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住宅防火 いのちを守る ７つのポイント
－３つの習慣・４つの対策－

３つの習慣
▶寝たばこは、絶対しない
▶�ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
▶�ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

４つの対策
▶逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
▶�寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防
炎品を使用する
▶�火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設
置する
▶�お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協
力体制をつくる

地域で支えよう 地域で防ごう地域で支えよう 地域で防ごう  高齢者虐待高齢者虐待春季全国火災予防運動の実施春季全国火災予防運動の実施

虐待が起きない地域づくりのために
　すべての人が安心して暮らせるように、虐待を未然に防ぎ、助け
合える地域づくりが求められています。普段の生活のなかで気が
ついたこと（見守り）、できること（日常的な声かけ）から行動しま
しょう。

　「その火事を　防ぐあなたに　金メダル」を全国統一防火
標語として、３月１日㈪から７日㈰までの７日間、春季全国火災
予防運動が実施されます。

物草加八潮消防局予防課☎９９６－０６６０

物長寿介護課☎奮４４８

　令和２年中の八潮市の火災発生件数は２３件で、火災による
負傷者は３人、死者はいませんでした。
　住宅火災による死傷者を出さないため、住宅用火災警報器
を設置しましょう。
　また、定期的に住宅用火災警報器の点検を行い、作動状況
を確認してください。

名称 住所 電話 担当地域
東部地域包括支援
センター
やしお苑

南川崎
２１０－１ ☎９９８－８８９５

二丁目、木曽根、南川
崎、伊勢野、八潮１～７
丁目

西部地域包括支援
センター
ケアセンター八潮

鶴ケ曽根
１１８４－４ ☎９９４－５５６２

小作田、松之木、上
馬場、中馬場、西袋、
柳之宮、南後谷、中
央１～４丁目、八潮８丁
目、緑町１・２・４丁目

南部地域包括支援
センター
埼玉回生病院

大原４５５ ☎９９９－７７１７
大瀬、古新田、垳、大原、
大曽根、浮塚、大瀬１
～６丁目、茜町１丁目

北部地域包括支援
センター
やしお寿苑

八條２９４－４ ☎９３０－５１２３
八條、鶴ケ曽根､伊草、
新町、緑町３・５丁目、
伊草１・２丁目

虐待かもしれないと思ったら
　高齢者虐待は当事者に自覚がなかったり、虐待が行われる場所
が自宅内であったりと周囲からは見えにくいものです。近所から
怒鳴り声が聞こえたり、高齢者が急激に痩せたりなど、虐待かも
しれないと感じたら、長寿介護課またはお近くの地域包括支援セ
ンターへ連絡してください。
※連絡者の秘密は守られます。
●高齢期の心配ごとは、地域包括支援センターへ
　地域で暮らす高齢者とその家族の介護、福祉、医療などに関す
る、さまざまな相談を受け付けています。

仕事探しは、身近な『八潮市ふるさとハローワーク』をご利用ください！
　「八潮市ふるさとハローワーク」は、ハローワーク草加の出先機関で、ハローワーク草加と同様に仕事探しができる施設です。
　年齢にかかわらず、どなたでも無料で利用できます。正社員に限らず、パートタイムの仕事を探すこともできます。

求人検索機を3台設置

　全国の求人情報が検索できます。フリーワードやさまざまな
条件で検索できます。

専門の相談員が仕事探しをサポート

　希望に沿った求人の検索など仕事探しをサポートします。面
接を希望する求人がある場合は、紹介状を発行します。
　面接対策や履歴書の書き方など、就職活動に関する相談も受
け付けます。

就職に関する各種情報の提供

　セミナーなどの就職支援に関する各種情報を提供しています。
※雇用保険や職業訓練などの手続きは行っていません。ハロー
ワーク草加（☎９３１－６１１１）をご利用ください。

腹月～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前１０時～午後５時
複ゆまにて２階　
物八潮市ふるさとハローワーク☎９９８－８６０９

物商工観光課☎奮２７４

八潮市ふるさとハローワーク八潮市ふるさとハローワーク

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
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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
楽しく体験！！ヤッキーひろば
①おもしろたんかであそぼう！
②おもちゃの病院

２月２０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①話し言葉を使
っておもしろたんかを作る②壊れたおもちゃを修理する　払①２０人（当日先着順）　沸①無
料②は必要に応じて部品代あり

☎９９４‒１０００ 住所鶴ケ曽根４2０‒2やしお生涯楽習館

催し 日時 詳細

お口の健康教室 ３月２２日㈪
午後１時３０分〜３時３０分

複保健センター　覆市内在住の６５歳以上の方　淵歯科衛生士による歯磨きの指導・口
こう

腔
くう

体
操・唾液腺マッサージなど　弗タオル　払２０人（申込順）　仏２月１５日〜

家族介護教室 ３月２７日㈯
午前１０時〜１１時

複やしお生涯楽習館　覆市内在住で、これからの介護について学びたい方、在宅で介護を
している方　淵仕事と介護の両立のために利用できる制度や介護技術について　払１０人程
度（申込順）　仏西部地域包括支援センターケアセンター八潮（☎９９４－５５６２）へ

☎奮４４９長寿介護課

催し 日時 詳細

農商工連携体験型観光事業
「じゃがいも栽培を親子で農業体験」

３月１３日㈯
午前９時農園集合（小雨
決行）
※雨天時、１４日㈰に順延

複大瀬中央公園北側農園（大瀬４－１７付近）※駐車場はありません。　覆市内在住・在勤で
小学生以下を含む親子　淵農業者の指導により、親子でじゃがいもの植え付けから収穫ま
でを体験（６月下旬ごろまで）※農業体験で収穫したじゃがいもの一部を原料としてポテト
チップをつくり、参加者に配付　払３０組（１組４人程度。申し込み多数の場合、抽選）　沸１組
１，５００円（農業体験代・ポテトチップ代・保険代を含む）　仏２月２２日（消印有効）までに、
往復はがきで（一社）八潮市観光協会へ※ハガキ１枚につき１組。往信表面に宛先（〒３４０－
０８２２大瀬１－１－１マインループ１階（一社）八潮市観光協会農業体験事業係）、往信裏面に参
加者全員の氏名（フリガナ）・住所・年齢・日中連絡のとれる電話番号、返信表面に代表者
の氏名・住所を記入（返信裏面は白紙）※申し込み結果は、３月３日までに返信をもって発
表とします。

☎奮2９９ ☎奮2０2都市農業課 商工観光課

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 第２２回八潮洋らん展
３月４日㈭〜７日㈰
午前１０時〜午後４時（４日は午前
１１時から、７日は午後３時まで）

複やしお生涯楽習館展示コーナー　淵洋らんの展示、洋らん栽培の相談会、植え替えの
実習など

八條

終活講座～意外と知らない
終活のお金～

２月２７日㈯
午後１時〜３時

複八條公民館大ホール　覆市内在住・在勤の方　淵「老後資金」の不安と疑問を解消し、
快適な生活を送るための知識を深める　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〉）　払２０人（申込順）　仏２月１６日〜

初めての
スマートフォン教室

３月１６日㈫
午後２時〜４時

複八條公民館大ホール　覆市内在住・在勤・在学のスマートフォン初心者の方（持って
いない方も可）　淵スマートフォンの基本操作と実生活に役立つ活用法の紹介※スマート
フォンを１人１台用意します。　講師　ソフトバンク㈱スマートフォンアドバイザー　
払１５人（申込順）　仏２月１６日〜

催し 日時 詳細

八幡 一日図書館員体験 ３月６日㈯
午前９時〜１１時３０分

複八幡図書館　覆中学生以上　淵本棚の整理、資料の返却作業、図書のカバーかけなど、
図書館業務の実習※参加者には修了証を発行　弗カバーをかける本１冊　払４人（申込順）
仏２月１６日〜

八條 ぬいぐるみのおとまり会

おはなし会
３月２５日㈭　午後４時〜４時３０分
ぬいぐるみのお迎え
３月２６日㈮　午後１時〜５時

複おはなし会＝八條公民館会議室⑴、ぬいぐるみのお迎え＝八條図書館多目的室　覆２歳
〜小学生（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１０人（申込順）
仏２月２５日〜

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

季節展示「ひなまつり」 ２月２０日㈯〜３月１４日㈰ 複資料館古民家（旧藤波家住宅）　淵古くから伝わる伝統行事「ひなまつり」の紹介（地域により様式の
異なる雛人形、段飾り、御殿飾りなどの展示）

男
お

衾
ぶすま

三
さぶ

郎
ろう

絵
え

巻
まき

を読み解く ３月１４日㈰
午後１時３０分〜３時３０分

複資料館視聴覚講座室　覆中学生以上　淵教科書で取り上げられることも多い『男衾三郎絵巻』の物語を
読みつつ、当時の武士の生活を学ぶ　講師　資料館文書保存専門員　払２０人（申込順）　仏２月１４日〜３月
１３日

☎９９7‒６６６６ 住所南後谷７６３‒５０資料館
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3月1日は、固定資産税
第４期、国民健康保険
税・介護保険料の各第
９期、後期高齢者医療
保険料第８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

事業名 日時 対象

①乳幼児相談（事前予約不要） 3月4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）

3月4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 3月１8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 3月１4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 3月１０日㈬	 午前１０時3０分～正午 ５～６カ月児

⑥離乳食（後期）教室 3月１１日㈭	 午前１０時3０分～正午 １０～１１カ月児

⑦プレママサロン 3月２１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 3月

●こころの健康を保ちましょう
　「こころの健康」は、人がいきいきと自分らしく生きるためにと
ても重要です。こころの健康を保つためには、ストレスと上手に付
き合うことが大切です。バランスのとれた食生活、適度な運動、休
養をとることを心がけ、心を健康に保ちましょう。　
　また、春は、就職や転勤など環境の変化によるストレスがかかり
やすい時期でもあります。身近な人の「いつもと違う」という気づ
きがこころの問題の早期発見や早期対応に役立ちます。
　保健センターでは、精神科医による「こころの健
康相談」を月に１回実施しています。こころの健康
について心配なことがありましたら、お問い合わせ
ください。

●健康寿命を延ばそう！
　健康寿命とは、健康で自立した生活を送ることができる期間で、
県では６５歳から「要介護２」以上になるまでの期間としています。
　健康寿命を延ばすためには、生活習慣病の予防が大切です。
　保健センターでは、生活習慣病を予防して健康長寿な方を増やす
ために、出前講座で「健康長寿サポーター養成講座」を実施してい
ます。この講座を受講し、サポーターになった方には「健康長寿サ

　八潮市は県平
均と比べてメタ
ボリックシンド
ローム該当者の
割合が高い状況
です。 
　メタボリックシンドロー
ムは、高血圧・脂質代謝異
常のリスクを高めます。
　該当の方は、特定保健指
導を活用して健康管理に役
立てましょう。

特定保健指導を利用しましょう

物国保年金課☎奮214

ポーター応援ブック」を贈呈します。応援ブックを活用し、自分自
身とともに、家族、友人など周りの方の健康寿命を延ばしましょう。

●女性の健康週間
　3月１日から8日までは、「女性の健康週間」です。
　女性は、思春期、妊娠・出産期、更年期、老年期と生涯を通じて、
ホルモンバランスが大きく変動し、その影響で心と体にさまざまな
変化が生じます。健康で明るく、充実した日々を過ごすためには、
自分の体を知ることが大切です。この機会に健康について考えてみ
ましょう。
　保健センターでは、健康相談を随時受け付けています。心身に不
調を感じたら、お気軽にご相談ください。

●子ども予防接種週間
　3月１日から７日までは、「子ども予防接種週間」です。
　保護者の方はワクチンで防ぐことができる病気から子どもたちを
救うため、入園・入学前に、未接種のワクチンがないかどうか確認
しましょう。
　保健センターでは、予防接種に関する保護者の方からの相談（ワ
クチンや予防接種のスケジュールなど）を随時受け付けています。
お気軽にご相談ください。
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　資料館では、八潮市の歴史や
文化について身近に興味を持っ
ていただけるように、３月１日よ
りインターネット上で、「八潮
市立資料館デジタルアーカイ
ブ」の配信を行います。
　「八潮市立資料館デジタルア
ーカイブ」では、資料館が収蔵
する公文書・古文書・写真の目
録データベースからキーワード
検索できるほか、一部資料をパ
ソコンやスマートフォンなどの
端末からデジタル画像でご覧に

なれます。八潮誕生以前の八條
村、八幡村、潮止村で作られた
公文書、指定文化財となってい
る江戸時代初め頃に作成された
検地帳、川に育まれた八潮の歴
史を物語る写真など、これまで
は資料館へ来館しなければ見ら
れなかった資料を配信します。
　なお、目録データベースやデ
ジタル画像は随時追加・更新し
ます。
　「八潮市立資料館デジタルア
ーカイブ」は、資料館ウェブサ
イト「れきナビ―やしお歴史事
典」（２次元コードからアクセス）
を通してご覧になれます。
　新型コロナウイルスの影響に
より自宅で過ごさ
れる時間が多い現
在、ぜひ、お気軽に
ご活用ください。
物資料館☎９９７－６６６６

「八潮市立資料館デジタル
アーカイブ」の配信開始

教育委員会
らこ ち

■３月の上映会の日  
○八條図書館
▼児童向け＝１４日㈰・２１日㈰
　午前１１時～
▼一般向け＝１４日㈰・２８日㈰
　午後２時～

○八幡図書館
▼児童向け＝１４日㈰・２８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。

■３月の休館日  
八條・八幡図書館　毎週月曜日
特別整理休館　八條＝１６日㈫～１９日㈮、八幡＝９日㈫～１２日㈮
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日

■一般書  
「夢

む

幻
げん

」
上
うえ

田
だ

秀
ひで

人
と

　著
「二

ふ た り

人がいた食
しょく

卓
たく

」
遠
えん

藤
どう

彩
さえ

見
み

　著

　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

■児童書  
「うしとざん」

高
たか

畠
ばたけ

那
な

生
お

　作
「おともだちになってくれる？」

サム・マクブラットニィ　ぶん
アニタ・ジェラーム　え

物秘書広報課☎奮４２３
　市ホームページおよび広報やしおに掲載する広告を募集
しています。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
仏掲載を希望する月の前々月末日（必着）までに、掲載申
込書（秘書広報課窓口または市ホームページで入手）に必
要書類を添えて、窓口、郵送、ファクスまたは電子メール
で秘書広報課へ
※４月からの掲載を希望する場合は２月２８日（必着）まで

広告の概要

広告媒体
掲載位置

募集枠 広告料
大きさ

市ホームページ
トップページ

１８枠 １０，０００円／月
縦６０ピクセル×横１６０ピクセル

広報やしお

３・５・７・９・１１面（１色）
５枠 １６，５００円／月縦１．２センチメートル×横２１．５センチメ

ートル
１２面（カラー）

３枠 ４４，０００円／月縦４．５センチメートル×横７．５センチメー
トル

有 料 広 告 募 集

３月１日から

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カ月から
小学校６年生までのお子さ
んがいる方
◆入会説明会
腹２７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２７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　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
（子どもの発達相談）
腹５日㈮　午前１０時～１１時
３０分
覆おおむね３歳に達する児
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　
▼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「紙ちぎ
りのばし」

▼６日・１３日・２７日（ 各 土
曜日）　午後２時３０分～＝な
かよしひろば
（春休みイベント）
▼２５日㈭＝バルーンスライ
ム▼２６日㈮＝ゲーム＆ビン
ゴ大会▼３０日㈫＝けん玉で
遊ぼう
時間　午後２時３０分～
覆小学生・保護者同伴の幼
児
払各１５人（要予約）
仏窓口または電話で児童館
へ

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３

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▼栄養相談＝３日㈬　午前
１１時～▼手づくりおもちゃ＝１７日㈬・１８日㈭・２２
日㈪・２３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＝２日㈫～５日㈮　午前１０時～▼ボラ
ンティアお話し会＝１２日㈮　午前１１時～▼ミニ
おたのしみ会＝２３日㈫～２５日㈭　午前１０時４５分
～

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～▼いちご
狩りセットづくり＝火～木曜日　払１５組（当日
先着順）※開催期間中でも定員に達し次第終了
▼ボランティアお話し会＝１０日㈬　午前１１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＝１日㈪・３日㈬～５日㈮　午前１０時～
▼小麦粘土を作ろう＝８日㈪・１０日㈬～１２日㈮　
午前１０時～▼お話し会＝１８日㈭　午前１１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＝４日㈭・５日㈮・８日㈪・９日㈫　午前
１０時～▼ボランティアお話し会＝１日㈪・１５日㈪　
午前１１時～▼カラフルフォトフレーム＝１１日㈭
・１２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＝２２日㈪～２４日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼子どもの発達相談＝５日㈮　午前１０時
～▼お話し会＝毎週水曜日（２４日を除く）　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＝２４日㈬～２６日㈮　午前１１時～、午
後２時～▼おひなさまづくり＝１日㈪からキット
を配布　払２０組（当日先着順）※開催期間中でも
定員に達し次第終了▼リズム体操＝１７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。
※３月の休館日：２０日㈷＝①～⑤⑦
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くらしの　知識豆

【事例１】　以前、中学生の息子が自分のスマートフォンに有料の
楽曲をダウンロードしたいというので、私のクレジットカードで
購入した。その後もカードの情報が端末に残っていたようで、息
子が勝手に課金に使用し、４５万円ほどの請求がきている。
【事例２】　小学校低学年の娘にせがまれて、私のスマートフォン
でオンラインゲームを利用させたところ、３日間で約２０万円の課
金をしていた。娘は「数字のボタンを押したらアイテムが手に入
った」と言い、年齢確認や購入という意識はなかったようだ。

未成年の子どもがオンラインゲームで勝手に決済

　スマートフォンやゲーム機器などをインターネットにつないで遊
ぶオンラインゲームで、子ども（未成年者）が保護者に無断で決済
をし、高額請求になったという相談が寄せられています。
　「保護者が設定したパスワードや暗証番号を盗み見してキャリア
決済をした」「家族の財布から無断で現金を持ち出してプリペイド
カードを購入し、決済に使用した」などのケースがあります。
【消費者へのアドバイス】
①スマートフォンなどの端末、決済機能のあるカード類、ＩＤ、パ
スワードなどの管理を徹底しましょう。
②端末へのクレジットカード情報の登録状況、キャリア決済の利用
限度額の設定状況などを確認しましょう。フィルタリング機能など
を活用し、利用制限を設けることも効果的です。
③事業者に「未成年者契約の取り消し」を主張することも可能です
が、状況によっては契約を取り消せない場合もあります。
④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

事例 　知人に４００万円貸しましたが「借りた覚えがない」など
と言って返してくれません。知人の署名が入った借用書は

ありますがハンコがありません。それだと効力に問題がありますか。
　お金を貸した事実があるか否かで知人と見解の相違が生
じているのですね。究極的には訴訟で決着をつけるほかあ

りません。
　貸金請求訴訟では、借用書があれば裁判所はこれを重視すると思
われます。ところが、借主が「借用書は偽造だ」など、借用書の作
成が自分の意思と無関係だと主張する場合はどうでしょう。貸主側
は、借主が自分の意思で借用書を書いたと立証する必要に迫られま
す。民事訴訟法２２８条の規定により、署名または押印がある私文書は、
文書全体が本人の意思に基づいて作られたと推定されます。署名や
押印が本人の意思に基づいてされたことがその前提です。ここで、
最高裁の判例は、押印が本人の印章によるものであれば、本人の意
思に基づく押印であると推定されるとしています。
　つまり、貸主であるあなたは、もし借用書に借主である知人のハ
ンコがあったなら、その印影が本物であることさえ証明すれば、借
用書全体が知人の意思に基づいて作られたことを立証できたのです。
知人が自分の意思で押印したことは立証する必要がありません。し
かし、借用書に署名しかないなら、知人が自分の意思で借用書に署
名したことを貸主のあなたが証明しなければなりません。
　判例によれば、このようなハンコの効力は、実印はもちろん、認
め印でも原則的に認められます（ただし、印章を家族らと共用した
り、他人に印章を預けていたなど、事情によっては否定されます）。
　近時、政府が「ハンコ廃止」の音頭を取っていますが、こと民事
訴訟の世界では、ハンコはいまだ無意味なものとはいえません。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　北川浩司（弁護士）

回答

ハンコは法的に意味がないか

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

★①②⑤⑦⑩⑬⑯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（⑰を除く）。

3 月各種無料相談
☎996-2111

※来庁（館・所）による相談は、中止や電話での相談
になる場合がありますので、事前に各担当課へお
問い合わせください。

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３月1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３月８日㈪　午後1時～4時
　３月２２日㈪　午前9時〜正午
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

④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３月1５日㈪
　午後1時～4時
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

⑤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３月1８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

⑥D 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

⑦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

⑧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３月３日㈬・1７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

⑨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

⑩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３月1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

⑪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

⑫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

⑬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３月３日㈬・1７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

⑭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

⑮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

⑯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３月19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

⑰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

⑱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３月７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、 ３月10日㈬です。

医療機関名・相談窓口 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
☎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

埼玉県ＡＩ救急相談
https://www.pref.saitama.lg.
jp/a0703/aikyukyu.html

淵利用者が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　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（発熱、腹痛、おう
吐など）の症状

（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
って飲んだ時の応急手当の仕方

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のの
イラストイラストををごご活用活用くださいください

　八潮市マスコットキャラクター「ハッピーこまちゃん」のイ
ラストをチラシやポスターなどに使用できます。
　新しいイラストを随時追加していますので、ぜひ、ご活用く
ださい。
※イラストの使用には申請が必要です。使用できるイラストや
申請について、詳しくは市ホームページをご覧ください。

物秘書広報課☎奮４２３

〈広　告〉

フラワーパークフラワーパークににスマート スマート 
フォンスタンドフォンスタンドをを設置設置

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

物商工観光課☎奮２０２

　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。

　中川やしおフラワー
パークには丹精を込め
て育てた色とりどりの
花が咲いています。そ
れらの花々を背景にス
マートフォンで気軽に
撮影できるよう、「ス
マートフォンスタン
ド」を設置しました。
ぜひ、ご利用ください。
花の見頃
菜の花とストック：3月上旬、ネモフィラ：5
月上旬※時期は天候などにより前後すること
があります。

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

こまちゃんとイカの中華炒めこまちゃんとイカの中華炒め
レシピ㊺

　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、「こまちゃんとイカの中華炒め」をご紹
介します。 物学務課☎奮366

●作り方
①�小松菜は、3センチメートルの長さに切る。イカは、2
センチメートルの幅・3センチメートルの長さの短冊
切りにする。にんじん、キャベツ、ゆでたけのこ、黄
ピーマンは千切り、玉ねぎはスライスする。

②�フライパンに油を熱し、イカを押し付けながら焼く。
イカに火が通ったら、野菜を全部入れ中華だしをふり
かけ、10～15分くらいかけて熱を通す。

③�片栗粉に大さじ1の水とおろししょうが、しょうゆを
混ぜて②に回し入れる。味を確かめて足りなければ、
塩、こしょうで味をととのえて仕上げる。

●材料　4人分
小松菜� 120グラム　
イカ� 120グラム　
にんじん� 40グラム 　
キャベツ� 160グラム　
ゆでたけのこ� 120グラム　
黄ピーマン� 32グラム 　
玉ねぎ� 160グラム　
油� 小さじ2　 　
中華だし� 小さじ1　 　
片栗粉� 大さじ1　 　
おろししょうが� 少々　　　　
しょうゆ� 大さじ2分の1
塩� 小さじ3分の1
こしょう� 少々

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。
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