問 文化スポーツ課☎（２ ５）４７９７
市民協働課☎（２３５）４７９４
方・ ～ 人、還暦式＝昭和 年
４月２日～ 年４月１日生まれの
方・ 人程度 ▼申し込み ８月
日㈮までに、成人式＝文化ス
ポーツ課、還暦式＝市民協働課へ
直接電話をしてください。

▼日時 ８月 日㈯① 時～ 時

第１回くらしのセミナー

第締め切り） ▼持ち物 筆記用
具 ▼費用 無料 ▼主催 海老



たは直接、市民協働課へ。

節電のポイントを
わかりやすく教えます

問 商工課☎
（２３５）
４８４３
ペース １区画 ㍍× ㍍ ▼費

会議室 ▼定員 各回先着 人
（事前申込制）
出張！生ごみ処理機展示説明会
自治会、町内会、グループなど

（小雨決行） ▼会場 杉久保小学
校グラウンド ▼内容 各種イベ
ント・模擬店
フリーマーケット出店者を募集
▼出店資格 市内在住、在勤の個

用 無料 ▼定員 先着 人 ※
飲食物の販売は不可。テントや照
明は各出店者で用意してください。
▼申し込み ８月１日㈪から電
話で、ありま愛郷まつりフリー

時

世帯を超える補助金の申し込みを
いただいています。今回も生ごみ
処理機の展示のほか、専門家が機
種選考のヒント、トラブルの対処
から要望があれば、展示説明会を

時～

方法、堆肥づくりのコツなどを説

マーケット係☎
（２３１）
５８６５
へ（海老名商工会議所内）
。

山田憲政氏の辞任に伴い、後任
委員として石川菊二氏を新任し、
伊藤清子氏および西海久子氏が再

薦し、
法務大臣が委嘱した方々で、
市民から人権に関する相談を受け
たり、人権について関心を持って

大谷コミセン

12日㈮～15日㈪

上今泉コミセン

11日㈭～14日㈰

国分コミセン

13日㈯～16日㈫

杉久保コミセン

10日㈬～15日㈪

門沢橋コミセン

11日㈭～16日㈫

本郷コミセン

11日㈭～15日㈪

社家コミセン

11日㈭～16日㈫

下今泉コミセン

13日㈯～16日㈫

勝瀬文化センター

13日㈯～17日㈬

国分寺台文化センター

13日㈯～17日㈬

市民活動サポートセンター

12日㈮～15日㈪

登 録 は psc2.i@fofa.jp
あて空メールを
送 信。 詳 し く は 市 ホ ー ム ペ ー ジ ま た は
情報システム課へ。

※中 新田コミセンは、
10月末日（予定）ま
で大規模改修のため閉館中

もらえるような啓発活動などを
行っています。なお、市内では８
名の同委員が活動していますの
で、お気軽にご相談ください。

問 広聴相談課☎
（２３５）
４５６７

40

13日㈯～16日㈫

23

柏ケ谷コミセン

30

日
館
休
名
設
施

26

コミセン・文化センター
市民活動サポートセンター
８月夏季臨時休館日一覧

便利です！
「えびなメールサービス」

問 市民協働課☎（２３５）４793

任されました。任期は平成 年７
月１日～ 年６月 日の３年間で
す。
人権擁護委員は、市町村長が推



人権擁護委員
新任に石川氏、伊藤氏・西海氏を再任

人または団体（販売を事業として
いる方はご遠慮ください） ▼ス

▼日時 ８月

3

開催します。日時・会場は要相談。
人程度からお申し込みください。

日㈯

第 回ありま愛郷まつりを開催

名市地域婦人団体連絡協議会 ▼
申し込み ８月１日㈪から電話ま

問 市民協働課☎
（２３５）
４７９

『みんなで節電！どうすれば節電できるか！』

30

分 ▼会場 市役所７０３会議室
▼対象・定員 市内在住または在
勤の方・先着 人（定員になり次

▼日時 ８月 日㈪ 時～ 時
8

成人式・還暦式実行委員を募集


平成 年１月９日㈪㈷に開催す
る、成人式・還暦式の企画・運営
を行う実行委員を募集します。自
分たちの手で、記念に残る式典に
しませんか。
▼対象・定員 成人式＝平成３年
４月２日～４年４月１日生まれの

第３回生ごみ処理機展示説明会を開催

市では、家庭の生ごみ減量のた
分② 時 分～ 時③ 時 分
～ 時 ▼会場 市役所附属棟Ｄ

問 資源対策課☎（２３５）４９２３

め、生ごみ処理機設置費用の一部
を補助しており、今年度は１００
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11

2.7

10

15

Ｑ．７月４日に、東柏ケ谷小学校の校庭全面に
芝生を植えましたが、この狙いと効果は
市長）体感温度が下がり、暑さ対策にもなりま
す。また、校庭の砂が飛んだりすることも
少なくなる効果があります。児童自らが植
えたため、大切に育てる気持ちが育まれる
ことも期待しています。植えたのはティフ
トン芝のポット苗で、伸びが非常に早く、

市長シティセールスは、市ホームページ「都
市ブランド事業インターネット放送局」中で
公開しています。毎月１日
に更新していますので、ぜ
ひご覧ください。
⬅
http://www.ebinafield-itv.jp

10

Ｑ．夏のイベントなどで、えび～にゃのグッズ
販売がありましたが、イベント時以外の販
売予定などはありますか
市長）今後は、市役所の地下売店などで販売を
行っていく予定です。ぬいぐるみやピン
バッジ、切手シートなどがありますので、
ぜひお気に入りを見つけて欲しいと思いま
す。

Ｑ．この夏、節電と並んで、市民の皆さんは放
射能の関係などにも関心を持っていると思
いますが、市では、放射線量の測定に関し
て、どのような対応をしていますか
市長）７月から、市内の小中学校を中心とした
28カ所で測定を実施しています。８月から
は、より細かい単位で測定をしていく予定
です。測定結果は、広報誌のほか、市ホー
ムページなどで公表しています。

生育中も校庭を使用することが可能です。

明します。購入予定の方、興味の
ある方はぜひご来場ください。

シティセールス
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広報のＡ４判化に伴い、従
前の「市政の現場から」を
「シティセールス」に変更
しました

