
（7）広報 No.84１ 令和２年（２０２０年）１２月１０日

①�八潮市立小、中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則（案）
　八潮市学校適正配置指針・計画における適正配置の方向性に基づき、潮止中学校の生
徒数増加への対応として中学校の通学区域を変更するにあたり、意見を募集します。
� 物学務課☎奮３７８、鯖９９８－０８２８
� メールアドレスｇａｋｕｍｕ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ
� 〒３４０－０８１６八潮市中央２－１０－１７
②�八潮市多文化共生推進プラン（案）
　日本人市民と外国人市民が互いの国の文化や習慣などの違いを理解し、地域で支え合
い、共に歩む地域づくりなどを進めるため、「八潮市多文化共生推進プラン」を策定し
ます。プラン策定にあたり、意見を募集します。� 物市民協働推進課☎奮４６５
� メールアドレスｓｈｉｍｉｎｋｙｏｄｏ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ
③�第４次八潮市男女共同参画プランの見直し（案）
　男女共同参画社会の実現を目指すため策定した「第４次八潮市男女共同参画プラン」
の見直しにあたり、意見を募集します。� 物人権・男女共同参画課☎奮８１１
� メールアドレスｊｉｎｋｅｎ－ｄａｎｊｏ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ

１．公表の場所
　市役所、市内公共施設および市ホームペ
ージでご覧ください。また、各担当課で貸
し出しを行います。
２．募集期間
①令和３年１月１２日㈫（必着）まで
②③１２月１５日㈫〜令和３年１月１５日㈮（必着）
３．提出方法
①は「八潮市立小、中学校通学区域に関す
る規則の一部を改正する規則（案）に対す
る意見」②は「八潮市多文化共生推進プラ
ン（案）に対する意見」③は「第４次八潮
市男女共同参画プランの見直し（案）に関
する意見」と明記（メールの場合は件名に）
し、住所、氏名を記入のうえ、窓口、郵送、
ファクスまたは電子メールで各担当課へ

意 見 募 集

⑵育児休業代替任期付職員採用候補者登録試験
募集職種 募集人数 受験資格など

①一般事務 ５人程度
高校卒業以上の学歴を有し、かつ、パソコン操作（文
書作成や表計算処理など）および窓口対応や電話対
応などができる方

②保育士 ３人程度 保育士の資格を有する方
③保健師 ３人程度 保健師の資格を有する方
④栄養士 １人 栄養士の資格を有する方

⑴市職員募集

●第１次試験
腹①〜⑦令和３年１月１０日㈰⑧令和３
年１月２４日㈰
淵①〜⑤教養試験、性格特性検査お
よび論文試験⑥〜⑧専門試験、性格
特性検査および論文試験
合格発表　①〜⑦令和３年１月２２日ご
ろ⑧令和３年２月５日ごろ
●第２次試験
　第１次試験合格者に個別面接の日
時を通知します。詳しくは、採用試
験受験案内をご覧ください。
●採用予定日
令和３年４月１日

⑵�育児休業代替任期付職員採
用候補者登録試験

腹令和３年１月１７日㈰
淵①教養試験および作文試験②〜④
作文試験

⑴市職員募集
募集職種 募集人数 受験資格
①�一般事務�
（大卒） 若干名 大学を卒業または令和３年３月３１日までに卒業見込みの

方で平成６年４月２日以降に生まれた方

②一般事務
（�障がい者
対象）

１人

大学、短期大学、専修学校、高校を卒業または令和３
年３月３１日までに卒業見込みの方で、昭和５６年４月２日以
降に生まれ、次のア〜ウのすべてに該当する方
ア障害者手帳の交付を受けている方
イ事務職として週３８時間４５分の勤務遂行が可能な方
ウ活字印刷文による筆記試験に対応できる方
※受験に際して必要な配慮については、事前にご連絡く
ださい

③保育士 若干名 保育士の資格を有する方または令和３年３月３１日までに資
格取得見込みの方で、平成６年４月２日以降に生まれた方

④栄養士 １人 栄養士の資格を有する方または令和３年３月３１日までに資
格取得見込みの方で、平成３年４月２日以降に生まれた方

⑤技能労務 １人
大学、短期大学、専修学校、高校を卒業または令和３年３月
３１日までに卒業見込みの方で、昭和５６年４月２日以降に生
まれた方※要中型自動車第１種免許以上の免許（８トン限
定も可）

⑥建築技師 ３人 大学、短期大学、専修学校、高校を卒業または令和３年３
月３１日までに卒業見込みの方で、昭和６１年４月２日以降
に生まれた方⑦土木技師 ２人

⑧保健師 ３人 保健師の資格を有する方または令和３年３月３１日までに資
格取得見込みの方で、昭和５６年４月２日以降に生まれた方

市職員募集および育児休業代替任期付職員採用候補者登録試験のお知らせ市職員募集および育児休業代替任期付職員採用候補者登録試験のお知らせ
物総務人事課☎奮２５３

─⑴⑵共通─
●受験案内・申込書の配布
・市ホームページからダウンロード
または郵送請求
　郵送請求の方は、１２月１５日（消印
有効）までに封筒の表面に⑴は「採
用試験受験案内請求」⑵は「育休代
替職員登録試験受験案内請求」と朱
書きし、宛名を明記した角２サイズ
の返信用封筒（１４０円切手を貼付）
を同封して、総務人事課人事担当へ
●受験申込受付
　１２月１１日から２２日（消印有効）まで
に、受験票返送用に返信用封筒を同
封して郵送で総務人事課人事担当へ
※新型コロナウイルス感染拡大防止
対策のため、原則、窓口での配布お
よび受付は行いません。
※新型コロナウイルス感染症の発生
状況などにより、試験が中止または
日程が変更になる場合があります。
※地方公務員法第１６条に規定する欠格条
項に該当する方は受験できません。

会計年度任用職員（要
介護認定調査員）

任期　採用日〜令和３年３月３１日
（週３日：午前９時〜午後４時）
覆看護師、保健師、介護福祉士、
社会福祉士、介護支援専門員い
ずれかの資格取得者で実務経験
がある方
淵要介護認定調査業務など
払１人（面接により選考）
給与　月給８７，１５２円（地域手当
相当額込み）
仏随時。履歴書（写真貼付）お
よび登録証明書などの写しを窓
口または郵送で長寿介護課（☎

奮４０７）へ

会計年度任用職員（介
護相談員）

任期　採用日〜令和３年３月３１日
（週３日：午前９時〜午後４時）
覆看護師、保健師、介護福祉士、
社会福祉士、介護支援専門員い
ずれかの資格取得者またはヘル
パー２級の資格取得者で実務経
験がある方
淵市内の介護サービス提供事業
所への訪問および相談業務
払１人（面接により選考）
給与　月給８９，７１２円（地域手当
相当額込み）

仏１２月２５日までに、履歴書（写
真貼付）および資格証などの写
しを、窓口または郵送で長寿介
護課（☎奮４４７）へ

八潮市体育賞表彰候補
者の推薦

覆令和２年に八潮市のスポーツ
振興に貢献し、功績が顕著な方
および大会などで優秀な成績
（県大会３位以内など）をおさめ
た方
※授与式は中止します。
仏令和３年１月２９日までに、　推
薦書（市ホームページで入手）
に証明書類（賞状などの写し）

を添えて、文化スポーツセンター
（☎９９６－５１２６）または八潮
市体育協会（☎９９７－９０９５）へ

草加消防署建設基本計
画（素案）についての
意見
　草加八潮消防組合では、草加
消防署移転再整備の建物規模・
機能等を検討する「草加消防署
建設基本計画」を策定するにあ
たり、意見を募集します。
　詳しくは、消防組合ホームペ
ージをご覧ください。
物草加八潮消防局総務課☎９２４
－２１１２

おしらせ コーナー　募集おしらせＨＯＴコーナー　募集
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やしおインフォメーションやしおインフォメーション
※�費用の記載がない場合は、
原則無料です。
※�申し込みは、窓口または電
話で各施設へ

催し 日時 詳細

八幡 絵手紙教室
令和３年１月１５日～２月１９日（２月
５日を除く毎週金曜日・全５回）
午後１時３０分～３時３０分

複八幡公民館研修室　覆市内在住・在勤・在学の方　淵絵手紙の作成　講師片
かた

桐
ぎり

秀
ひで

子
こ

さ
ん（日本絵手紙協会公認講師）　弗新聞紙、筆洗い用のプラスチックのコップなど、ポケ
ットティッシュ、墨を入れる容器、描きたい素材　払１０人（申込順）　沸１，１００円（教材
レンタル代）、４００円（ハガキ代）※教材を持っている方はハガキ代のみ　仏１２月１５日～

八條 親子で学ぶ
おこづかいの使い方教室

令和３年１月１６日㈯
午後１時～３時

複八條公民館会議室⑵　覆市内在住の小学校３年生以上と保護者　淵身近なものを使用
し、お金の大切さや健全な金銭感覚を親子で楽しく学ぶ　講師川

かわ

端
ばた

敏
とし

弘
ひろ

さん（ファイナ
ンシャル・プランナー〈CFP認定者〉）　弗電卓、筆記用具　払１０組（申込順）　仏１２月１６
日～

八幡　☎９９５‒６２１６ 住所中央3‒3２‒１１　八條　☎９９４‒3２００ 住所八條２7５3‒４６公民館

催し 日時 詳細

八幡

ぬいぐるみのおとまり会

おはなし会　令和３年１月１６日㈯
午後３時～３時３０分
ぬいぐるみのお迎え　令和３年１
月１７日㈰　午後１時～５時

複八幡公民館研修室　覆小学生以下（未就学児は保護者同伴）　淵おはなし会に参加後、
参加者のぬいぐるみが一晩図書館で過ごした姿を写真に収めて贈呈※ぬいぐるみは除菌
します。　払６人（申込順）　仏１２月１６日～

いきいき健康音読教室
令和３年１月１５日・２２日、２月５日
・１２日（各金曜日・全４回）
午後２時～３時３０分

複八幡公民館視聴覚室　覆市内在住・在勤の方　淵認知症予防朗読プログラムを活用し、
発声や音読・朗読の基礎を学ぶ　講師平

ひら

尾
お

麻
ま

衣
い

子
こ

さん（NPO法人声とことばの力）
弗筆記用具、飲み物　払１０人（申込順）　仏１２月１５日～

八條 本の福袋 令和３年１月７日㈭～９日㈯ 複八條図書館　淵テーマに沿って図書館員が選んだ３冊を福袋として貸し出し　払幼児向
け＝１０袋、児童向け＝３０袋、一般向け＝１０袋※無くなり次第終了

八幡　☎９９５‒６２１５ 住所中央3‒3２‒１１　八條　☎９９４‒５５００ 住所八條２7５3‒４６図書館

催し 日時 詳細
楽しく体験!!ヤッキーひろば
おもちゃの病院

１２月１９日㈯
午後１時３０分～３時３０分

複やしお生涯楽習館展示コーナー　覆小学生および保護者同伴の幼児　淵壊れたおもちゃ
を修理する　※必要に応じて部品代あり※事前申し込み不要

市民活動応援講座「スマホでできるこ
と」～テレビ会議（交流）を楽しもう～

令和３年１月３１日㈰
午後２時～４時

複やしお生涯楽習館陶芸室　淵スマートフォンアプリ「LINE」を使用したオンライン交流
方法を学ぶ　講師秋

あき

本
もと

創
そう

さん（特定非営利活動法人埼玉情報センター事務局次長）　弗イン
ターネット通信が可能なスマートフォン※本講座用のWi-Fi環境あり　払１０人（申込順）　
※市内在住・在勤・在学の方優先　仏１２月１６日~

☎９９４‒１０００ 住所鶴ケ曽根４２０‒２やしお生涯楽習館

催し 日時 詳細

こころの健康講座 令和３年１月２９日㈮
午前１０時～正午

複保健センター　覆市内在住・在勤の方　淵イライラの連鎖を断ち切ろう―アンガーマネジメント入門講
座　講師堀

ほり

場
ば

幸
さち

子
こ

さん（アンガーマネジメントファシリテーター）　払４０人（申込順）　仏１２月１６日～（電
子申請も可）

☎９９５‒338１ 住所八潮8‒１０‒１保健センター

催し 日時 詳細

日本語ボランティア養成講座
令和３年１月１７日・３１日、
２月１４日（各日曜日）　
午前１０時～正午

複やしお生涯楽習館セミナー室１　覆市内在住・在勤・在学で、現在日本語ボランティアとして活動し
ている方　淵外国人への日本語の教え方や、やさしい日本語について学ぶ　講師松

まつ

尾
お

恭
きょう

子
こ

さん（（公社）
国際日本語普及協会「AJALT」所属日本語講師）　払１５人（申込順）　仏１２月１４日～令和３年１月８日※
電話または電子メールで市民協働推進課（shiminkyodo@city.yashio.lg.jp）へ

☎奮４６５市民協働推進課

催し 日時 詳細

認知症サポーター養成講座 令和３年１月１６日㈯
午後２時～３時３０分

複八潮メセナ集会室　覆市内在住・在勤・在学の小学生以上　淵認知症を正しく理解し、
当事者やその家族が安心して暮らせる地域づくりのための支援について学ぶ　払４０人（申
込順）　仏１２月１４日～

骨
こつ

骨
こつ

運動教室
令和３年１月２０日㈬、
２月１９日㈮、３月１６日㈫
午前９時３０分～１０時３０分

複保健センター　覆市内在住の４０歳以上の方　淵リハビリ専門職による転倒予防体操と講
話　弗飲み物、動きやすい服装　払２０人（当日先着順）

みんなが主役の地域づくりフォーラム 令和３年２月１２日㈮
午後１時３０分～３時

複八潮メセナ集会室　覆市内在住・在勤の方　淵基調講演「今だからこそ　地域のみんな
でつながろう！～非常事態に活きてくるいつものつながり～」　講師（福）埼玉県社会福祉協
議会生活支援アドバイザー　払４０人（申込順）　仏令和３年１月２９日まで※窓口、電話または
ファクスで（福）八潮市社会福祉協議会（☎９９５－３６３６、返９９５－５２８７）へ

☎奮４４8長寿介護課
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　１２月２５日は、固定資
産税第３期、国民健康
保険税、介護保険料の
各第７期、後期高齢者
医療保険料第６期の納
期限です。安全・確実
・便利な口座振替で納
付をお願いします。

保健センターからのお知らせ 仏
物☎995－3381

各種検（健）診のお知らせ 新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用をお願いします。
各種検（健）診は時間を細分化して受け付けています。

事業名 日時 対象 内容 定員・費用

①骨粗しょう症検診

令和３年１月１８日㈪　午前１０時～１０
時３０分
結果説明会　令和３年２月１９日㈮　
午前１０時～１１時３０分（初回の受診
者のみ）

市内在住の２０歳以
上の女性 問診、骨密度測定

払１０分ごとに２０人、最後の１０
分は１０人（申込順）
沸２００円

②�ヘルシーチェック
健康診査

令和３年１月１８日㈪　午前９時～９時
４５分
結果説明会　令和３年２月１６日㈫　
午前９時～９時４５分

市内在住の２０～３９
歳の方

問診、身体測定、血圧測定、尿
検査、血液検査（貧血検査含む）、
診察、骨密度測定（女性のみ）

払２０分ごとに３０人（申込順）
沸５００円

―①②共通―
複保健センター
沸八潮市国民健康保険被保険者（補助金申請書兼同意書提出）、生活保護受給世帯（受給証提示）、市民税非課税世帯（世帯全員の非課税証
明書提示）、７０歳以上の方（保険証の提示）、６５歳以上７０歳未満の後期高齢者医療被保険者（保険証の提示）の方は無料
仏電話、電子申請または専用の申し込みはがき（保健センター発行の健康だより参照）で保健センターへ
※受診できる回数は年度内１回

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） 令和３年１月７日㈭	 午前９時３０分～１０時３０分 満２カ月～未就学児
②ママのこころの相談
（臨床心理士による相談） 令和３年１月７日㈭	 午前９時３０分～１１時（１人４５分）乳幼児の保護者、妊婦で子育て上の悩み、不安などの相談がある方

③すこやか相談 令和３年１月２１日㈭	 午後１時３０分～４時 お子さんの発育・発達やことばの遅れ、夜尿症、落ち
着きがないなどの心配がある方

④パパ・ママ学級 令和３年１月１７日㈰	 午後１時～４時 妊娠５～７カ月の初妊婦および夫
⑤離乳食（初期）教室 令和３年１月２７日㈬	 午前１０時３０分～正午 ５～６カ月児
⑥離乳食（後期）教室 令和３年１月２８日㈭	 午前１０時３０分～正午 １０～１１カ月児
⑦プレママサロン 令和３年１月２８日㈭	 午後１時３０分～３時３０分 妊婦

複保健センター
仏②③は電話④～⑦は電話または電子申請で保健センターへすこやかカレンダーすこやかカレンダー 1月

●ノロウイルスに注意！
　ウイルスによる感染性胃腸炎は、１年を通して発生しますが、特
に冬に流行します。
　ノロウイルスは１～２日の潜伏期間の後、おう吐、発熱などの症状
が現れ、人から人へ感染します。ほとんどの場合、２～３日程度で治
りますが、下痢やおう吐による脱水症状などを引き起こすことがあ
ります。特に抵抗力の弱い乳幼児や高齢者は重症化しやすいので注
意が必要です。
《予防のポイント》
・流水、石けんによる手洗いをしましょう。
・食品の調理は十分な加熱をしましょう。
・調理器具は十分に洗浄消毒をしましょう。
《おう吐物や便の処理法》
　ウイルス感染した人のおう吐物や便には大量のウイルスが含まれ
ます。必ずマスクとゴム手袋を着用し、静かにふき取り、ふき取っ
た雑巾などはビニール袋に入れ密閉して捨てましょう。

　また、汚染された場所や物は、家庭用塩素系漂白剤を約２００倍に
薄めた液体か熱湯で消毒してください。

●高齢者インフルエンザ予防接種は令和３年１月３１日で終了
　すでに送付している受診通知書（水色の通知）をお持ちになり、
委託医療機関で接種をしてください。

●特定健診受診後の健康相談会
　特定健診を受診された方を対象に、保健師、栄養士が個別相談を
実施しています。健診の結果、「血糖が高い」「内臓脂肪が多い」な
ど、要指導と判定された方や、生活習慣改善を考えている方など、
ぜひご利用ください。
腹月１回　午前１０時～１０時３０分
複保健センター
※日程など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わ
せください。

特定保健指導を利用しましょう

特定保健指導ご利用の流れ
①特定健診を受診する

八潮市国民健康保険の
方で、特定健診の結果
が特定保健指導の基準
に該当

②特定保健指導の通知が届く
市の委託会社へ申し込み

保健センターへ申し込み
（一定の条件に該当している
方には、保健センターへの
申し込み通知が届きます）

③生活習慣の改善にチャレンジ

自宅・公共施設などで、専門の
指導員が実施します。

保健センターで市の保健師など
の職員が実施します。

　特定保健指導の通知が届いた方は、ご自身の生活習慣を見直す機会ですので、
ぜひご利用ください。

物国保年金課☎奮２１４
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ヨーガ同好会　会員募集
腹毎月第１～３火曜日　午後１時
～２時３０分　複文化スポーツセ
ンター講堂　淵ヨガ講習会　講
師＝大

おお

熊
くま

由
ゆ

美
み

子
こ

さん　弗ヨガマ
ット、バスタオル、スリッパ　沸
入会金２，０００円　月会費１，５００円　
物津久井☎９９７－００５０

埼玉県年金協会越谷支部　�
八潮分会　会員募集
覆年金受給者および加入者　淵
グランドゴルフ、ウォーキング、
ボウリング、カラオケ、フラダン
ス、麻雀、ゴルフ、ダンス、和踊り
の９つのクラブ活動を通して、健
康増進とコミュニケーションを
図る　沸年会費２，７００円　物高
栖☎９９６－９７７６

コロナなんかに負けないで！� �
みんなで楽しくクリスマス
腹１２月１９日㈯　①午前１１時～②
午後１時３０分～　複八潮メセナ会
議室　覆親子　淵映画鑑賞「ド
ラえもん」、バルーンアート作り、
かんたんゲーム遊びなど　払各
回２０～２５人（当日先着順）　沸
無料　※中学生以下は持ち帰り
用の食事あり　物子ども食堂ほ
っぺ・木村☎０９０－８０４３－２７５９

840伝言板 　こちらのコーナーは、市民
の皆さんから寄せられたサー
クル・団体などの会員募集や、
催しの案内を掲載しています。
仏掲載希望月の前月５日まで
に、広報やしお８４０伝言板掲
載依頼書（秘書広報課または
市ホームページで入手）を、
窓口、郵送、ファクスまたは電
子メールで秘書広報課（☎奮
３７３）へ

８４０伝言板の掲載について

　１１月１０日、「小中一貫教育潮
止中ブロック公開授業研究会」
が中川小学校、大瀬小学校、潮
止中学校で開催されました。当
日は、３校で八潮スタンダード
（※）を基盤とした授業が行わ
れ、小中一貫教育の研究の取り
組みを公開しました。
　大瀬小学校では全学年で国語
の授業を公開し、潮止中学校で
は、埼玉大学教育学部の安

やす

原
はら

輝
てる

彦
ひこ

教授と社会科教員との授業や、
助産師の直

なお

井
い

亜
あ

紀
き

さんと教員に
よる「いのちの授業」を行いま
した。また、中川小学校では、
中学校数学の教員が担任と一緒

に算数の授業を行い、外国語活
動では児童同士が英語で何が好
きか尋ねたり答えたりと楽しみ
ながら英語に慣れ親しんでいま
した。それぞれの授業で、一人
ひとりがじっくり考え、児童生
徒同士で主体的に考えをつない
でいき、学びを深めました。
　最後の全体会では、潮止中学
校ブロックの取り組みについて、
共栄大学教育学部の濱

はま

本
もと

一
まこと

教授
から、「主体的・対話的で深い
学び」を実現するための実践な
どについてお話をいただきまし
た。詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。
※「目指すべき授業展開を示し
たモデル」です。教師主導型、
説明中心の授業から脱却し、児
童生徒の主体的で協働的な学習
活動を目的としています。
物小中一貫教育推進室☎奮３９８

小中一貫教育潮止中ブロ
ック公開授業研究会　　

教育委員会
らこ ち

■１月の上映会の日 �
○八條図書館
▼�児童向け＝１１日㈷　午後２
時～、３１日㈰　午前１１時～

▼一般向け＝１０日㈰・２４日㈰
　午後２時～

○八幡図書館
▼児童向け＝１０日㈰・２４日㈰
　午後２時～
※上映内容など、詳しくは図
書館ホームページをご覧くだ
さい。

■年始、１月の休館日 �
八條・八幡図書館
令和３年１月１日㈷～４日㈪
１２日㈫・１８日㈪・２５日㈪

　駅前出張所図書窓口　
　令和３年１月１日㈷～３日㈰
　毎週土・日曜日、１１日㈷

■一般書�
「夜

よ

明
あ

けのすべて」
瀬
せ

尾
お

まいこ　著
「だまされ屋

や

さん」
星
ほし

野
の

智
とも

幸
ゆき

　著

■児童書�
「クジラをめぐる冒

ぼう

険
けん

」
石
いし

川
かわ

創
はじめ

　著
「みどりバアバ」

ねじめ正
しょう

一
いち

　作
下
しも

田
だ

昌
まさ

克
かつ

　絵

　新しく入った両館所蔵の図書の一部を紹介します。

図書館だより図書館だより

子育てひろば だいばら児童館（わんぱる）☎９９９－０３２１

やしお子育てほっとステーション��☎９５１－０２８５
●ファミリー・サポート・
センター
腹月～土曜日（祝日、年末
年始を除く）　午前９時３０分
～午後４時３０分
覆生後おおむね６カ月～小
学生までのお子さんがいる
方
◆入会説明会
腹１６日㈯　午後１時～２時
覆お子さんがいて援助を希
望する方、援助ができる方

◆提供会員講習会
腹１６日㈯　午後２時～４時
覆援助ができる方
●ホームスタート
腹月～金曜日（年末年始を
除く）　午前１０時～午後４時
覆就学前の子育て親子
●駅前子どもの相談窓口
（保育士相談）
腹１２日㈫　午前１０時～１１時
３０分
覆おおむね３歳未満の児童
と保護者

※内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

時間　午前９時～午後５時
休館日…水曜日、１日㈷～３
日㈰
▼毎週月・火・金曜日　午
前１１時３０分～＝ちゅうり
っぷリズム　淵体操、ふ
れあい遊びなど
▼毎週木曜日　午前１０時～
正午＝ボールプール

▼毎週土・日曜日、祝日　
午前中＝電車で遊ぼう

（小学生向けイベント）
▼毎日　午後４時～＝チャ
レンジランキング「キャ
ップとばし」
▼９日・１６日・２３日・３０日（各
土曜日）　午後２時３０分～
＝なかよしひろば

掲載したイベントは、中止・変更になる場
合があります。詳しくは、各ひろば・だい
ばら児童館にお問い合わせください。月子育て情報コーナー１

名称 場所 利用できる日 講習など

①やわた
子育てひろば
☎９９８－７４２１

保健センター
月～木
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝応相談▼バルーンアート＝１９日㈫　
午前１１時～▼節分豆入れづくり＝２１日㈭・２５日
㈪～２７日㈬　午前１０時～、午後１時～

②はちじょう
子育てひろば
☎９４９－６８８７

八條公民館
火～金
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝５日㈫～８日㈮　午前１０時～▼栄養
相談＝１９日㈫　午前１１時～▼節分のおもちゃづ
くり＝２６日㈫～２８日㈭　午前１０時～、午後１時～

③ゆまにて
子育てひろば
☎０７０－３３５０－

１２９７

ゆまにて
火～金
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝毎週金曜日　午前１０時～▼豆まき
セットづくり＝火～木曜日　払１５組（当日先着
順）※開催期間中でも定員になり次第終了▼子
どもの発達相談＝２７日㈬　午前１０時～

④楽習館
子育てひろば
☎９９５－３０３５

やしお�
生涯楽習館

月・水・木・金
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝４日㈪・６日㈬～８日㈮　午前１０時～
▼タッチケア＝１５日㈮　午前１０時～▼鬼のお面
づくり＝１８日㈪・２０日㈬～２２日㈮　午前１０時～

⑤だいばら
子育てひろば
☎９９６－３８３９

だいばら�
児童館

月・火・木・金
午前９時～正午

▼身体測定＝７日㈭・８日㈮・１２日㈫　午前１０時～
▼栄養相談＝２２日㈮　午前１１時～▼おにのポリ
袋カイト＝１９日㈫・２１日㈭　午前１１時～

⑥駅前
子育てひろば
☎９５１－０２８５

やしお子育て
ほっと

ステーション

毎日
午前１０時～
午後４時

▼身体測定＝１８日㈪～２０日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼ボランティアお話し会＝１５日㈮　午
前１１時３０分～▼栄養相談＝２５日㈪　午前１１時～

⑦おおぜのもり
子育てひろば
☎９５１－３２１６

みつもり�
保育園

月～金
午前１０時３０分～
午後３時３０分

▼身体測定＝２７日㈬～２９日㈮　午前１１時～、午
後２時～▼絵馬づくり＝８日㈮からキットを配布
払２０組（当日先着順）※開催期間中でも定員にな
り次第終了▼リズム体操＝１２日㈫　午前１１時
～、午後２時～

※各ひろばへのご来場は公共交通機関をご利用ください。
※１月の休館日：１日㈷～３日㈰＝①～⑦、１１日㈷＝①～⑤⑦、�１２日㈫＝②
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くらしの　知識豆

【事例１】電気ストーブを使
用中に、部屋を出た。戻って
くると電気ストーブが倒れて
絨
じゅう

毯
たん

やフローリングが焦げ
ていた。
【事例２】電気ストーブのコ
ードをコンセントに差し込ん
だところ、発火し、コードが
焼き切れた。
【事例３】リコール対象製品
の電気ストーブを使用してい
たところ、ストーブから発火
した。

イッチがついているものがあり
ますが、ストーブの周囲に物が
あるとうまく転倒スイッチが作動
しないこともあります。
③電気ストーブの近くに布団や
雑誌など燃えやすい物があると
接触して出火する危険がありま
す。周りに物を置かないように
しましょう。
④ご使用中の電気ストーブがリ
コール対象製品かどうかは、消
費者庁「リコール情報サイト」
から調べることができます。も
しリコール対象製品であった場
合や疑わしい場合は、その使用
を直ちにやめ、リコール情報に
記載してある事業者連絡先に連
絡してください。
⑤困ったときは、すぐに市や県
の消費生活相談窓口に相談しま
しょう。
物八潮市消費生活センター（受
付は商工観光課）☎奮３３６、埼
玉県消費生活支援センター川口
☎０４８−２６１−０９９９

電気ストーブ類使用中による火災に注意

　電気ストーブによる火災は、
使用中にその場を離れたり、付
近にある燃えやすいものが接触
していたりして発生しています。
【消費者へのアドバイス】
①寝るときやその場を離れると
きは、必ず電源スイッチを切る
ようにしましょう。使用しないと
きは電源プラグをコンセントか
ら抜いておくことも火災の予防
につながります。
②電気ストーブには、使用中に
転倒すると電源が切れる転倒ス

事例 　子どもが小学校（市立）でいじめを受けており、１カ月間、
学校に行けなくなりました。担任に相談をしたら、いじめ

はないと言われました。どうしたら、いじめの事実を調査してもら
えますか。

　いじめ重大事態の調査を市教育委員会に申し
入れるという方法があります。いじめ防止対策

推進法では、いじめ重大事態が生じた場合には、学校の設置者また
は学校が、事態の対処と同種事案の再発防止のために速やかに調査
をすると規定しています。
　「いじめ重大事態」とは、いじめにより、①児童などの生命、心
身または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合、または②児童
などが相当の期間学校を欠席している場合です。いじめにより１カ
月間学校を欠席している場合は、いじめ重大事態に当たります。
　学校の設置者は、第三者委員のみで調査させるのか、学校や設置
者の職員を中心とした組織に第三者委員を加える形で調査をさせる
かを決めます。従前の経緯やいじめの被害を受けた児童生徒や保護
者の意向も考慮して決めます。第三者委員には、弁護士、大学教授、
精神科医、臨床心理士などの専門家がなります。
　いじめ重大事態の調査では、学校内にある資料の分析のほか、ア
ンケート調査を実施したり、教職員や児童生徒などへの聴き取り調
査を行います。そして、調査が終了すると調査報告書を作成し、い
じめを受けた児童生徒およびその保護者に報告をします。
　文部科学省のガイドラインでは、学校は詳細な調査を行わない限
り事案の全容は分からないことを認識し、軽々に「いじめはなかっ
た」などと判断してはいけないと注意をしています。
物埼玉弁護士会越谷支部　☎９６２－１１８８　川原祐介（弁護士）

解決策と注意点

いじめ問題

法律相談などで多い事例とそのアドバイス法律相談コラム

★①②⑥⑧⑪⑭⑰の予約は、
　電話で受け付けます。
★相談日が祝日の場合はお休み
　です（⑱を除く）。
★1月1日㈷～3日㈰はすべての
　相談がお休みです。

1 月各種無料相談
☎996-2111

①法 律 相 談
法律上の諸問題につい
ての相談（弁護士が対
応）
※2日前の水曜日午前9
時から電話予約

腹毎週金曜日
　午後１時20分～4時
複市民相談室
払8人（事前予約制）

物秘書広報課　☎奮３７３

②税理士相談
相続税など税金全般に
ついての相談
※2週間前の月曜日午
前9時から電話予約

腹１月4日㈪
　午後１時～4時
複市民相談室
払６人（事前予約制）

物秘書広報課　☎奮３７３

③不動産相談
マンションおよび不動
産取引全般についての
相談（宅地建物取引士
が対応）

腹１月2５日㈪　午前9時〜正午
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

④くらしの相談
日常生活の問題や国・
県・市の行政サービス
についての相談（行政
相談委員が対応）

腹１月１３日㈬
　午後１時３0分～３時３0分
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

⑤行政書士相談
官公庁へ提出する書類
・申請書の作成、離婚・
相続などについての相
談

腹１月１8日㈪
　午後１時～4時
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

⑥司法書士相談
土地・建物の所有権移
転登記、相続などにつ
いての相談
※2週間前の木曜日午
前9時から電話予約

腹１月2１日㈭
　午後１時～4時
複市民相談室
払６人（事前予約制）

物秘書広報課　☎奮３７３

⑦D V 相 談
ＤＶ被害（配偶者から
の暴力）について電話・
面談による相談（女性
相談員が対応）

腹毎週月・金曜日
　午前１0時～正午　午後１時～4時
※面談の場合は要予約
☎９９６－３９５５（ＤＶ相談支援
室専用電話）

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑧女 性 相 談
女性が抱えるさまざま
な悩みについての相談
（女性相談員が対応）

腹毎週火～木曜日
　午前１0時～正午
　午後１時～4時
複駅前出張所内相談室
払５人（事前予約制）

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑨心配ごと相談
日常生活における心配
ごとや悩みごとについ
ての相談（心配ごと相
談員が対応）

腹１月６日㈬・20日㈬
　午後１時～4時
複身体障害者福祉センターやすらぎ
　☎９９８－７６１６
　（心配ごと相談専用電話）

物社会福祉協議会�☎９９５－３６３６

⑩生活困窮者自立相談
経済的な問題などの心
配ごとについての相談
（生活困窮者自立相談
支援員が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前8時３0分～午後５時１５分
複社会福祉課　☎949−６３１７
（生活困窮者自立相談支援専
用電話）

物社会福祉課　☎奮４９３

⑪こころの健康相談
不眠・不安などによる
こころの病気やひきこ
もり、高齢者の認知症
などについての相談
（専門医が対応）

腹１月１8日㈪
　午後１時～2時３0分
複保健センター
払2人（事前予約制）

物保健センター�☎９９５－３３８１

⑫消費生活相談
悪質商法などに関する
問題や借金問題など消
費生活全般についての
相談（消費生活相談員
が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前１0時～正午
　午後１時～4時
複消費生活センター
　※受付は商工観光課

物商工観光課　☎奮３３６

⑬内 職 相 談
内職の求人、求職のあ
っせん、および相談（内
職相談員が対応）

腹毎週火曜日
　午前１0時～正午
　午後１時～３時３0分
複市民相談室

物商工観光課　☎奮２７４

⑭若年者就職相談
若年者（40歳未満、学生
・生徒可）の就職、転職、
職業能力などについて
の相談（キャリアカウ
ンセラーが対応）

腹１月６日㈬・20日㈬
　午前１0時～正午
　午後１時～4時
複勤労青少年ホームゆまにて
払５人（事前予約制）

物ゆまにて　☎９９６－０１２３

⑮教 育 相 談
児童・生徒の言動やい
じめ・不登校に関する
ことなど教育について
の相談（専任教育相談
員が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前9時３0分～正午
　午後１時～4時
複教育相談所（八條小学校西隣）

物教育相談所� ☎９９５－００７７

⑯家庭児童相談
子どもの家庭での養育
上の心配や悩みごとに
ついての相談（家庭児
童相談員が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前9時～正午
　午後１時～4時
複家庭児童相談室

物子育て支援課　☎奮４７２

⑰子育て相談
子育ての不安や悩みご
とについての相談（家
庭教育アドバイザーが
対応）

腹１月29日㈮
　午前9時～正午
複だいばら児童館（わんぱる）
払３人（事前予約制）

物だいばら児童館�☎９９９－０３２１

⑱子育てコーディネーター
就学前のお子さんの子
育て関連情報の提供や
子育ての不安・悩みご
とを窓口または電話で
相談

腹毎週月～金曜日
　午前１0時～午後4時
複やしお子育てほっとステー
ション

物やしお子育てほっとステーション☎９５１－０２２９

⑲休日・夜間納税相談
市税・国民健康保険税
の納付についての相談
※相談はなるべく電話
でお願いします

腹１月１７日㈰
　午前9時～午後4時
　毎週木曜日
　午後５時１５分～７時
複納税課

物納税課　☎奮３３０
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▪広報やしおは、毎月 1回、10日（新聞休刊日を除く）に新聞折り込みで配布しています。届いていない世帯
の方は、最寄りの公共施設、金融機関、一部のコンビニエンスストア、八潮駅などでお受け取りになれます。
なお、次回の新聞折り込みは、 1月10日㈰です。

〈広　告〉

医療機関名・相談窓口 連絡先 日時・場所・内容など

埼玉県新型コロナウイルス感染症 
県民サポートセンター（24時間） ☎0570-783-770 淵新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談

救急電話相談
（24時間３６５日）

☎♯711９
または

☎0４8-82４-４1９９

淵急な病気やけがについて、受診の必要性など看護師によるアドバイス
〈利用方法〉自動音声のガイダンスに従って、相談内容（番号）を選択
1＝「子どもの救急電話相談」（中学生まで）※つながらないときは＃８
０００もしくは☎０4８-８33-79112＝「大人の救急電話相談」3＝医療機関
案内（子ども・大人に対応）※歯科、口

こう

腔
くう

外科、精神科の案内はしてい
ません。

埼玉県ＡＩ救急相談
https://www.pref.

saitama.lg.jp/a0703/
aikyukyu.html

淵利用者がスマートフォンやパソコンから入力した内容をもとにし
た、可能性のある症状や家庭での対処法についての案内

八潮市立休日診療所
（内科・小児科）

☎９９5-3383
（要事前連絡）

腹日曜日、祝日・振替休日・年末年始（1２月31日〜令和3年1月3日）　
午前1０時〜正午、午後２時〜4時　複保健センター（公園側）

草加市子ども急病夜間
クリニック ☎９5４-６４01

腹月〜金曜日　午後7時3０分〜1０時3０分　土・日曜日、祝日　午後６時
3０分〜1０時3０分　複草加市立病院内　覆０〜1５歳の患者で内科系の症
状（発熱、腹痛、おう吐など）

（公財）日本中毒情報センター
大阪中毒１１０番（24時間） ☎072-727-2４９９ 淵毒物（薬、化学薬品など）を誤って飲んだときの応急手当の仕方

いざという時はこちらへいざという時はこちらへ

ハッピーこまちゃんハッピーこまちゃん
LINEスタンプLINEスタンプ販売中販売中

シティセールス
ＰＲ動画配信中

やしお840メール配信中
※Facebook、Twitterでも同時配信中

登録はこちらから

物秘書広報課☎奮４２３

　住みやすさナンバー1のまち　八潮のイチ
オシの話題をご紹介します。

　日常会話で使いやすいスタンプがそろって
いますので、ぜひご利用ください。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。

イチオシヤシオシイチオシヤシオシ やしおやしお八八つのつの野菜 de健康野菜 de健康レシピレシピ
鮭のちゃんちゃん焼き鮭のちゃんちゃん焼きレシピ㊸

　やしおの八つの野菜（小松菜・枝豆・ねぎ・ほうれん
そう・トマト・ナス・山東菜・天王寺かぶ）を使用した
レシピを毎月ご紹介しています。
　今月は、「鮭のちゃんちゃん焼き」をご紹介します。
物学務課☎奮366

●作り方
①�鮭は、塩、こしょうで下味をつける（塩水に漬けてある
場合、下味はつけなくてよい）。

②�キャベツは3センチメートルくらいの長さ、玉ねぎは薄
くスライス、にんじんは1センチメートル幅の短冊、小
松菜は3センチメートルくらいの長さに切る。しめじと
えのきたけは、ほぐしておく。

③Ⓐをよく混ぜてタレをつくる。
④�アルミホイルを3５センチメートルくらいの長さに切り、
②の野菜ともやしを並べる。上に鮭を置いてタレをかけ、
バターをのせたらアルミホイルで包む。

⑤�フライパンにのせて、ふたをして弱火で1５分から２０分蒸
し焼きにする。

●材料　4人分
鮭　　　 　　�4切れ�（1切れ８０

グラムぐらい）
キャベツ� ６０グラム　　
玉ねぎ� ６０グラム　　
にんじん� 4０グラム　　
小松菜� 4０グラム　　
しめじ� 4０グラム　　
えのきたけ� 4０グラム　　
もやし� 4０グラム　　
　みそ� 大さじ3 　　
　しょうゆ� 大さじ1 　　
　みりん� 大さじ1 　　
　酒� 大さじ1 　　
　さとう� 大さじ２分の1
　バター� ２０グラム　　

小松菜　江戸時代から江戸川区の小松川付近を中心に栽培された
ので、小松菜と呼ばれています。昭和３０年代から栽培され、現在、
やしおの主要野菜です。

●Ⓐ


