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● 今月の主な内容 ● ２面：介護保険制度／避難情報の見直し／３面：新型コロナウイルスワクチン接種／４面：令和２年度下半期財政状況の公表

人口…92,４８０人（−１６人）　　　男…４８,００８人（−2１人）　　　女…４４,４７2人（＋５人）
世帯…４４,５４５世帯（＋６３世帯）　令和３年（2０2１年）５月１日現在市の人口と世帯数

広報やしおに掲載したイベントなどについては、中止・変更になる場合があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

　東京２０２０オリンピック聖火リレーが、草加流
山線の八潮八条交差点付近をスタートして八条
橋を渡り、三郷市をゴールとした約1.3キロメ
ートルのコースで実施されます。聖火リレーの
実施にあたり、八潮市内では右図のとおり交通
規制が行われます。
　聖火リレー当日は、周辺道路（国道２９８号線、
草加流山線、平方東京線、八潮団地通りなど）
の渋滞が予想されますので、迂回のご協力をお
願いします。

物企画経営課☎奮２２７

八潮市での聖火リレー八潮市での聖火リレー
日時　�７月７日㈬　午前８時５０分ごろ～�

９時ごろ（予定）
場所　�八潮八条交差点付近～八条橋交

差点（右図参照）

○注意事項
・�聖火リレー当日に自動車を利用する場合は、
混雑緩和のため、交通渋滞が予想される道路
や時間帯を避けた通行にご協力をお願いしま
す。
・コース周辺に観覧者用の駐車場はありません。
・�コース周辺での無人航空機（ドローンなど）
の飛行は禁止です。

※�午前８時５０分ごろから９時１０分ごろまでは、
自転車および歩行者も、八条橋の通行が
できません。

○沿道での観覧について
　沿道での観覧は、密集を避け、マスク着用のうえ、大声は出さずに拍手などによる応援
をお願いします。また、体調が悪い場合や感染症への感染が疑われる場合は、沿道での観
覧を控えてください。
　なお、聖火リレー実施の模様は、インターネットのライブ中継（https://nhk.jp/
torch）で視聴可能です。沿道の密集を避けるため、できるだけライブ中継をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大
状況により、内容が変更になる場合があ
ります。
　詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。

東京２０２０オリンピック聖火リレー東京２０２０オリンピック聖火リレー
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図　聖火リレーコースおよび交通規制の範囲

交通規制交通規制
日時　�７月７日㈬　午前８時～９時3０分

（予定）
場所　�聖火リレーコースを含めた周辺

道路（右図参照）



広報（2）

八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

No.847 令和３年（２０２１年）６月１０日

　介護保険制度は、介護が必要な状態にある高齢者とその家族を社会全体で支える社会保険
制度です。

〈６５歳以上の方の介護保険料の算定の方法〉
　６５歳以上の方の介護保険料は、介護サービス
費用がまかなえるように算出された「基準額」
をもとに決まります。
〇基準額の決まり方
　八潮市の保険料の基準額５８，８００円（年額）＝
八潮市で必要な介護サービスの総費用×６５歳以
上の方の負担分２３パーセント÷八潮市に住む６５
歳以上の方の人数
　市では、この介護保険料の「基準額」をもと
に、本人と世帯の住民税の課税状況や所得に応
じた負担になるように、１２段階に分けて設定し
ています（右表参照）。
※４０歳から６４歳までの方の介護保険料は、加入
している医療保険の算定方式を基本として決め
られています。
〈介護保険料の改正〉
　令和３年度から５年度までの第８期介護保険料
は、第１段階から第９段階の保険料負担割合を国
の基準と同率とする一部改正をしています。
　また、介護保険料の所得段階を１０段階から１２
段階に改正し、介護保険料の年額を１００円未満
で切り捨てせず１０円単位に変更しています。
　令和３年度住民税非課税の方（第１段階から第
３段階）の介護保険料は公費による低所得者の
負担軽減が実施されています。
※災害などの特別な事情がある場合、保険料が
減免されることがありますので、ご相談くださ
い。

物長寿介護課☎奮４４３

〈介護保険料表〉
◎介護保険料の納入通知書は、６月中旬に郵送します。
所得段階 内　容 介護保険料年額

第１段階

・生活保護を受給している方
・世帯全員が住民税非課税で、本人が老
齢福祉年金を受給している方
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合
計所得金額＋課税年金収入額が８０万円
以下の方

１7，６４０円
（基準額×０.３）

第２段階
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合
計所得金額＋課税年金収入額が８０万円
超１２０万円以下の方

２９，４００円
（基準額×０.５）

第３段階
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合
計所得金額＋課税年金収入額が１２０万
円を超える方

４１，１６０円
（基準額×０.7）

第４段階

・世帯の誰かに住民税が課税されてい
るが、本人は住民税非課税で、前年の合
計所得金額＋課税年金収入額が８０万円
以下の方

５２，９２０円
（基準額×０.９）

第５段階

・世帯の誰かに住民税が課税されてい
るが、本人は住民税非課税で、前年の合
計所得金額＋課税年金収入額が８０万円
を超える方

５８，８００円
（基準額）

第６段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円未満の方
7０，５６０円

（基準額×１.２）

第7段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の方
7６，４４０円

（基準額×１.３）

第８段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方
８８，２００円

（基準額×１.５）

第９段階 ・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が３２０万円以上４００万円未満の方
９９，９６０円

（基準額×１.7）

第１０段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が４００万円以上５００万円未満の方
１０５，８４０円

（基準額×１.８）

第１１段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が５００万円以上６００万円未満の方
１１１，7２０円

（基準額×１.９）

第１２段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が６００万円以上の方
１１7，６００円

（基準額×２） ⑤サービスの利用

④ケアプランの作成
（要介護1~5と認
定された方）
　指定居宅介護支援
事業者に連絡してケ
アマネジャーにケア
プランの作成を依頼
してください。

④ケアプランの作成
（要支援1、2と認
定された方）
　担当する地域包括
支援センターから連
絡がありますので、
介護予防ケアプラン
の作成を依頼してく
ださい。

③結果通知
　原則として、申請から30日以内に認定結果
通知書と介護保険証を郵送

①申請
　長寿介護課へ申請（地域包括支援センター、
ケアマネジャーなどの代行も可能）

②介護認定審査会
　認定調査と医師の意見書をもとに、医療、
介護、福祉の専門家が介護認定審査会で審査
を行い、要介護度または非該当の判定

対象者　65歳以上の方または40歳から64歳
までの方で特定疾病により介護や支援が必要
な状態となった方

認定調査
　要介護認定調査
員が自宅へ訪問
し、心身の状態な
どについての聞き
取り調査

医師の意見書

　市からの依頼に
より主治医が意見
書を作成

〈申請から介護サービス利用までの流れ〉介護保険制度のお知らせ

　これまでは、大雨などにより水害発生の危険性が高まった場合、住民が取るべき行
動を危険度に応じて５段階の警報レベルにより発令していましたが、警戒レベル４に位
置づけられていた「避難指示（緊急）」と「避難勧告」の違いが分かりにくく、避難
行動の遅れにつながることから、令和３年５月２０日から２つの情報が「避難指示」に一
本化されるなど、避難情報の見直しが行われました。 物危機管理防災課☎奮３０５

※１　�市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル５は
必ず発令される情報ではありません。

※２　�避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されます。
※３　�警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ、避難のための準備をし、危険を感じた

ら自主的に避難するタイミングです。

避難情報が発令されたら

警戒レベルと避難情報

●警戒レベル３高齢者等避難
　避難に時間を要する方（高齢の方、障がい
のある方など）は、避難を開始しましょう。
さらに、高齢者等以外の方も避難の準備など
を行いましょう。
●警戒レベル４避難指示
　全員避難をしましょう。
[避難とは]
　「避難」とは「難」を「避」けることであり、
避難所に行くことだけが避難ではありません。
自宅で安全確保が可能な方は、自宅にとどま
る在宅避難や親戚や知人宅への避難も選択肢
です。自宅が頑丈な高層階にあるまたは危険
な区域ではないなど、安全が確保されている
場合は自宅にとどまりましょう。

避難情報などの発信方法

　避難情報などは、主に次の方法で発信しま
す。
　テレビ、ラジオ、エリアメール・緊急速報
メール、防災行政無線、市ホームページ、や
しお840メール、公式SNS、防災アプリ
（「Yahoo！防災速報」「NHKニュース・防災
アプリ」「まいたま防災」）

大雨時の避難情報の見直し大雨時の避難情報の見直し
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　令和２年度の情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況およ
び行政不服審査法に基づく審査請求の状況についてお知らせしま
す。 物総務人事課☎奮230

表１　請求・申出の受付件数および処理件数

区　分 受付件数 処理件数
公　開　決　定 非公開

決　定
取り下げ
など公　　開 部分公開

請　求 ５５件 ５４件 ２１件 １５件 １８件 １件

申　出 ９件 ８件 ２件 ５件 １件 １件

合　計 ６４件 ６２件 ２３件 ２０件 １９件 ２件

表３　審査請求事件の処理件数

審査庁 処理件数 取り下げ
裁決の状況

審査中
認容 棄却 却下

市長 ２件 ０件 ０件 ０件 ０件 ２件

教育
委員会 ３件 ０件 ０件 １件 ０件 ２件

表４　行政不服審査法に基づく審査請求事件の処理件数

審査庁 処理件数 取り下げ
裁決の状況

審査中
認容 棄却 却下

市長 ２件 ０件 ０件 ０件 １件 １件

※処理件数のうち、１件は令和元年度から継続中のものです。

表２　開示受付件数および処理件数
区　分 受付件数 処理件数 開　示 部分開示 不開示 取り下げなど

開示請求 ３２件 ３２件 １７件 １４件 １件 ０件

※訂正・利用停止請求はありませんでした。

情報公開制度・個人情報保護制度および行政不服審査制度

情報公開制度の実施状況（表１）
　情報公開制度は、市が持っている情報を市民の皆さんの求めに応じ
て公開するものです。
請求　�市内に在住・在勤・在学の方または市内に事務所・事業所を有

する個人および法人その他の団体の方が情報の公開を請求する
場合

申出　�「請求」以外の方が情報の公開を求める場合や公文書公開条例
施行日（平成６年４月１日）前に市が作成・取得した情報の公開
を求める場合

　請求・申出の主な内容は、「工事発注関係」「財政状況」「潮止揚水
機場関係」「食中毒事故関係」です。

個人情報保護制度の実施状況（表２）
　個人情報保護制度は、「本人の請求に応じてその自己情報を開示・
訂正・削除し、利用・提供を停止すること」「市が保有している個人
情報を適正に取り扱うこと」を定めた制度です。
　開示請求の主な内容は、「判定書」「主治医意見書」「診断書」です。

審査請求事件（情報公開請求および個人情報開示請求に係るものに限る）の処理状況（表３）
　請求の内容は、「潮止揚水機場に関する案件」「食中毒事故に関する
案件」です。

行政不服審査法に基づく審査請求事件の処理状況（表４）
　請求の内容は、「課税に関する案件」「生活保護に関する案件」です。

●キャンセル待ちの登録
時間　正午～午後１時
複当日実施している集団接種会場入口
覆接種券をお持ちの方で、当日保健センターからの連
絡を受けて３０分以内に接種会場に行くことができる方
仏申込用紙（会場または市ホームページで入手）を受
付箱へ
※接種券に記載されている予約受付番号が必要です。
※キャンセル待ちリストに登録しますので、翌日以降、
再度の申し込みは不要です。
連絡方法　キャンセルが発生した場合のみ、抽選を行
います。当日、午後３時４５分までに対象者へ電話で連絡
しますので、午後４時１５分までに集団接種会場にお越
しください。※電話がつながらなかった場合、次の順番
の方に案内させていただきますので、ご了承ください。

●�いつでも・どこでもいいよやく（７５歳以上の方
の新型コロナウイルスワクチン接種の仮予約）

　申し込みされた方へ、接種日を順次郵送で通知しま
す。万が一、指定された接種日の都合が悪い場合は、
必ず保健センターへご連絡ください。

●埼玉県高齢者ワクチン接種センター
　６月１６日からの接種分の予約をインターネットで受
け付けしています（電話予約はできません）。
　詳しくは、県ホームページ（https://www.pref.
saitama.lg.jp/a０７１０/covid-１９/koreisha_center.
html）をご覧になるか、埼玉県高齢者ワクチン接種
センター（☎０５７０－０７１－０７７〈受付＝毎日　午前
９時～午後５時〉、鯖０４８－８３０－４８０８〈聴覚障がい者
向け〉）へお問い合わせください。

新型コロナウイルスワクチン接種新型コロナウイルスワクチン接種
　新型コロナウイルスワクチンの今後の接種計画と、ワクチン接種の予約サポートおよび相談窓口などについて
お知らせします。 物保健センター☎９９５－３３８１

副反応などについての
専門的な相談

埼玉県専門相談窓口
☎０５７０－０３３－２２６
（受付＝毎日　２４時間）
鯖０４８－８３０－４８０８
（聴覚障がい者向け）

八潮市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
☎０５７０－２００－８１４（受付＝月～金曜日　午前１０
時～午後７時、日曜日　午前１０時～午後６時）
※土曜日、祝日は受け付けていません。
※通話料がかかります（９０秒ごとにおよそ１０円）。

予約や一般的な問い合わせ

●ワクチン接種の予約サポート窓口
　ワクチン接種の予約について、パソ
コンやスマートフォンなどの操作に不
安のある方を対象に、八潮市専用予約
サイトの予約操作をサポートする窓口
を設置しています。
腹毎週月曜日　午前９時５０分～予約受
付終了
※混雑状況により、お待ちいただく場
合があります。また、予約サイトの混
雑状況により、予約できない場合があ
ります。
複保健センター
弗接種券、スマートフォンまたはタブ
レット端末など、筆記用具

●ワクチン接種相談窓口
　予約や接種会場などワクチン接種に
関する一般的な相談に対応する窓口を
設置しています。
腹月～金曜日　午前８時３０分～午後５時
１５分
複保健センター

●接種計画（6５歳以上の高齢者分）
　現時点の計画人数は、下表のとおりです。
※実際の予約枠は、医療機関の状況や接種
実施状況により異なる場合があります。
� 令和３年５月１７日現在

接種期間
接種予定者数

１回目 ２回目 計
５月１０日
～６月６日 ６,３０７人 ８５５人 ７,１６２人

６月７日
～７月４日 １１,８３８人 ７,９５４人 １９,７９２人

７月５日
～３１日 ３,０５５人 １２,３９１人 １５,４４６人

市内高齢者
施設入所者
など

５００人 ５００人 １,０００人

合計 ２１,７００人 ２１,７００人 ４３,４００人

※6月末までに、すべての高齢者の２回接種
分のワクチンが市に配送される予定ですの
で、安心してお待ちください。

　基礎疾患をお持ちの
方や、6４歳以下の方の
ワクチン接種について
は、決定次第、お知ら
せします。
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●歳入…主に市税、国からの
補助金・交付金（国庫支出金）
など
●歳出…主に児童・高齢者・
障がいのある方などへの支援
に使う民生費、道路・排水路
・公園などの整備に使う土木
費など
　なお、令和２年度の一般会
計および特別会計は、令和３
年５月３１日までの出納整理期
間を経て決算額となります。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方のうち、要件などに該当す
る場合は、申請により令和３年度の国民健康保険税・後期高齢者医療保険
料の減免を受けられることがあります。
【対象となる方】
⑴�新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、また
は重篤な傷病を負った世帯の方　⇒　保険税（料）を全額免除
⑵�新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減
少が見込まれる世帯の方　⇒　保険税（料）の全部または一部を減額

【具体的な要件】
　⑵については、次の全ての要件に該当する必要があります。
　①�主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見
た収入のいずれかが、前年に比べて１０分の３以上減少する見込みであ
ること。

　②主たる生計維持者の前年の所得の合計額が１，０００万円以下であること。
　③�主たる生計維持者の減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得
の合計額が４００万円以下であること。

【申請期限】　原則、納期限まで。
　ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類、減免額の算出方法など
について詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

　埼玉県東南部地域５市１町（草加市、越谷市、八潮市、三
郷市、吉川市、松伏町）の首長が「ゼロカーボンシティ」
共同宣言を行いました。
■ゼロカーボンシティとは
　２０５０年にＣＯ₂（二酸化炭素）の排出量を実質ゼロにする
ことを目指す旨を公表した地方自治体

■今後の取り組み
　各市町の担当部署により、「埼玉県東南部地域ゼロカー
ボンシティ推進協議会」を設置し、再生可能エネルギーの
利用推進、廃棄物の削減、普及啓発などの共同取り組みを
検討し、進捗管理などを行います。

令和２年度 下半期財政状況の公表下半期財政状況の公表
　市では、毎年２回、財政状況を公表しています。これは、税金などの大切なお金がどのように使われているのかをお知らせするものです。

物財政課☎奮３０６

予算現額
収入済額

( )内の％は予算現額に
対する収入率

)内の％は予算現額に( )
対する執行率

予算現額
支出済額

固定資産税
市民税
都市計画税
市たばこ税
軽自動車税

79億8,399万3千円
67億2,941万5千円
13億5,129万2千円
7億7,057万2千円
1億4,329万3千円

市税の内訳（収入済額）

150億2,870万9千円
132億4,241万7千円(88.1%)

135億688万2千円
126億7,946万7千円(93.9%)

51億5,276万1千円
37億2,331万6千円(72.3%)
34億9,475万9千円

26億1,993万4千円(75%)
27億4,913万1千円

17億952万円(62.2%)

26億3,351万8千円
26億3,251万7千円(99.9%)

10億1,917万2千円
10億1,917万2千円(100%)
5億3,881万5千円
3億1,220万5千円(57.9%)
2億5,181万8千円
2億4,568万1千円(97.6%)
1億8,272万3千円 
1億3,775万6千円(75.4%)

民　生　費

土　木　費

総　務　費

公　債　費

教　育　費

衛　生　費

消　防　費

商　工　費

議　会　費

そ の 他

市　　　税

繰 入 金

そ の 他

県 支 出 金

国庫支出金

分担金および
負　担　金

歳入 歳出

諸 収 入

市　　　債

繰 越 金

地方消費税
交　付　金

171億2,199万9千円
156億7,647万円(91.6%)

168億5,417万4千円
169億7,856万5千円(100.7%)

22億5,040万円
1億8,350万円(8.2%)

21億4,770万9千円
15億8,630万7千円(73.9%)

18億5,800万円
19億986万2千円(102.8%)

13億6,201万3千円
10億3,739万円(76.2%)
13億5,853万5千円

13億5,853万6千円(100%)

5億7,870万8千円
5億6,741万1千円(98%)

2億1,179万9千円
1億7,593万1千円(83.1%)

8億1,495万1千円
8億2,393万2千円(101.1%)

表３　一般会計の予算執行状況の内訳 令和３年３月３１日現在

＜予算執行状況＞
表１　一般会計および特別会計の予算執行状況� 令和３年３月３１日現在
� (単位：千円、％)

区　　　　　分 予算現額 収入済額 収入率
支出済額 執行率

一 般 会 計 ４４，５５８，２８８� ４０，２９７，９０４� ９０．４
３８，３２１，９８５� ８６．０

国 民 健 康 保 険 ８，７１６，０７５ ８，２００，４２１ ９４．１
７，９７０，６８１ ９１．４

稲 荷 伊 草 第 二
土 地 区 画 整 理 事 業 ２７６，０７９ ２６８，３８６ ９７．２

３７，４７５ １３．６
鶴 ヶ 曽 根・ 二 丁 目
土 地 区 画 整 理 事 業 ２２５，１９５ １９１，１７９ ８４．９

３４，３８３ １５．３
大 瀬 古 新 田
土 地 区 画 整 理 事 業 ７０７，１９２ ５９０，２７５ ８３．５

４１８，１２３ ５９．１
西 袋 上 馬 場
土 地 区 画 整 理 事 業 ９９２，３５５ ７６７，９０９ ７７．４

５５４，８２８ ５５．９
八潮南部東一体型特定
土 地 区 画 整 理 事 業 １，５９８，３２４ １，２１１，３１７ ７５．８

８９９，０９５ ５６．３
介 護 保 険 ６，３７３，９２３ ５，７２８，３８２ ８９．９

４，８６２，１６１ ７６．３
後 期 高 齢 者 医 療 １，０５１，７１３ ９９９，４７５ ９５．０

９４６，６４１ ９０．０

表２　企業会計の予算執行状況� 令和３年３月３１日現在
＜上水道事業会計＞� (単位：千円、％)

区　　　　　分 予算額
収入額 収入率
支出額 執行率

収 益 的 収 入 ２，１４１，１１１ ２，１７９，０７９ １０１．８
収 益 的 支 出 １，９７１，２２０ １，７９５，５５６ ９１．１
資 本 的 収 入 ５７３，７３９ ４８２，４９９ ８４．１
資 本 的 支 出 １，４２２，７６６ １，１５１，０５１ ８０．９

＜公共下水道事業会計＞� (単位：千円、％)

区　　　　　分 予算額
収入額 収入率
支出額 執行率

収 益 的 収 入 ２，７６８，９８０ ２，７４６，４６７ ９９．２
収 益 的 支 出 ２，６２３，９０６ ２，５５４，０２７ ９７．３
資 本 的 収 入 ３，７４４，９４６ ２，５６３，５７６ ６８．５
資 本 的 支 出 ４，３３０，６６３ ３，０９６，２６３ ７１．５

物環境リサイクル課☎奮３３８

埼玉県東南部地域５市１町による
「ゼロカーボンシティ」共同宣言

新型コロナウイルス感染症の影響による保険税（料）の減免新型コロナウイルス感染症の影響による保険税（料）の減免

物国保年金課☎奮８３４

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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鉄道事業者の敷地内の一部に鉄道事業者の敷地内の一部に
放置された自転車などは撤去の対象放置された自転車などは撤去の対象

物社会教育課☎奮３６５、人権・男女共同参画課☎奮８１１

人 権 そ れ は人 権 そ れ は 愛
東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて
� ～人権について今一度考えよう～

　延期となっていた東京オリンピック・パラリンピックの開催
が間近に迫っています。オリンピックはもともと、スポーツを
通した教育や平和のために誕生した祭典で、人権と深い関わり
があります。
　「近代オリンピックの父」と呼ばれるフランスの教育家、ピ
エール・ド・クーベルタン男爵は、スポーツは体を鍛えるだけ
でなく、心身の調和のとれた人間を育成し、フェアプレーの精
神や友情、道徳、連帯感を育むことができると考えました。さ
らに、国際的な競技会で他国の選手と親しくなり、多様な文化
や芸術に触れることで、平和な社会の実現につながると考えた
クーベルタンはオリンピックのあるべき姿として、「オリンピ
ズム（オリンピック精神）」を提唱しました。
　国際オリンピック委員会が定めるオリンピック憲章には、人
権尊重の理念として、「権利および自由は人種、肌の色、性別、
性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるい
は社会のルーツ、財産、出自やその他の身分などの理由による、
いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなけれ
ばならない」とうたわれています。
　東京オリンピック・パラリンピックはコロナ禍での開催とい
うこともあり、世界からより一層の注目を集めます。国籍の違
いや障がいの有無など、さまざまな違いを理解し、相手の気持
ちを考え、お互いの心を通わせることが求められます。
　開催国として、世界のお手本となれるよう、今一度人権につ
いて考え、意識を変えていく必要があるのではないでしょうか。

　７月１日から、鉄道事業者が所有する敷地の一部が「八潮市自
転車等の放置防止に関する条例」に基づく撤去対象の範囲にな
ります。このため、当該敷地に放置された自転車などは撤去し
ます（自転車ラックに駐車しているものを除く）。
　自転車などは、自転車等駐車場または自転車ラックに適切に
駐輪しましょう。� 物交通防犯課☎奮２８８

八 潮 市 制 施 行 
５０周年記念冠事業

案内案内
八潮市議会定例会の傍聴

　令和３年第２回八潮市議会定例
会を６月１８日まで開会しています。
一般質問日＝６月１５日㈫～１７日㈭
※一般質問とは、議員が市の仕
事全般について、執行機関から
現在の状況やこれからの考えを
聞くこと
払各日２１人（当日先着順）
物議事調査課☎奮２７７

会議の開催
●第１回八潮市高齢者保健福祉
推進審議会の傍聴
腹６月２９日㈫　午後１時３０分～３
時３０分

文化スポーツセンター
およびエイトアリーナ
の臨時休館

　館内整備のため休館します。
腹７月７日㈬
物文化スポーツセンター☎９９６
－５１２６

八幡公民館における避
難所開設の休止

　大規模改修工事の期間中、避
難者の安全が確保できないため、
避難所の開設を休止します。災
害による避難に備え、市ホーム
ページやハザードマップにより、
八幡公民館から近い避難所（八
幡小学校、大原小学校など）の
確認をお願いします。
工事期間　７月１日㈭～令和４年３
月３１日㈭※進捗状況などにより
期間を変更する場合があります。
物危機管理防災課☎奮３０５

防災行政無線を用いた
緊急地震速報訓練放送

　国からの地震や武力攻撃など
の緊急情報を伝達する全国瞬時
警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）と、
市の防災行政無線の連動を確認
するため、訓練放送を行います。
腹６月１７日㈭　午前１０時ごろ

複八潮メセナ会議室
淵指定地域密着型サービス事業
所の指定更新について
払１０人（申込順）
仏６月１４日から２８日までに、電
話で長寿介護課（☎奮４４７）へ
●第１回八潮市地域包括支援セ
ンター運営協議会の傍聴
腹７月８日㈭　午後１時３０分～３時
複八潮メセナ集会室
淵令和２年度事業報告について
および令和３年度事業計画（案）
について
払１０人（申込順）
仏６月１５日から７月７日までに、
電話で長寿介護課（☎奮４４８）へ
●第１回八潮市社会教育審議会
の傍聴
腹７月１４日㈬　午後２時～４時
複八條公民館会議室１
淵令和２年度社会教育事業報告
など
払５人（当日先着順）
物社会教育課☎奮３６５

淵▼防災行政無線チャイム▼こ
ちらは、防災やしおです▼ただ
今から訓練放送を行います▼
〈緊急地震速報チャイム音〉＋
緊急地震速報。大地震です。大
地震です。これは、訓練放送で
す（３回）▼こちらは、防災や
しおです▼これで、訓練放送を
終わります▼防災行政無線チャ
イム
　防災行政無線から緊急地震速
報が流れたら、地震の揺れから
身を守る行動として、「体勢を
低く、頭を守り、動かない」を
実施してください。
※災害や天候などにより、訓練
を中止する場合があります。
物危機管理防災課☎奮３０５

後期高齢者医療保険料に
おける軽減特例の変更
　令和２年度において軽減特例
で均等割額の軽減割合が、７．７５
割となっていた方について、令
和３年度から本来の軽減割合で
ある７割が適用されます。
　これにより、令和２年度保険料
の均等割額が９，３８０円だった方は、
令和３年度１２，５１０円になります。
物国保年金課☎奮８３４、県後期
高齢者医療広域連合☎０４８－
８３３－３１２０

ＨＯＴＨＯＴ
市役所の電話

996-2111
FAX

995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した内容が聞き取
れなかった場合、再度聞き直せます（定
時放送を除く）。通話料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

コーナーコーナー

おしらせおしらせ
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八潮市住宅改修資金補助金八潮市住宅改修資金補助金

事業者向け補助制度事業者向け補助制度
　市内に本店などのある施工業者を利用し、お住まいの住宅改
修工事をする方に、その費用の一部を補助します。

　市では、商業・工業振興施策として、費用の一部を助成する
さまざまな制度を実施しています。

物商工観光課☎奮479

物商工観光課☎奮479
覆次の申込資格をすべて満たしている方
▼申込日現在、市内に１年以上住民登録している方▼申込日現
在において市税の滞納のない方▼対象工事が、市で実施してい
る同様の補助制度を受けていない方▼過去に同じ住宅で、この
補助金を受けていない方
対象住宅　申込資格を満たしている方が所有し居住している個
人住宅で、市内にある住宅（集合住宅は個人の専用部分）。
対象工事
▼市内に本店など（法人における本社、または個人事業主の場
合は市内に住所があること）を有する施工業者が行う、１０万円
（税別）以上のリフォーム工事▼補助金の交付が決定されてか
ら着工し、令和４年３月１６日までに完了する工事（すでに改修工
事を着工している方や、改修工事が完了している方は対象外）
▼建物の内外装の改修および修繕、建物の増改築など
補助金の額　１０万円（税別）以上の工事で、工事額の３０パーセ
ント（千円未満切り捨て）※上限額１０万円
仏６月２２日から１２月２４日までに、所定の申請用紙（商工観光課
または市ホームページで入手）などを商工観光課窓口へ
※予算枠に達し次第締め切り※本人または同居の親族以外の方
が申請書を提出するときは、本人の委任状が必要です。

①展示会等出展費用補助制度
　市内の中小企業者の方が、市外の工業の展示会・見本市に出
展するための費用
②試験機関利用補助制度
　市内の中小企業者の方が、新製品・新技術の開発などのため、
試験機関の設備を使用または試験を依頼した費用
③工業活性化推進事業補助制度
　市内工業の活性化および振興を図るため、市内の工業団体が
共同で行う経営改善などの事業の実施に対する経費
④新商品開発支援事業補助制度
　個性と魅力ある個店や商店街づくりを通した商業活性化を目
的として行う新商品開発の費用
―共通―
仏令和４年３月１０日までに、所定の申請用紙（商工観光課または
市ホームページで入手）などを商工観光課（☎奮479）窓口へ
（郵送不可）※予算枠に達し次第締め切り
　補助金額など、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。

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
中学校通学区域の一部変更

　潮止中学校の生徒数増加など
に伴い、令和４年４月１日より通
学区域の一部を変更します。
淵潮止中学校の通学区域の一部
（木曽根、南川崎、伊勢野の一部）
を八潮中学校の通学区域に変更
覆令和４年４月１日以降に入学お
よび転入学する生徒（在学生は
対象外）
指定校の変更希望　今回の通学
区域変更に伴う指定校変更の希
望については、学務課へご相談
ください。
※変更地域地番など、詳しくは、
市ホームページをご覧ください。
物学務課☎奮３7８

児童相談所相談専用ダ
イヤルの無料化・変更

　７月１日から無料化し、番号が
変更となります。
新ダイヤル
錆０１２０－１８9－7８３
物子育て支援課☎奮８4８

自転車用ヘルメットの
購入費用の補助

覆申請日現在、過去１年以内に
自転車用ヘルメットを購入した
市内在住の中学生以下（１５歳に
達する日以降最初の３月３１日ま
での間にある方）および６５歳以

上の方（自転車ヘルメット購入
時）※本人または同一世帯の方
が申請できます。通学用ヘルメ
ットは対象外。
淵購入費用の２分の１（上限２，０００
円、１００円未満切り捨て）
払１００人（申込順）※１人につき
１回まで。ただし、中学生以下で、
前回の申請から３年度を経過す
れば再度申請できます。
仏申請書（交通防犯課または市
ホームページで入手）に必要書
類を添えて、交通防犯課（☎奮
３97）窓口へ

社会を明るくする運動強
調月間―7月1日～ 31日―
　社会を明るくする運動は、す
べての国民が、犯罪や非行の防
止と罪を犯した人たちの更生に
ついて理解を深め、それぞれの
立場において力を合わせ、犯罪
や非行のない明るい社会を築こ
うとする全国的な運動です。
　本運動の趣旨を理解し、啓発
活動などにご参加くださるよう
お願いします。
物さいたま保護観察所企画調整
課☎０4８－８６１－８２８7

サマージャンボ宝くじ発売
　収益金は、市町村の明るく住
みよいまちづくりのために使わ
れます。

発売期間　７月１３日㈫～８月１３日
㈮
抽せん日　８月２５日㈬
物（公財）埼玉県市町村振興協
会☎０4８－８２２－５００4

埼玉県内市町村職員採
用合同説明会

腹７月８日㈭　午前１０時～午後５時
複ソニックシティ
淵各市町村の特色や仕事の内容、
職員の募集内容など（八潮市は
午後２時から５時までブースを設
置）※参加には事前予約が必要
です。予約方法などについては、
広域連合ホームページ（ｈｔｔｐｓ
：／／ｈｉｔｏｚｕｋｕｒｉ－ｎａｖｉ．ｊｐ／）をご
覧ください。
※６月下旬から、各市町村担当
者とＺｏｏｍによる相談会あり。
物彩の国さいたま人づくり広域
連合☎０4８－６６4－６６８１

募集募集
第38回八潮市
美術展覧会出
品者

覆市内在住・在勤・在学の１５歳
以上の方（市内所属サークルを
含む、中学生を除く）
淵洋画、日本画、彫刻、切り絵、
工芸、陶芸、写真※規格などは
お問い合わせください。
搬入　９月２０日㈷　午前１０時３０

分～正午
搬出　９月２６日㈰　午後４時～４
時３０分
払１人３点以内
沸１点＝１，０００円、２点＝１，６００円、
３点＝２，０００円
仏６月３０日までに、参加申込書
（八幡公民館または市ホームペ
ージで入手）を文化協会事務局
（八幡公民館内☎99５－６２１６、
受付＝午前９時～午後５時）窓口
へ

農園利用者
●市民農園
利用期間　申し込み日～令和４
年３月３１日（２年ごとの更新）
複鶴ケ曽根１０００
覆市内在住・在勤の方
淵１区画３０平方メートル
払５区画
沸１区画月額１，０００円
●ふれあい農園
利用期間　申し込み日～令和４
年３月３１日（１年ごとの更新）
複①高橋農園（古新田２４５）
　②豊田農園（西袋８７６）
覆畑の管理ができ、徒歩または
自転車で通える方
淵１区画①２０平方メートル②３０
平方メートル
払①２区画②７区画
沸１区画①年額８，０００円②年額
１２，０００円
※各農園の空き状況は、５月２５
日現在のものです。
物都市農業課☎奮２99
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八潮市制施行50周年記念冠事業

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

☎997‒6666 住所南後谷763‒50資料館
催し 日時 詳細

勾
まが

玉
たま

づくり 6月26日㈯
午後1時30分～3時30分

複資料館学習室　覆小学生以上　淵石を削って勾玉のストラップを製作する　払10人（申
込順）　沸350円（材料費、6月24日までに資料館へ）　仏6月15日～23日

☎99８‒２500 住所中央１－１0－１八潮メセナ
催し 日時 詳細

「夏休み工作絵画教室」～
身近にある材料を使った
工作や絵画を楽しもう～

7月23日㈷・24日㈯
午前9時～正午

複八潮メセナ会議室　覆小学生　淵身近なものを使って大きな虫の工作や植物の水彩画を
描く　講師　まゆみさん（絵画講師）　払各日20人(申込順)　仏6月15日～7月17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

楽しく体験！！ヤッキーひろば
①木の車を作ろう！
②おもちゃの病院

6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①いろいろな形
の木のパーツで自分だけの車を作る②壊れたおもちゃを修理する　払①20人（当日先着順）
沸①1個100円②は必要に応じて部品代あり

①ピラティス
腹7月13日 ～9月21日（7月
27日、８月10日、9月14日を
除く毎週火曜日・全８回）　
午前9時30分～10時30分
覆市内在住・在勤の方
沸4，000円

夏夏のスポーツスポーツ教室

―共通―
複エイトアリーナ
覆15歳以上（令和3年4月2日現在）の方※中学生を除く
払30人（申込順）
仏参加申込書（文化スポーツセンター、エイトアリーナまたは市
ホームページで入手）を、6月14日から各教室の初回教室の1週間
前までに、文化スポーツセンター（☎９９６－５１２６〈受付＝午前9
時～午後5時〉）へ※参加費は、初回参加時にエイトアリーナへ
※定員に空きがあるときは、600円（③④は500円）で体験するこ
とができます。なお、当日参加を希望する場合は事前にエイトア
リーナ（☎９９９－７０１１）に確認をしてください。

②健康ダンベル
腹7月13日 ～9月21日（7月
27日、８月10日、9月14日を
除く毎週火曜日・全８回）　
午前10時45分～11時45分
覆市内在住・在勤の方
沸4，000円

③はじめて簡単エアロ
腹7月13日～9月7日（7月27
日、８月10日を除く毎週火
曜日・全7回）　午後7時～7
時45分
覆市内在住・在学・在勤の方
沸2，８00円

④ダイエットエクササイズ
腹7月13日～9月7日（7月27
日、８月10日を除く毎週火
曜日・全7回）　午後８時～８
時45分
覆市内在住・在学・在勤の方
沸2，８00円

⑤骨盤リメイクヨガ
腹7月16日 ～9月24日（7月
23日・30日、８月13日を除
く毎週金曜日・全８回）　午
前9時30分～10時30分
覆市内在住・在勤の方
沸4，000円

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
夏期学童保育補助指導員

腹月～金曜日　午前８時～午後6
時30分までのうち7時間45分
※勤務日数・時間については要
相談
複学童保育所5カ所（わかくさ
・やわた・やなぎのみや・だい
ばら・はちじょう）
覆7月21日から８月24日までの期
間中に、10日以上勤務できる1８
歳から60歳ぐらいまでの方（学
生可。ただし高校生は除く）
淵学童保育指導員の補助
払８人（面接により選考）

報酬　時給1，117円
仏6月10日から25日（必着）ま
でに、八潮市会計年度任用職員
登録票（写真貼付）を窓口または
郵送で保育課（☎奮４８０）へ

優良運転者表彰の申請
覆市内在住で、令和3年7月1日
現在、優良運転者（過去5年～
50年の5年ごとの期間無事故・
無違反）に該当する方
※申請の要件など、詳しくは、
草加地区交通安全協会へお問い
合わせください。
仏7月1日から30日までに、申請

書（交通防犯課、草加地区交通
安全協会事務局または草加警察
署管内の交番で入手）を草加地
区交通安全協会事務局（草加警
察署管内）（☎９４４－６２４１〈受
付＝午前9時～午後5時〉※土・
日曜日、祝日を除く）へ

第53回シラコバト賞候補者
募集期間　6月30日㈬まで
覆市内で地域貢献活動を実践し
ていて次の基準を満たす個人や
団体（他薦のみ）
▼常時活動＝年3回以上で８年以
上継続▼定期活動＝年1・2回以

上で12年以上継続
※詳しくは、募集冊子（市内公
共施設、社会福祉協議会または
市民協働推進課で入手）または、
彩の国コミュニティ協議会ホー
ムページ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｒｅｆ．
ｓａｉｔａｍａ．ｌｇ．ｊｐ／ａ0302／ｓａｉｎｏｋｕ
ｎｉｋｏｍｉｋｙｏｔｏｐ／ｃｏｍｉｓｉｒａｋｏｂ
ａｔｏ．ｈｔｍｌ）をご覧になるか、
お問い合わせください。
物彩の国コミュニティ協議会事
務局☎０４８－８３０－２８１７、 八
潮市コミュニティ協議会事務局
（市民協働推進課内）☎奮３２８
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催し 日時 詳細

親子ふれあいなわとび ７月４日㈰
午前９時～

複エイトアリーナ体育室　覆４歳～小学校低学年の子どもと保護者　淵親子とび、前とび、
あやとび、後ろとびなど　払５０組１００人（申込順）　仏６月１５日～３０日（窓口またはファクス）

☎９９6‒5126 鯖９９6‒712９ 住所八潮3‒31文化スポーツセンター

催し 日時 詳細

普通救命講習会Ⅰ ７月３日㈯
午前９時～正午

複草加消防署北分署　覆八潮市または草加市に在住・在勤・在学の中学生以上　淵成人の救
命に必要な応急手当て（心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱い、異物除去など）　払１０人（申し込み
多数の場合、抽選）　仏６月２５日まで

☎９44‒7301 住所草加市清門2‒1‒43草加消防署北分署

催し 日時 詳細

日本語ボランティア養成講座

６月２３日、７月７日・２１日、８月１１
日・２５日、９月１５日（各水曜日・
全６回）
午後６時３０分～８時３０分

複八潮メセナ・アネックス多目的ホールＢ　覆市内在住・在勤・在学の方で、日本語ボランテ
ィアとして継続的な活動に意欲のある方　淵外国人市民への日本語の教え方、日本語ボラ
ンティア活動の実践など　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所属日本語講
師）　払１５人（申し込み多数の場合、抽選）　仏６月１８日まで（電話または電子メール）

☎奮465　メールアドレス　 shiminkyodo@city.yashio.lg.jp市民協働推進課

催し 日時 詳細

親子で体験する　あんぜん教室　～犯罪編～ ６月２６日㈯
午前１０時～正午

複八條公民館大ホール　覆市内在住・在学の小学校１・２年生とその保護者　淵犯罪か
ら身を守る方法を親子で学ぶ　講師　木

きの

下
した

史
ふみ

江
え

さん、安
あん

蒜
びる

まどかさん（子ども応援団・
結）　払１５組（申込順）　仏６月１６日～

布ぞうりの作り方講座 ６月２９日㈫
午後１時～４時

複八條公民館大ホール　覆市内在住・在勤の方　淵布ぞうりの作製方法を学ぶ　講
師　木

きの

下
した

史
ふみ

江
え

さん　払１５人（申込順）　沸５００円（材料費）　仏６月１６日～

宇宙を翔けるロケット～はやぶさ２プロジェク
トの目的・ロケット開発のこれから～

７月２８日㈬
午後１時～２時３０分

複八條公民館大ホール　覆市内在住・在学の小学校３～６年生（小学校３年生は保護者同
伴）　淵はやぶさ２プロジェクトやロケット開発について学ぶ　講師　宮

みや

里
さと

光
みつ

憲
のり

さん
（ＪＡＸＡ広報部特任担当役）　払３０人（申込順）　仏７月１日～

こども絵画教室
８月６日㈮
①午前１０時~１１時３０分
②正午~午後１時３０分

複八條公民館大ホール　覆市内在住・在学の小学生（小学校３年生以下は保護者同伴）
淵絵画技法を学び絵を描く　講師　齋

さい

藤
とう

洋
よう

子
こ

さん（絵画講師）　払各１８人（申込順）　
沸１，０００円　仏７月２日～３０日

☎９９4‒3200 住所八條2753‒4八條公民館

催し 日時 詳細

健康づくりの料理教室 ７月３０日㈮
午前１０時～午後１時

複保健センター　覆市内在住の小学校５年生以上（親子での参加可）　淵「和食のすばらし
さを知ろう」をテーマに講話と調理実習　払１２人（申込順）　沸５００円（食材料費）　仏６月１５
日～

おとなのための食育セミナー
７月９日、８月６日、９月３日、１０月
８日（各金曜日・全４回）
午前１０時～

複保健センター　覆市内在住の２０歳以上で食に関心のある方　淵講話と調理実習　払１２人
（申込順）　沸１，０００円（食材料費４回分）　仏６月１５日～

☎９９5‒33８1 住所八潮８‒1０‒1保健センター

催し 日時 詳細
口から始める健康長寿～ご存じです
か？オーラルフレイル！～

６月１８日㈮
午後１時３０分～３時

複八潮メセナ・アネックス　覆市内在住・在勤の方　淵お口の健康について（講話および実
技）　講師　桂

かつら

公
こう

平
へい

さん（桂歯科医院院長）　払４０人（申込順）　仏６月１７日まで

☎奮40８長寿介護課

催し 日時 詳細

親子夏野菜旬採り合戦 ７月１０日㈯
午前９時農園集合（小雨決行）

複やしお駅前公園西側農園（茜町１－２－５付近）　覆市内在住・在勤で小学生以下を含む親子
淵旬の地場野菜（枝豆、ミニトマト、ジャガイモ）の収穫　払３０組（１組３人まで。申し込み多数
の場合、抽選）　沸１組１，０００円（保険料含む）　仏６月１７日（消印有効）までに、往復はがきで八
潮市園芸協会旬採り合戦係（都市農業課内）へ。往信表面に宛先（〒３４０‒８５８８中央１－２－１）、
往信裏面に申込者の住所、氏名、年齢、連絡先（１枚に１組）、返信表面に申込者の住所、氏名を
記入※抽選結果は、７月１日までに返信はがきでお知らせします。

☎奮2９９都市農業課
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●特定健診受診後の健康相談会のご案内
　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「血糖値が高い」「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、保健センターへお問い合わせく
ださい。

●食中毒に注意しましょう
　食品に細菌やウイルスが付いていても、見
た目やにおい、味の変化はありません。食中
毒は少しの油断で、命に関わる危険もありま
す。
　食中毒を防ぐために３つの原則を守りまし
ょう。

①�つけない…調理を始める前や食事の前、生
肉・魚・卵などを取り扱った後など、必ず
手洗いをしましょう。２度洗いが効果的です。

②�ふやさない…作った料理はすぐ食べましょ
う。

③�やっつける…ほとんどの細菌やウイルスは
加熱によって死滅します。中心部の温度が
７５度で１分以上が目安です。調理器具は洗
剤でよく洗いましょう。

保健センターからのお知らせ 仏
物☎995－3381

複保健センター
仏②③は電話④～⑦は電話または市ホームページ内から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 7月

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） 7月2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） 7月2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 7月６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 7月１１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 7月１４日㈬	 午前１０時３０分～正午 ５～６カ月児
⑥離乳食（後期）教室 7月１５日㈭	 午前１０時３０分～正午 １０～１１カ月児
⑦プレママサロン 7月2１日㈬	 午後１時３０分～３時３０分 妊婦

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・持ち物 定員・費用

①	ヘルシーチェック
健康診査

7月2６日㈪　⑴午前９時～９時2０分
⑵午前９時2５分～９時４５分
結果説明会　	8月2６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）

払各回３０人（申込順）
沸５００円

②骨粗しょう症検診
7月2６日㈪　午前１０時～１０時３０分
結果説明会　8月2６日㈭　午前１０時
～１０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

③乳がん検診
（集団検診）

7月8日㈭・９日㈮
午後１時～３時３０分

市内在住の４０歳以上
の方（令和2年度に
受診した方を除く）

淵乳房エックス線検査（多少時
間がかかります）
※希望者は、同日に「骨粗しょ
う症検診」を受診できます。
弗バスタオル、保険証

払３０分ごとに2０人（申込
順）
沸１,7４０円
※「骨粗しょう症検診」
受診希望者は別途2００円

④胃がん（バリウム
検査）・肺がん検診

7月2０日㈫・2１日㈬
⑴午前8時３０分～⑵午前９時～
⑶午前１０時～⑷午前１０時３０分～
※⑴⑶男性枠⑵⑷女性枠

市内在住の４０歳以上
の方（胃がん検診は、
令和2年度内視鏡検
査を受診した方を除
く）

問診、胃部エックス線（バリウム）
検査、胸部エックス線検査（必
要に応じて喀

かく

たん細胞診検査）

払各回2５人(申込順）
沸胃がん１,2００円、肺が
ん（胸部エックス線検査
３００円、喀たん検査６００円）
※５０歳以上の方の胃がん検
診は、内視鏡検査とバリウ
ム検査の選択ができます。

―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※喀た
ん検査を除く)、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、市ホームページ内から電子申請または専用の申し込みはが
きで保健センターへ
※受診できる回数は年度内１回

　６月３０日は、市県
民税・国民健康保険
税・介護保険料の各
第１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。

物国保年金課☎奮825

八潮市国民健康保険からのお知らせ－糖尿病性腎症重症化予防対策事業－八潮市国民健康保険からのお知らせ－糖尿病性腎症重症化予防対策事業－
　前年度の特定健診の結果やレセプトデータに基づ
いて、糖尿病が疑われる方へ、通院状況などにあわ
せて通知を発送します。

　糖尿病は、放置しておくと重大な
合併症につながる場合があります！
　通知が届いた方は、医療機関への
受診や、保健指導の利用をご検討く
ださい！医療機関を

未受診または受診中断者

糖尿病の通院者

受診勧奨案内

保健指導案内
※	医療機関への受診の
際は、マスクの着用
や手指の消毒にご協
力ください。
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書友会（書道教室）会員募集
腹火曜日（月４回）　午前１０時～
正午　複八條公民館和室１　淵
初歩から楷書・行書・草書で作品
作り　講師　土

ど

井
い

光
みつ

子
こ

さん　弗
硯、筆　沸３，０００円　物坂本☎
９９９－２１３７
ひとりで悩まずＹＳＫに　会員
募集　
腹毎月第４日曜日　午後２時～４

時　複やしお生涯楽習館　覆精
神障がい者の家族　淵悩み、制
度の利用などについての交流・
学習　沸年会費３，０００円　物髙
波☎０９０－２９１２－１９７４
スマホマイスター検定～スマホ
の相談員になろう！～
腹６月２７日㈰　午後１時３０分～４
時３０分（受付＝午後１時１５分～）　
複八潮メセナ・アネックス　覆
２０歳以上の方（学生不可）　淵
講習と実技　弗筆記用具　払１５
人　沸教材費１，０００円　物今北

☎０７０－４２００－５３４９
書友会（ペン習字）会員募集
腹毎月第１・３木曜日　午前９時３０
分～１１時３０分　複やしお生涯楽
習館セミナー室４　淵手書きの
良さに触れる　講師　土

ど

井
い

光
みつ

子
こ

さん　弗ボールペン、１０マスのノ
ートなど　沸月会費２，０００円、３００
円（プリント代）　物謝☎９９９－
２１３７
ぴよっこサークル会員募集
腹毎週木曜日　午前１０時～１１時
３０分　複文化スポーツセンター

講堂　覆０～４歳までの子どもと
保護者　淵季節のイベント、工
作、運動遊びなど　沸月２００円　
物庄司☎０９０－４８８６－６８８９
やさしいバレエの体験
腹６月１６日㈬・２３日㈬　午後５時
～６時３０分　複草加市中央公民
館　覆３歳～小学生　淵子ども
向けの楽しい曲に合わせて踊る　
講師　矢

や

島
じま

みどりさん　弗タオ
ル、飲み物　払３０人　沸無料　
物金丸☎０８０－６８９０－９３７７

840伝言板

　八幡図書館は、大規模改修工
事に伴い、７月１日から令和４年３
月３１日まで休館します。休館中
は、ブックポストも利用できま
せん。このため、一部の市内公

共施設に、予約図書のみ貸し出
しができる臨時の窓口を設置し
ます。
※電話、図書館ホームページま
たは八條図書館で予約された図
書のみ貸し出します。
※借りた図書などは、八條図書
館または駅前出張所図書窓口に
返却してください。
物八幡図書館☎９９５－６２１５（休
館中も電話は通じます）

○臨時の予約図書貸出窓口
期間：８月３日㈫～令和４年２月２５日㈮　午前１０時～正午
※施設の休館日は除く

施設 曜日
資料館 火曜日
やしお生涯楽習館 水曜日
八潮メセナ 木曜日
文化スポーツセンター 金曜日

※�図書の予約がないときは、窓
口をお休みします。また、施
設の事業の実施状況によっ
ては、お休みする場合があり
ます。詳しくは、八幡図書館
へお問い合わせください。

八幡図書館休館中における臨
時の予約図書貸出窓口の設置

教育委員会
らこ ち

図書館だより図書館だより

■一般書  
「クメールの瞳

ひとみ

」
斉
さい

藤
とう

詠
えい

一
いち

　著
「新

しん

謎
なぞ

解
と

きはディナーの後
あと

で」
東
ひがし

川
かわ

篤
とく

哉
や

　著

　新しく入った両館所蔵の図書の一部を紹介します。
■児童書  
「ちいさなこえがみらいをかえ
る！」
アンドレア・ベイティー　作
「へんしんどうぶつえん」

あきやまただし　作・絵

■７月の休館日  
八條図書館　毎週月曜日
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日、２２日㈷・２３日㈷
八幡図書館は、７月１日から令和４年３月３１日まで休館します。
物八條図書館☎９９４－５５００、八幡図書館☎９９５－６２１５

■７月の上映会の日  
○八條図書館
▼�児童向け＝２５日㈰　午後２時～
▼�一般向け＝１１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。

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
覆おおむね生後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１０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１０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
（保育士相談）
腹１３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
▼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「輪ゴムと
ばし」

▼３日・１０日・１７日・２４日（各
土曜日）　午後２時３０分～＝
なかよしひろば
（夏休みイベント）
▼２７日㈫＝忍者スライム▼
２９日㈭＝ドッチビーで遊ぼ
う▼３０日㈮＝紙コップ飛行
機づくり
時間　午後２時３０分～
覆小学生、保護者同伴の幼
児
払各１０人（申込順）
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７

名称 場所 日時 主な事業
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▼七夕かざり＝５日㈪～７日
㈬　午前１０時～、午後１時～▼タッチケア＝８日
㈭　午前１０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＝６日㈫～９日㈮　午前１０時～▼栄養
相談＝１６日㈮　午前１１時～▼夏祭りごっこ＝２７
日㈫～２９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～▼七夕飾
りづくり＝水・木曜日　払１５組（先着順）※定員
に達し次第終了▼子どもの発達相談＝２１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＝７日㈬～９日㈮　午前１０時～▼小麦
ねんどあそび＝１５日㈭　午前１１時～▼栄養相談
＝１９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＝１日㈭・２日㈮・５日㈪・６日㈫　午前
１０時～▼ボランティアお話し会＝５日㈪・１９日㈪　
午前１１時～▼ポンポン鳴子づくり＝８日㈭・９日
㈮　午前１１時～

⑥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＝２８日㈬～３０日㈮　午前１１時～、午
後２時～▼七夕かざりづくり＝２日㈮　午前１０時
３０分～キットを配布　払２０組（先着順）※定員に
達し次第終了▼ボランティアお話し会＝２１日㈬　
午前１１時３０分～

⑦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＝１９日㈪～２１日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼あかみみおんがくコンサート＝７日㈬　
午前１１時～▼お話し会＝１４日㈬・２８日㈬　午前
１１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。
７月の休館日：２２日㈷・２３日㈷＝①～⑥
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くらしの　知識豆

【事例１】スマートフォンに「ゲームサイトに登録するとポイン
トがもらえる。すぐ退会すれば無料」と広告が出てきた。サイト
利用料はキャリア決済とし、翌日には退会手続きをした。後日、
携帯料金を確認すると、利用料が請求されていた。業者に問い合
わせると「サイトの退会とキャリア決済の解除は別。それぞれの
手続きが必要」と言われた。納得いかない。
【事例２】漫画アプリに「ポイントサイトに会員登録すればアプ
リ内で利用できるポイントがもらえる。３０日間無料」と載ってい
たので、いくつか登録した。無料期間中にサイト内で何度も退会
手続きをしたが完了しない。業者に電話してもつながらない。

インターネットでのポイントサービスに注意

　インターネット上で、特定のサイトへの会員登録や指定商品の購
入などで「ポイント」を得て、そのポイントを換金や課金などに利
用する「ポイントサービス」に登録したが、サイトの解約ができな
い、もらったポイントより高額な支払いになったなどの相談が寄せ
られています。
【消費者へのアドバイス】
①利用前にサイトなどの事業者の所在地や連絡先、連絡方法などを
確認しましょう。
②利用規約を必ず確認し、ポイントの獲得条件、解約条件や解約方
法などを十分把握したうえで利用しましょう。
③広告やサイト登録時の画面などを、印刷やスクリーンショットで
保存しましょう。また、付与されるＩＤやパスワードなどはしっか
り管理しましょう。
④困った時は、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 　私は高齢であり、いわゆる終活を始めました。その一環
として、私が所有している財産について、遺族が揉

も

めない
ように遺言を作成したいと考えています。遺言の作成にはどのよう
な方法があるでしょうか。

　遺言の作成には、３つの方法があります。１つ目は自筆証
書遺言、２つ目は秘密証書遺言、３つ目は公正証書遺言です。

以下では、実際によく見られる自筆証書遺言と公正証書遺言に絞っ
て説明していきます。
　まず、自筆証書遺言とは、自分で作成する遺言です。これを作成
するには、遺言作成者が、その全文、日付および氏名を自書し、こ
れに印を押さなければなりません。つまり、ワープロソフトなどで
作った遺言は法的には無効なものとなってしまうことに注意が必要
です。なお、相続法改正で相続財産の目録（リスト）に限っては、
パソコンで作成することが認められるようになりました。もっとも、
このような条件を形式的にみたしていても、文章の表現・内容によ
っては、遺言作成者の思い通りに不動産の登記手続ができない、あ
いまいな文章のせいでかえって遺族が混乱に陥る、偽造が疑われや
すいといった点が自筆証書遺言のデメリットといえるでしょう。
　次に、公正証書遺言とは、公証役場で公証人の確認のうえで作成
する遺言です。公証人という第三者が内容を確認するため、明確な
内容で、かつ、後から偽造が争われにくいといったメリットがあり
ます。一方で、相続財産の金額等に応じた手数料が必要になります
ので、自筆証書遺言と異なり、金銭的負担が発生します。
　遺言の作成にあたっては、内容のみならずその作成方法について
も弁護士がアドバイスできますので、お気軽にご相談ください。
物埼玉県弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　石川智也（弁護士）

回答

遺言の作成

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

★相談日が祝日の場合はお休みです（⑲を除く）。
7 月各種無料相談

※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（電話による事前予約制）

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７月５日㈪
　午後1時～4時
複市民相談室
払６人（電話による事前予約制）

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７月12日㈪　午後1時～4時
　７月2６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７月14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７月19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７月1５日㈭
　午後1時～4時
複市民相談室
払６人（電話による事前予約制）

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（電話による事前予約制）

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑩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７月７日㈬・21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

⑪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

⑨人 権 相 談
プライバシーの侵害な
ど基本的人権について
の相談（人権擁護委員
が対応）

腹７月8日㈭
　午後1時～4時
複市民相談室

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑫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７月５日㈪
　午後1時～2時30分
複保健センター
払2人（電話による事前予約制）

物保健センター�☎９９５－３３８１

⑬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

⑭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

⑮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７月７日㈬・21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（電話による事前予約制）

物ゆまにて　☎９９６－０１２３

⑯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

⑰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

⑱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７月1５日㈭
　午前9時～正午
複だいばら児童館（わんぱる）
払3人（電話による事前予約制）

物だいばら児童館�☎９９９－０３２１

⑲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

⑳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７月4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、 7月10日㈯です。

申し込みは　�
秘書広報課（☎奮423）へ

「広報やしお」へ掲載する
広告を募集しています。

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

〈広　告〉

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

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
こまちゃんピラフこまちゃんピラフレシピ㊾

　今月は、学校給食のメニューから「こまちゃんピラフ」を
ご紹介します。 物学務課☎奮366

●作り方
①米は、ざるの中で洗い水気を切る。
②�魚肉ソーセージはいちょう切り、赤パプリカ、黄パプリカ、
にんじん、玉ねぎは粗みじんに切る。
③�小松菜は洗って2センチメートルの長さに切り、ラップに
包み電子レンジで加熱する（600ワットで1分）。そのまま
冷まし、水気を絞る。
④�フライパンにバターを溶かし、①を弱火で2分炒める。コ
ンソメをくずしながら入れ、②の材料を入れて塩、こしょ
うをして炒める。
⑤�炊飯器に④を入れ、普通炊きの水加減で炊く。
⑥炊きあがったら③を入れ、混ぜる。

●材料　4人分
米� 2合　　
魚肉ソーセージ
� 80グラム
赤パプリカ� 20グラム
黄パプリカ� 20グラム
にんじん� 20グラム

玉ねぎ� 80グラム
小松菜� 40グラム
バター� 10グラム
コンソメ� 1個または�
� 小さじ1　
塩� 小さじ1　
こしょう� 少々 　　

　「はぴベジ博（やしお八つのハッピー野菜博覧会）」を開催します。

開催期間　６月１8日㈮～９月１7日㈮
場　　所　市内参加飲食店など

　「はぴベジ博（やしお八つのハッピー野菜博覧会）」は、市内飲
食店・菓子店などの参加店で、「やしお八つの野菜（はぴベジ）」
を使った「おいしい！」「楽しい！」サービスを提供するイベン
トです。
　開催期間中は、参加店による「はぴベジメニュー」の提供や「ス
タンプラリー」が行われます。
　また、今回は参加店のはぴベジメニュー商品の200円割引（1品
５00円以上で各店舗1，000食分限定）もあります。
　詳しくは、街めぐりマップ（6月18日から、八潮市商工会また
は参加店で入手）をご覧ください。マップを片手に「はぴベジ」
を味わう・楽しむ街めぐりを体験してみましょう。

物八潮市商工会☎９９6－１９２6

物やしお生涯楽習館☎９９４－１０００
はぴベジはぴベジ博博 夏休み宿題大作戦！

―共通―
払各10人（申し込み多数の場合、抽選）
仏チラシ（市内公共施設で入手または市ホームページで閲覧可）
をご覧のうえ、７月2日（必着）までに、往復はがきをやしお生涯
楽習館へ
※抽選結果は、７月５日以降に返信はがきでお知らせします。

①�発電の仕組みと原発事故・未
来のエネルギーは
腹７月３0日㈮　午後2時～４時
複やしお生涯楽習館セミナー室
1
覆小学校５～6年生、中学生
②オリジナル貯金箱を作ろう
腹７月３1日㈯、8月1日㈰　午前９
時３0分～正午
複やしお生涯楽習館展示コーナ
ー
覆小学生
沸1，000円（材料代）

③�読書感想文の書き方（低学年
・中学年・高学年の部）

腹8月４日㈬～6日㈮（全３回）　
午前９時３0分～11時３0分　
複やしお生涯楽習館セミナー室
覆小学生（３日間すべて参加で
きる方）
④�楽しく好きなものを描いてみ
よう（絵）

腹8月９日㉁・11日㈬　午前９時
３0分～11時３0分
複やしお生涯楽習館展示コーナ
ー
覆小学生

はぴベジとは？　八潮産のおいしくて安心な
「こまつな・枝豆・ねぎ・ほうれんそう・トマ
ト・ナス・山東菜・天王寺かぶ」のことです。

八潮市制施行50
周年記念冠事業

※参加店は、随時募集しています。参加方法について、詳しくは、お問い合わせください。


