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10月１日㈫～11月30日㈯、市内の「観
る・楽しむ・食べる・買う」スポットの紹
介と、ルート案内機能を備えた市公式
アプリ「えびな元気ナビ」のダウンロー
ドキャンペーンを行います。期間中、対
象店舗で「えびな元
気ナビ」のトップ画
面を提示すると、特
典が受けられます。

お知らせ

健康推進課 ☎（235）7880

環境課 ☎（235）4922

窓口サービス課 ☎（235）4869

就学支援課 ☎（235）4918

窓口サービス課 ☎（235）4869

商工課 ☎（235）8439

地域包括ケア推進課 ☎（235）4950

国保医療課 ☎（235）4596

元気いっぱい!!えび〜にゃ商品券
　コールセンター ☎（231）2110

10月16日㈬と11月13日㈬は、施設点
検のため休場します。ただし、安置室へ
の搬入や施設予約の電話受け付けなど
は行います。詳細は、大和斎場（☎264・
5566）へお問い合わせください。

剪定枝が事前申し込み制の資源物に
なりました。事前に専用受け付け（☎
238・2120 ㈰除く９時～16時）へ電
話連絡の上、規定の大きさに束ねて決
められた場所に出してください。無料
で戸別収集します。

10月23日㈬はシステムメンテナンスのた
め、コンビニ交付サービスを休止します。

特定の地域に居住している場合に、就
学する学校を２校から選択できる選択
学区制を実施しています。該当する方
は、就学支援課へ学校選択用紙を提出
してください。詳細は、同課へお問い
合わせください。

10月14日㈪㈷はシステムメンテナン
スのため、庁舎内の自動交付機と海老
名駅連絡所（えび～にゃハウス）での証
明書の交付を休止します。

予防接種費用の一部を助成します。自
己負担額は1,000円、生活保護受給
者・非課税世帯の方は無料です。詳細
は、医療機関へ問い合わせまたは「高
齢者ガイドブック」をご覧ください 
期10月1日㈫～12月31日㈫対市内在
住で接種当日65歳以上の方など他9月
30日現在で65歳・77歳・88歳の方に
は無料券を郵送しています

消費税率引き上げに伴い、年金収入や
所得額が一定基準以下の年金受給者に
対し、給付金を支給します。対象者には
日本年金機構から案内が送付されます
ので年内に手続きをしてください。期日
を過ぎると一部支給されない場合があ
ります。手続きはお早めに。詳細は、給付
金専用ダイヤル（☎0570・05・4092）ま
たは厚木年金事務所（☎223・7171）へ

プレミアム付商品券の販売は10月1日
㈫からです。9月中旬、対象者に引換
券を発送しました。引き換え購入期限
は「その他市民」が10月7日㈪、「市民
税非課税世帯」「子育て世帯」が令和２
年2月28日㈮です。
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パブリックコメント 「公共
下水道事業経営戦略素案」

パブリックコメント 「都市マ
スタープラン全体構想素案」

下水道課
　☎（235）9617 F（233）9118

都市計画課 ☎（235)9391

今年度から始まる「公共下水道事業経
営戦略」の素案に対する意見を募集し
ます。同案は、下水道課で閲覧または
市ホームページで確認できます。

【閲覧および受付期間】10月1日㈫～
28日㈪（㈯㈰㈷除く）

【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・ファクスで下水道課へ。市ホー
ムページからも可。匿名や電話・メー
ルでの応募はできません。郵送の場合
は期間内に必着。

都市づくりの基本方針「都市マスター
プラン」の見直しについて、意見を募集
します。同案は、都市計画課で閲覧また
は市ホームページで確認できます。

【閲覧および受付期間】10月1日㈫～
31日㈭（㈯㈰㈷除く）

【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
郵送で都市計画課へ。市ホームページ
からも可。匿名や電話・メールでの応
募はできません。郵送の場合は期間内
に必着。

◆海老名市応援まごころ基金 
（環境に関する分野）へ

・㈱丸井 2万8,332円

ご寄付ありがとうございます
（敬称略）

生産緑地地区の変更に係る
都市計画案の縦覧

一人暮らしの高齢者宅の
安全点検と地震対策援助

都市計画課 ☎（235）9391

地域包括ケア推進課 ☎（235）4950

生産緑地地区の変更に係る都市計画
案の縦覧を、都市計画課窓口で行いま
す。同案に意見がある方は、意見書を
提出することができます。

【縦覧期間】10月11日㈮～25日㈮（㈯
㈰㈷除く）

【提出方法】所定の用紙に記入し、直接
または郵送で都市計画課へ。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。10月25日㈮締め切り。
郵送の場合は期間内に必着。

無料で自宅の安全点検や地震対策の援
助をします。
◆安全点検　市内電気業者や市消防職
員などが火の元や電気器具、漏電の点
検を行います。初めての方優先日11
月18日㈪～20日㈬、25日㈪・26日㈫
のいずれか1日定120人
◆地震対策援助　海老名市シルバー人
材センター会員が家具転倒防止安定板
を設置します。初めての方に対し２個まで
日12月中旬～令和２年２月上旬定100人
※共通事項
対市内在住の70歳以上（ことし12月
31日時点）の一人暮らしの方申電話で
地域包括ケア推進課へ。10月18日㈮
締め切り。応募多数の場合は抽選

高齢者
生きがい教室 
地域包括ケア推進課 ☎（235）4950

◆懐かしき心の歌教室〈全8回〉
懐かしい歌を合唱で楽しみましょう。
日10月18日～12月13日の毎週㈮

（11月1日除く）時13時15分～15時
15分場文化会館120サロン・小ホー
ル定60人講川田葉子氏（音楽講師） 
費864円（テキスト『美しき日本のう
た』代）他上記のテキストをお持ちの
方は、はがきに「テキスト不要」と記入
◆初めてのデッサン画教室〈全6回〉
鉛筆の濃淡で絵を描いて楽しみましょ
う日10月19日～11月23日の毎週㈯
時10時～12時場第一高齢者生きがい
会館定16人講中根秀夫氏（美術講師）
費2,300円（画材費）
※共通事項
対市内在住の60歳以上で、全日程参
加できる方申往復はがき（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第一
高齢者生きがい会館「○○教室」係へ。
10月10日㈭必着。応募多数の場合は
抽選他詳細は、
海老名市シル
バー人材セン
ター（☎237・
3001）へお問
い合わせくだ
さい

めざせ！
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E B I - LOGエビ・ログ
こんなことがありました

行政情報のほか、海老名の旬の
情報をお知らせしています。
ぜひ、ご覧ください。

EBINA Facebook

海老名市フェイスブック 検索

ビナスポでロコモ予防
体操教室

〈全６回〉
地域包括ケア推進課 ☎（235）4950

ロコモとは、運動機能が低下し、日常生
活に支障をきたす状態のこと。いつまで
も自分の脚で歩き続ける方法を学びま
す日11月6日～12月11日毎週㈬時13
時30分～15時場えびな市民活動セン
タービナスポ対市内在住の65歳以上の
方定30人費無料申電話で地域包括ケ
ア推進課へ。10月15日㈫締め切り。初
めての方優先、応募多数の場合は抽選

めざせ！

福祉政策課 ☎（235）4820

環境課 ☎（235）4912

保育・幼稚園課 ☎（235）4824

８月に佐賀県などで発生した豪雨災害
の義援金を受け付けています。義援金
は、日本赤十字社を通じて被災地へ送り
ます。皆さんのご協力をお願いします。

【募金箱設置場所】市役所１階総合案
内・えびなこどもセンター・中央図書
館・有馬図書館・海老名運動公園総合
体育館・北部公園体育館・えびな市民
活動センタービナレッジ・文化会館

飼育状況を把握し、犬や猫の健康と安
全を守るため、10月１日㈫から、犬や猫
を10匹以上飼育している方は、県への
届け出が必要になりました。詳細は、厚
木保健福祉事務所環境衛生課（☎224・
1111）へお問い合わせください。

県内私立幼稚園の新入園児募集時期は
次のとおりです。詳細は入園希望の各
園にお問い合わせください。

【募集要項】10月15日㈫から各幼稚園
で配布。

【願書受付】11月1日㈮から。ただし、
満３歳に達した幼児は随時受け付け。

豪雨災害義援金を受け付け

犬と猫を多頭飼育している方
は県へ届け出を

令和２年度 私立幼稚園
新入園児の募集時期

募　　集

市内小学校の児童に十五夜豆腐を寄贈
　

ことしも大盛況！
ナシのもぎ取り

　

　中秋の名月に豆腐（大豆）を供えたという古来の風習にちな
んで、市内豆腐製造業者の㈲富塚商事が市内小学校の全児
童に「十五夜豆腐」を配りました。ことしで13回目の寄贈です。

　下今泉でナシのもぎ取りが開催されました。ことし
は天候にも恵まれ、参加者は約1,300人と大盛況。も
ぎ取ったのは果汁が多めの「豊水」で、会場には大き
なナシを手にした参加者の笑顔があふれていました。
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