーぶ
☎
（234）
8764

特別支援学級の介助員と看護
介助員、通常の学級の補助指導
員を募集します。詳細は、教育
支援センター・えびりーぶにお
問い合わせください。
①通常の学級に在籍する児童・
生徒の学習支援にあたる補助指
導員。要教員免許
②特別支援学級に在籍する児
童・生徒の見守りや声掛け、身
体介助などを行う介助員および
看護介助員。看護介助員は要看
護師免許。

クリスマスぬいぐるみの
おはなし会
問有馬図書館 ☎
（238）
4646

お気に入りのぬいぐるみと一
緒に、おはなし会に参加しませ
んか。ぬいぐるみはそのままお
泊まりします。翌日、図書館に
迎えに来てください。
日12月18日㈰11時～11時30
分場有馬図書館多目的室定先着
20人（事前申込制）費無料持ぬ
いぐるみ１体（19日㈪に返却）
申12月１日㈭から、直接または
電話で有馬図書館へ。おはなし
会のみ参加の方は申し込み不要
です。
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