
●３回目接種（追加接種）がお済みでない方へ
　３回目接種（追加接種）は、皆さん自身を守るだけでなく、
家族・友人・高齢者など大切な方を守ることにもつながります。
３回目接種（追加接種）をご検討ください。ワクチン接種を希
望する方は、八潮市専用予約サイトまたはコールセンターから
ご予約ください。

●４回目接種（追加接種）の対象者の追加
　新型コロナウイルスワクチンの４回目接種（追加接種）の対
象者に、「重症化リスクが高い多くの方々に対してサービスを
提供する医療機関や高齢者施設・障がい者施設等の従事者」が
追加されました。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

●ワクチン接種証明書のコンビニ交付の開始
　新型コロナウイルス感染症予防接種証明書のコンビニ交付が
始まりました。
＜利用日時＞
　毎日　午前６時３０分～午後１１時
＜必要なもの＞
・マイナンバーカード、暗証番号４桁
・手数料１２０円（コンビニに支払う発行手数料）
※�海外用の接種証明書を取得するためには、令和４年７月２１日以
降に保健センター窓口かアプリで海外用の接種証明書を取得
している必要があります。

※�交付できるコンビニなど詳しくは、市ホームページをご確認
ください。

※�保健センターでの窓口交付やアプリによる電子交付も引き続
き実施しています。

八潮市専用
予約サイト

コールセンター

☎０５７０－２００－８１４

新型コロナウイルスワクチン接種 物保健センター☎９９５－３３８１

　市内公園（松之木公園・どんぐり遊歩道・八
条親水公園）の流水施設およびやしお駅前公園
のミスト噴水を８月３１日まで稼働しています。
　ぜひ、涼みにお立ち寄りください。

物公園みどり課☎奮３２０

松之木公園

新型コロナウイルスの感染が再拡大しています。手洗い・こまめな換気など基本的な感染対策の徹底をお願いします。

☎048－996－2111（代表）　FAX 048－995－7367　HP https://www.city.yashio.lg.jp/　糸 hishokoho@city.yashio.lg.jp
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● 今月の主な内容 ● ２面：こども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障がい者医療費が県内全域で現物給付方式に変更／３面：支え合い・助け合いの地域づくり

人口…92,269人（＋131人）　　　男…47,893人（＋59人）　　　女…44,376人（＋72人）
世帯…44,953世帯（＋119世帯）　令和４年（2022年）7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。
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広報（2） No.861 令和４年（２０２２年）8月1０日

　給付方法の変更についてお知らせします。

　現物給付とは、医療機関窓口で市が発行する受給者証を提示する
ことにより、原則医療費を支払うことがなく医療サービスを受ける
ことができる仕組みのことです。
　これに対して償還払いとは、医療機関窓口で医療費を支払い、そ
の領収証などを添えて市に請求することで、その医療費相当額を助
成金として受け取る仕組みのことです。

こども医療費、ひとり親家庭等こども医療費、ひとり親家庭等
医療費、重度心身障がい者医療費が医療費、重度心身障がい者医療費が
県内全域で現物給付方式に変更県内全域で現物給付方式に変更

●対象となる医療費
　こども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心
身障がい者医療費助成制度

●対象者
　上記医療費助成制度の受給資格がある方※医療保険が適用される
場合に限ります。

●実施時期
　こども医療費・重度心身障がい者医療費
　→１０月から（９月中旬に新しい受給者証を発送）
　ひとり親家庭等医療費
　　→令和５年１月から（１２月下旬に新しい受給者証を発送）

◎＝当選者
候補者氏名 市内得票数 県内得票数

　宮川　なおき １35.000 １２,２7９.000 
　加来　たけよし 3,９45.000 3２4,476.000 
◎高木　まり 3,435.000 444,567.000 
　みなと　侑子 ２57.000 １5,38９.000 
◎関口　まさかず 7,60９.000 7２7,２3２.２4１ 
◎上田　きよし 4,567.000 50１,8２0.000 
　梅村　さえこ ２,58２.000 ２36,8９９.750 
　河合　ゆうすけ 3９２.000 １8,１９4.000 
◎西田　まこと 6,6１5.000 476,64２.000 
　高橋　やすし ２２8.000 ２２,6１3.000 
　堀切　笹美 １２２.000 8,588.000 
　小林　宏 １１6.000 １3,９66.000 
　さかうえ　ひとし １,１54.000 8９,6９3.000 
　池　高生 65.000 7,１78.000 
　西　みゆか １,56１.000 １２１,76９.000 

合　計 3２,783.000 3,0２１,305.９９１ 
無効票 8２１.000 67,１57.000 
不受理・持ち帰り 0.000 55.000 

政党等の名称 市内得票数 県内得票数
幸福実現党 １１3.000 ９,２04.000 
日本維新の会 4,１77.08１ 384,66１.066 
れいわ新選組 １,９１4.5１１ １63,6２９.600 
公明党 5,4１7.000 375,２50.448 
ごぼうの党 １44.6２5 １１,２8２.１46 
立憲民主党 3,003.07９ 4１１,２１7.665 
国民民主党 ２,２0９.９２0 １8１,603.９07 
参政党 １,２0１.000 ９6,１９5.１8１ 
日本第一党 １08.000 7,460.１77 
日本共産党 ２,5９8.000 ２46,２９９.458 
新党くにもり 47.000 3,5１１.000 
自由民主党 １0,２5１.780 ９68,63９.0９6 
社会民主党 604.000 77,033.308 
ＮＨＫ党 8９3.000 67,１55.580 
維新政党・新風 8１.000 6,508.000 

合　計 3２,76２.９９6 3,00９,650.63２ 
無効票 83９.000 78,375.000
不受理・持ち帰り １.000 １57.000

物�こども医療費、ひとり親家庭等医療費＝子育て支援課☎奮209
重度心身障がい者医療費＝障がい福祉課☎奮852

物選挙管理委員会☎奮264

※なお、医療機関によっては、現物給付に対応していない場合もあ
ります。

〈ひとり親家庭等医療費・重度心身障がい者医療費〉
変更前

八潮市内 償還払い八潮市外

変更後
埼玉県内 現物給付
埼玉県外 償還払い

変更前
八潮市内 現物給付
八潮市外 償還払い

変更後
埼玉県内 現物給付
埼玉県外 償還払い

〈こども医療費〉

変更前
所得制限 なし
年齢制限 なし

変更後

所得制限
前年の所得が一
定以上の場合、

支給停止

年齢制限

令和4年１0月１日
以降に65歳以上
の新規該当者は

受給対象外

参議院議員通常選挙　投・開票結果

埼玉県選挙区―届出順 比例代表―届出順

　７月１０日に行われた参議院議員通常選挙の結果についてお知らせします。

投票結果
市内 県内

投票者数（人） 33,604 3,088,5１4 
当日有権者数（人） 75,445 6,１46,07２ 
投票率（％） 44.54 50.２5 

投票結果
市内 県内

投票者数（人） 33,603 3,088,１84 
当日有権者数（人） 75,445 6,１46,07２ 
投票率（％） 44.54 50.２5 

　１０月から所得が一定以上の方および65歳以上の新規該当者は、
重度心身障がい者医療費の受給対象外となります。

●重度心身障がい者医療費の所得制限・年齢制限の導入

　今回の変更により埼玉県内全域の医療機関が現物給付の対象とな
ります。

●変更内容
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支え合い・助け合いの地域づくり
（生活支援体制整備事業）

　４０歳以上の方は、介護保険に加入し、決められた保険料を納めています。その保険料や税金が財源となり、介護が必要となった場合には、
費用の一部を負担し、介護サービスを利用することができます。なお、介護サービスを利用するには、要介護認定を受け、「介護や支援が
必要である」と認められた後、ケアプランまたは介護予防ケアプランを作成する必要があります。 物長寿介護課☎奮８４９

●生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）とは
　住民の皆さんの声を聞き、地域の人・もの・情報をつなぎ、協議
体と一緒に、「できる」「やりたい」「ほしい」という思いをかたち
にするサポートを行います。
　市では、市全域を活動範囲とする第１層生活支援コーディネータ
ーを（福）社会福祉協議会に、日常生活
圏域を活動範囲とする第２層生活支援
コーディネーターを市内４カ所の地域
包括支援センターに配置しています。

第１回　みんなで支え合う生活支援づくりフォーラム� �
〜私もできる！あなたも一緒に！みんなが主役の地域づくり〜

腹９月１５日㈭　午後１時３０分～３時
複やしお生涯楽習館多目的ホール
覆市内在住・在勤の方
淵①にこっとよりあい会の発表「地
域の防災とつながりの大切さ」②ほ
くぶ花しあい隊の発表「地域の防犯
と顔の見える関係づくり」ほか
払４０人（申込順）
仏８月１５日から９月９日までに、電話で（福）社会福祉協議会（☎
９９５－３６３６）へ

●協議体とは
　協議体は、「地域にあったらいいな！」をかたちにするために、
地域の仲間とつながり、話し合い、できることに取り組んでいく地
域づくりのチームです。
第１層協議体　市全域を対象
　市、第１層生活支援コーディネーター、第２層生活支援コーディネ
ーター、（福）社会福祉協議会、八潮市シルバー人材センター、商工
会などで構成
第２層協議体　日常生活圏域を対象
　第２層生活支援コーディネーター、地域住民などで構成

介護サービス利用の案内

　高齢者の一人暮らしや夫婦のみの世帯、認知症の高齢者が増加す
る中、日常生活の支援が必要になっても、いつまでも住み慣れた地
域で生きがいを持って暮らし続けられるような地域づくりを支援し
ています。 物長寿介護課☎奮４４８

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

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）

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
審査を行い、介護や支援の必要の有無や、必要な
度合い（要介護度）を判定

結果通知
原則として、申請から３０日以内に結果通知書および介護保険証を
郵送

要介護１〜５と認定された方
ケアプランの作成
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
（居宅介護支援事業者の一覧
表は申請時に長寿介護課窓口
で配布および結果通知に同
封）

要支援１，２と認定された方
介護予防ケアプランの作成
担当する地域包括支援センタ
ーから連絡があり、担当職員
に介護予防ケアプランの作成
を依頼

サービスの利用
サービス内容を決定後、サービス事業者と契約を行い、ケアプラ
ンに基づいてサービスを利用

※サービスを利用した際には、原
則として利用料の１～３割は自己負
担となります。また、１～３割の自
己負担で利用できる金額には上限
（限度額）があります。

認定調査
市の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

医師による意見書の作成
市からの依頼により主治医が
意見書を作成

○要介護認定の流れ ○サービス利用の流れ（要介護認定後）

※ケアプランとは、介護サービスの種類や内容を決めた計画書のこと

昨年のフォーラムの様子

第２層協議体
～八潮の東、助け合い（サポート）を大切に～
やしおの東サポート隊（東部）
東部地域包括支援センターやしお苑☎９９8－88９５

～みんなが笑顔で集まれる場所をつくっていきたい～
にこっとよりあい会（西部）
西部地域包括支援センターケアセンター八潮☎９９4－５５６2

～困っている方を気にかけたい～
困（こま）ちゃん気にかけ隊（南部）
南部地域包括支援センター埼玉回生病院☎９９９－7717

～「柔らかい雰囲気」と「親しみやすさ」を感じてもらえる～
ほくぶ花しあい隊（北部）
北部地域包括支援センターやしお寿苑☎９３0－５12３

・第２層協議体について
　地域住民の皆さんと生活支援コーディネーターが地域の高齢者の
日常生活支援などについての話し合いや情報共有を行っています。
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《申込方法》
・歩数計で参加
申込書（市内公共施設に設置）を「埼玉県コバトン健康マイレー
ジ事務局」へ郵送してください（歩数計を受け取るときに送料
６１０円がかかります）。

・アプリで参加

学校名 講座名 日時 学習内容 定員 参加費 申込期限

潮　止
小学校

楽しい書道（漢字）
～初心者から経験者まで～

8月25日～１０月１3日（毎週木曜日・全8回）
午前１０時～正午

基本の説明、自分の名前、楷書、行書、草
書、祝儀袋の表書き、漢字作品づくり 2０人 １,5００円

8月１7日ソフト樹脂粘土で作る
ギフト&インテリア小物
～初心者でも簡単にできます～

8月25日～１０月１3日（毎週木曜日・全8回）
午後１時～3時

花びらの基本、バラの花、インテリア小
物などの作品づくり 2０人 3,０００円

すてきなかな書道で書く
俳句と百人一首

１０月2０日～１2月１5日（１１月3日・１０日を除く
毎週木曜日・全7回）
午前１０時～正午

基本の説明、自分の名前、かな（俳句・百
人一首）、かな作品づくり 2０人 １,5００円

１０月６日
～絵心のないと思っている人で
も美しく楽しく描ける～
水彩色えんぴつ画

１０月2０日～１2月１5日（１１月3日・１０日を除く
毎週木曜日・全7回）
午後１時～3時

描き方の基本、「りんご」「花」「好きな物」
の絵 2０人 2,5００円

八　幡
小学校

表計算ソフト初級及びインター
ネット活用講座

９月１5日～１０月27日（１０月１3日を除く毎週
木曜日・全６回）
午後5時3０分～7時3０分

基本操作、Wordの使い方、Excelを用い
た表作り、関数について、作品づくり １０人 無料 ９月7日

心も体もリフレッシュ
軽スポーツ講座

９月22日㈭・3０日㈮、１０月7日㈮・2１日㈮、１１
月4日㈮・１8日㈮、１2月2日㈮・９日㈮（全8回）
午後６時3０分～8時3０分　　

グラウンドゴルフ、さいかつぼーる、ミ
ニテニス、卓球、バドミントン、ボッチャ 2０人 無料 ９月１4日

松之木
小学校 誰でもできる太極拳講座

９月2日～１０月28日（９月23日を除く毎週金
曜日・全8回）　
午後６時3０分～8時3０分

「楊
よう

名
めい

時
じ

太
たい

極
きょく

拳
けん

」および「八
はち

段
だん

錦
きん

」 2０人 無料 8月24日

中　川
小学校 楽しい気功・太極拳講座

９月2日㈮・９日㈮・１６日㈮・22日㈭・3０日㈮、
１０月7日㈮・１4日㈮・2１日㈮（全8回）
午後7時～９時

気功・太極拳（部分稽古など） １０人 無料 8月24日

大　原
中学校 はじめての論語

１０月2９日㈯、１１月5日㈯・１2日㈯・2０日㈰・2６
日㈯、１2月3日㈯・１０日㈯・１7日㈯（全8回）
午前９時～１１時

論語入門、論語「為
い

政
せい

篇
へん

」①～⑦ 2０人 １,１77円
（テキスト代） １０月１7日

八　條
中学校

楽しい図工教室
8月27日～１０月22日（９月24日を除く毎週土
曜日・全8回）
午後2時～4時

紙で、カーネーション・カスミソウ・菊・
リンドウの花を作る １０人 １,０００円 8月１９日

折り紙教室
９月3日～１１月１2日（９月24日、１０月１5日・22
日を除く毎週土曜日・全8回）
午後2時～4時

お花や箱、干
え

支
と

などを折る 2０人 毎回3００円
～１,０００円 8月25日

　ウォーキングや各種検診、健康教室などに参加することでポイン
トが貯まり、一定のポイントで県農産物や八潮市特産品が当たる抽
選に参加できる「ハッピーこまちゃん健康マイレージ」の参加者を
募集しています。
　まだ参加していない方はこの機会にぜひ参加し、楽しく健康づく
りをしましょう。

参加者募集中！参加者募集中！

AppStore googleplay
　ポスター、チラシなどにこのマークがついて
いたら、健康マイレージこまちゃんポイント対
象事業です。

右の2次元コードからダウンロード、画面
の指示に従い登録手続きをしてください
（アプリには非対応機種があります。また
メールアドレスが必須です）。

　詳しくは、市ホームページをご覧ください。

物保健センター☎９９５－３３８１

全講座共通

　地域に根ざした学校づくりを目指し、地域の皆さんとコミュニケーションを図るため、次の１１講座を開設します。

生涯学習学校開放講座生涯学習学校開放講座令和４年度
物社会教育課☎奮３６５

楽しい書道（漢字）

心も体もリフレッシュ軽スポーツ講座

八潮市八潮市ハッピーこまちゃんハッピーこまちゃん健康健康マイレージマイレージ

覆市内在住・在勤・在学の方
仏各講座の申込期限までに、電話、はがき（消印有効）、電子メールまたは市ホー
ムページ内から電子申請で社会教育課（〒３４０－０８１６中央2－１０－１7、墳ｓｈａｋａｉｋ
ｙoｉｋｕ＠cｉｔｙ．ｙａｓｈｉo．lｇ．ｊｐ）へ
※折り紙教室以外の参加費は、初回に集金。
〈電話、はがき、電子メールの場合〉
希望講座名、開催学校名、氏名（ふりがな）、住所、電話番号（緊急連絡先）を連
絡または記入
〈電子申請の場合〉
市ホームページ「令和4年度生涯学習学校開放講座」から必要事項を入力し、送信
●注意事項
・�一部の講座を除いて、申込者が5人未満の場合や講師の都合などにより講座の中
止や内容、日程などを変更する場合があります。
・�申し込み多数の場合は抽選、定員に満たない場合は申し込み締め切り後でも受講
できる場合があります。
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人権 そ れ は人権 そ れ は 愛
戦争と人権について

物社会教育課☎奮３６５

　２０世紀におきた二度の世界大戦では、多くの人の尊い命が失
われるとともに、人権が踏みにじられるような出来事も多く発
生しました。このような経験から、国際社会では、人権を守る
ことが世界平和にもつながる、といった考え方が主流になって
いきました。そこで、１９４８年（昭和２３年）１２月１０日、国際連合
第３回総会において、「すべての人民とすべての国とが達成すべ
き共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。
　しかしながら、戦争や紛争は今も世界各地で起き、人権が守
られていない人々がいます。現在においても民間人が暴行・虐
殺されたとの報道があるなど、極めて重大な人権侵害行為が発
生しています。
　自分たちこそが正しいという一方的な考え方は、対立を生み
出し、争いに発展させます。考え方が違っても、相手の立場を
尊重し、思いやり、対話していくことが必要です。
　ぜひ、あらためて「平和」と「人権」の大切さを考えてみて
ください。
　埼玉県では、「すべての県民がお互いの人権を尊重しながら
共に生きる社会」の実現に向けて、「人権尊重社会をめざす県
民運動」を展開しています。

８月は「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」です。

都市計画などの変更案の縦覧都市計画などの変更案の縦覧

　都市計画などの変更案の縦覧および意見書の受付を行います。
物①都市計画課☎奮２７０
②③区画整理課☎奮４６３

①草加都市計画地区計画の変更案
腹８月１６日㈫～３０日㈫
複都市計画課　
覆市内在住または利害関係のある方
意見書の受付　８月３０日（必着）までに、都市計画課へ

②草加都市計画事業西袋上馬場土地区画整理事業区域の変更案
腹８月１６日㈫～３０日㈫
複区画整理課
覆市内在住または利害関係のある方
意見書の受付　８月３０日（必着）までに、区画整理課へ

③�草加都市計画事業西袋上馬場土地区画整理事業事業計画の変
更案

腹８月１６日㈫～２９日㈪（土・日曜日を含む）
複区画整理課
覆利害関係のある方
意見書の提出　９月１２日（消印有効）までに、郵送で県市街地
整備課（☎０４８－８３０－５３８１、〒３３０－９３０１さいたま市浦和区
高砂３－１５－１）へ

案内案内
会議の開催

●第１回八潮市子ども・子育て
支援審議会の傍聴
腹８月１８日㈭　午後１時３０分～
複市役所第２応接室
淵第２期八潮市子ども・子育て
支援事業計画の中間見直しにつ
いて
払５人（当日先着順）
物子育て支援課☎奮８３９
●第１回八潮市男女共同参画審
議会の傍聴
腹８月２３日㈫　午前１０時～１１時
３０分
複八潮メセナ特別会議室Ｂ
淵令和３年度の男女共同参画の
推進状況および男女共同参画の
推進に関する施策の実施状況に

ついてほか
払３人（申込順）
仏８月２２日までに、電話で人権
・男女共同参画課（☎奮８１１）へ
●第１回八潮市スポーツ推進審
議会の傍聴
腹８月２３日㈫　午後３時～
複八潮メセナ集会室
淵八潮市スポーツ推進計画の中
間検証などについて
払５人（当日先着順）
物スポーツ振興課☎９９６－５１２６
●第１回八潮市健康と福祉のま
ちづくり推進協議会の傍聴
腹８月２４日㈬　午後１時１５分～２
時３０分
複保健センター
淵食育推進計画の実施状況、健
康づくり行動計画の実施状況、
八潮市いのち支える自殺対策計
画の実施状況などについて
払５人（当日先着順）
物健康増進課☎９９５－３３８１

●第１回八潮市青少年健全育成
審議会の傍聴
腹８月２５日㈭　午前１０時～
複りらーと八幡多目的室２
淵令和３年度青少年健全育成事
業報告についてなど
払５人（当日先着順）
物社会教育課☎奮３６５
●第３回八潮市下水道事業審議
会の傍聴
腹８月３１日㈬　午後２時～
複八潮メセナ集会室
淵下水道使用料の見直しの必要
性について
払５人（申込順）
仏８月３０日までに、電話で下水
道課（☎奮３４５）へ
●第３回八潮市社会教育審議会
の傍聴
腹９月１日㈭　午後２時～
複りらーと八幡多目的室２
淵今後の視聴覚教育のあり方に
ついてなど
払５人（当日先着順）
物社会教育課☎奮３９２

コンビニ交付サービス
の一時利用停止

　システムメンテナンス作業の
ため、証明書のコンビニ交付サ
ービスを一時停止します。

腹９月６日㈫・７日㈬・１４日㈬
物住民票・印鑑証明・戸籍関連
＝市民課☎奮２１０、課税（所得）
証明・非課税証明関連＝市民税
課☎奮２０６

八潮らしい街並み景観
形成支援補助制度を活
用した住宅の一般公開
　地域に根ざした八潮らしい街
並みづくりを推進するため、「や
しお家づくりデザインマナーブ
ック」に基づく住宅の新築工事
を行う方を対象に、費用の一部
を補助する制度を実施しました。
　このたび、本制度を活用した
住宅が完成しますので、一般公
開（建物外観および敷地外構）
をします。
腹８月２６日㈮～２８日㈰
※詳しい場所については、都市
計画課にお問い合わせください。
物都市計画課☎奮３４６

広報やしお配置場所
　新たに広報やしおを配置して
いる場所をお知らせします。
複モンテールスイーツストップ
八潮店（大瀬４－１４－６）
物秘書広報課☎奮４２３

　広報やしおに掲載した、市が主催するイベントなどについて
は、新型コロナウイルス感染の防止対策を講じたうえで開催し
ます。なお、中止・変更になる場合がありますので、詳しくは、
市ホームページをご覧ください。

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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障がいのある方に対する経済的支援障がいのある方に対する経済的支援

　障がいのある方を対象に障がい者手帳の等級などにより、各種経済的支援を行っています。
　なお、支援を受けるためには申請が必要です。

①在宅重度心身障がい者手当
覆身体障害者手帳１、２級、療育手帳Ⓐ、Ａおよび精神障害者保
健福祉手帳１級の方で、②③の手当などを受けていない方
※施設に入所中の方を除く
　※対象者が住民税課税の場合は支給を停止します。
淵年２回月額５，０００円を支給（障がい者手帳の新規取得または等
級変更の年齢が６５歳以上の方は、月額２，５００円を支給）
②特別障がい者手当
覆２０歳以上で身体または精神の重度の障がいにより、日常生活
で常時特別の介護を要する状態の方
　�※施設に入所中の方および継続して３カ月を超えて病院などに
入院中の方を除く
淵年４回月額２７，３００円を支給（所得制限あり）
③障がい児福祉手当

物障がい福祉課☎奮４５３

覆２０歳未満で、日常生活で特に制限のある方（身体障害者手帳
１級および２級の一部、療育手帳Ⓐ、常時介護を要する精神障が
い者など）

　�※施設に入所中の方および障がいを支給事由とする年金を受給
している方を除く
淵年４回月額１４，８５０円を支給（所得制限あり）

④特別児童扶養手当
覆精神または身体に一定の障がいのある２０歳未満の子どもを育
てている方のうち、主として生計を維持する方

　※子どもが児童福祉施設等に入所中の方を除く
淵１級＝月額５２，４００円、２級＝月額３４，９００円（所得制限あり）

※②～④を現在受給している方は、所得状況届・現況届の提出が
必要です。対象者には、案内を送付していますので、記載事項を
ご確認のうえ、９月１２日までにご提出ください。

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
労働力調査

　総務省では、県を通じて、毎
月「労働力調査」を実施してい
ます。この調査から得られるデ
ータは、国や都道府県が実施す
る雇用失業対策などの企画・立
案をするうえで重要な指標とし
て利用されます。
　調査の対象となった世帯には
統計調査員が伺いますので、ご
協力をお願いします。
物企画経営課☎奮２３３

就学時健康診断
　令和５年度新小学校１年生を対
象に、就学時健康診断を通学予
定校で実施します。
▼１０月１１日㈫＝八條北小学校▼
１０月１２日㈬＝大瀬小学校▼１０月
１３日㈭＝大原小学校▼１０月１４日
㈮＝大曽根小学校▼１０月１７日㈪
＝八條小学校▼１０月１８日㈫＝柳
之宮小学校▼１０月２１日㈮＝松之
木小学校▼１０月２４日㈪＝八幡小
学校▼１０月２５日㈫＝中川小学校
▼１０月２６日㈬＝潮止小学校
※対象となる児童の保護者には、
後日、個別に通知します。
※病気など、やむを得ない事情
により健康診断を受けることが
できない場合は、学務課へご連
絡ください。
物学務課☎奮３５２

下水道排水設備工事責
任技術者資格認定共通
試験

試験日　１１月２７日㈰
複聖学院大学（上尾市戸崎１－１）
沸１０，０００円

仏８月２２日～９月３０日（必着）
※受験資格や申込方法など詳し
くは、受験案内（８月２２日から下
水道課で配布）をご覧ください。
物下水道課☎奮２６２

令和５・６年度建設工事
等の入札参加資格審査
の新規・更新申請受付
登録期間　令和５年４月１日～令
和７年３月３１日
仏新規申請は９月１日から２２日ま
で、更新申請は１０月５日から１１
月１１日まで（建設工事のみ申請
する場合は１１月２５日まで）に、
郵送で必要書類を共同受付窓口
（県入札審査課）へ
※消印有効、持参不可。市の窓
口では受付を行いません。更新
申請の場合は、県電子入札共同
システムによる電子申請も必要
です。
※物品等業種（土木施設維持管
理業務を除く）の入札参加資格
審査の申請受付については、申
請方法が異なります。日程など
詳細が決まり次第後日お知らせ
します。
※詳しくは、県ホームページを
ご覧ください。
物財政課☎奮４４５

全国一斉「子どもの人
権１１０番」強化週間
　子どもをめぐるさまざまな人
権問題について、子どもたちか
らの相談をお受けします。
腹８月２６日㈮～９月１日㈭　午前８
時３０分～午後７時（土・日曜日
は午前１０時～午後５時）
電話相談　錆０１２０－００７－１１０

相談担当者　法務局職員、埼玉
県人権擁護委員連合会子ども人
権委員会委員（秘密は厳守しま
す）
物さいたま地方法務局人権擁護
課☎０４８－８５９－３５０７

がんワンストップ電話
相談

　働くがん患者の治療と仕事の
両立を支援するため、複数の専
門職による無料相談会を実施し
ます。
腹８月２５日㈭　午後６時１５分～８
時３０分（受付＝午後８時まで）
※９月以降も毎月２回実施
覆県内在住・在勤の就労中のが
ん患者（休職中の方も含む）
仏電話または電子メールで県疾
病対策課（☎０４８－８３０－３６５１、
墳a３５９０-０６@pref.saitama.
lg.jp）へ
※詳しくは、県ホームページを
ご覧ください。

マンションの住まいの
トラブル・管理無料相
談所（キャラバン隊）
腹８月１８日㈭　午後６時～９時
複八潮メセナ・アネックス多目
的ホールＣ
相談担当者　マンション管理士
仏電話で（一社）埼玉県マンシ
ョン管理士会（☎０４８－７１１－
９９２５）へ

保育士等就職説明会
●川越会場
腹９月３日㈯　午後１時～４時
複ウェスタ川越多目的ホール
●大宮会場

腹９月１７日㈯　午後１時～４時
複ソニックシティビル地下第四
展示場・第五展示場
物県少子政策課☎０４８－８３０－
３３４９

募集募集
八潮コミュニティ活動
賞候補者
　市内で地域貢献活動を行う個
人および団体を表彰するため、
候補者を募集します（他薦のみ）。
覆市内で「心のふれあいを深め
る活動」「健やかな心身を育て
る活動」「住みよいふるさとを
つくる活動」「八潮を知り、八
潮を想う活動」のいずれかに該
当する地域貢献活動を実践して
いて、次の基準を満たす個人お
よび団体▼常時活動＝年３回以
上で４年以上８年未満継続▼定期
活動＝年１・２回程度で６年以上
１２年未満継続
※詳しくは、市内公共施設、（福）
社会福祉協議会、市民協働推進
課で配布する募集冊子をご覧く
ださい。
仏９月１日から１０月３１日までに、八
潮市コミュニティ協議会事務局
（市民協働推進課内☎奮４６５）へ
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「まごころ♡ベンチ」の寄附募集「まごころ♡ベンチ」の寄附募集

　公園や遊歩道に休憩ややすらぎなどを提供するベンチの寄附
を個人・団体の皆さんから募集します。
　寄附を受けたベンチには、寄附者の名前と簡易メッセージを
刻印したプレートを２カ所に取り付けます。

寄附の流れ
①寄附者からの申込受付
②審査および寄附受領の決定
③寄附者へ通知・寄附代金の振り込み依頼
④ベンチ設置

物公園みどり課☎奮４６７

約5.5センチ
メートル

沸１８万円（１基）
仏１１月３０日までに、窓口または電話で公園みどり課へ

物アセットマネジメント推進課☎奮８４５

　令和６年１月の開庁に向け、工事を進めています。普段入るこ
とのできない工事現場を案内しますので、ぜひご参加ください。

市役所新庁舎の
� 工事現場見学会

催し 日時 詳細

公民館

科学のびっくり箱！
なぜなにレクチャー

９月３日㈯
午後２時～４時

複りらーと八幡多目的室２　覆市内在住・在学の小学校４～６� �
年生とその保護者　淵水素で走る燃料電池自動車「ＭＩＲ
ＡＩ（ミライ）」の技術についての話、燃料電池の製作、水素
で走るラジコンカーの操縦　講師　トヨタ技術会　払１２組
（申込順）　仏８月１４日～２５日

水彩画講座 ９月２２日㈭
午後１時～４時

複りらーと八幡研修室１　覆市内在住・在勤・在学の方　淵初心者を対象とする水彩画教室
講師　有

あり

馬
ま

正
まさ

泰
やす

さん（絵画講師）　払１０人（申込順）　仏８月１６日～

図書館

図書館謎解きゲーム＆本の
探し方スタディ

①８月１９日㈮②８月２０日㈯
午前９時～１１時

複りらーと八幡図書館　覆①小学校１～３年生②小学校４～６年生　淵図書館の本から出題さ
れる謎について、解答をゲーム感覚で探し当て、本の探し方を学ぶ　払各１０人（申込順）　仏
８月１４日～

科学あそび「風船ホバーク
ラフトをつくろう！」

８月２８日㈰
午後３時～４時

複りらーと八幡多目的室１　覆市内在住・在学の小学生以下　淵空気の流れを利用したペッ
トボトル風船ホバークラフトをつくる　払１０人（申込順）　仏８月１６日～

公民館☎９９５‒６２１６　図書館☎９９５‒６２１５ 住所中央３‒３２‒１１りらーと八幡

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、担当課へ

◀�昨年設置した� �
「まごころ♡ベンチ」�
（大瀬北公園）

▼�プレートイメージ図約15センチメートル約15センチメートル

腹１０月１日㈯　第１回：午前９時３０分～　第２回：午前１１時～
※各回１時間程度、見学の内容は同じです。
覆市内在住の小学生以上の方（小学生は保護者同伴）
淵新庁舎工事の説明、地震の時に活躍する免震装置や建物基礎
部分の見学
払各回２０人（申し込み多数の場合、抽選）
仏８月２４日（必着）までに、参加申込書（アセットマネジメン
ト推進課または市ホームページで入手）を窓口、ファクスまた
は電子メール（墳
ｃｈｏｓｈａ-ｓｅｉｂｉ＠ｃ
ｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）
でアセットマネジ
メント推進課へ
※抽選結果および
見学会当日の注意
事項などは、郵送
で９月中旬頃まで
にお知らせします。

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
高齢者向け優良賃貸住宅

覆６０歳以上の単身者または夫婦
（内縁を含む）のどちらかが６０
歳以上の世帯
募集住宅　安心ハウスやしお
（大瀬９３２－６）
間取り　ワンルーム※鉄骨３階
建て２・３階、冷暖房完備、広い
談話室、エレベーターあり、バ
リアフリー
払２戸（申込順）
沸月額６５，０００円（ほかに共益費
など１０，０００円）※令和６年６月３０日

まで所得に応じて家賃補助あり
仏申込書（㈱ピーエムドゥで入
手）に必要書類を添えて、窓口
または郵送で㈱ピーエムドゥ
（〒３４０－００５３草加市旭町３－５－３
※窓口の場合は、毎週土・日曜
日を除く）へ
物市営住宅課☎奮３２６

第３８回八潮市民音楽祭
参加者
腹１１月２７日㈰
覆市内在住・在勤・在学または
市内で音楽活動を行っている団

体・個人
淵音楽演奏発表会（テープなど
による演奏は不可）
仏９月１０日までに、参加申込書
（市内公共施設または市ホーム
ページで入手）を文化協会事務
局（りらーと八幡公民館内☎
９９５－６２１６、受付＝午前９時～
午後５時）窓口へ

自衛官
募集職種　①一般曹候補生②自
衛官候補生③防衛大学校学生
（推薦・総合選抜）④防衛大学

校学生（一般）
１次試験日　①９月１５日～１８日②
随時③９月２４日・２５日④１１月５日
・６日
覆①②１８歳以上３３歳未満の方③
④１８歳以上２１歳未満の方
仏①９月５日まで②随時③９月５日
～９日④１０月２６日まで
※詳しくは、自衛隊埼玉地方協
力本部ホームページをご覧くだ
さい。
物自衛隊埼玉地方協力本部☎
０４８－８３１－６０４３、朝霞地域
事務所☎０４８－４６６－４４３５
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催し 日時 詳細

公民館 八條寄席 ９月１１日㈰
午後２時～４時

複りら―と八條会議室⑴　覆市内在住・在勤の小学生以上　淵日本の伝統的な話芸である
落語の鑑賞　講師　早稲田大学寄席演芸研究会ＯＢ　払３０人（申込順）　仏８月１７日～

公民館☎９９４‒３２００ 住所八條２７５３‒４６りらーと八條

☎奮４０８長寿介護課
催し 日時 詳細

家族介護教室 ９月１０日㈯
午前１０時～１１時３０分

複八潮メセナ会議室　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する際のポイント（高齢者
の栄養など）について　払１５人（申込順）　仏９月９日までに、電話で西部地域包括支援センタ
ーケアセンター八潮（☎９９４－５５６２）へ

フレイルチェック測定会 ９月２７日㈫
午後２時～４時

複八潮メセナ集会室　覆市内在住の６５歳以上の方　
淵健康状態の確認、筋肉量などの測定およびフレイル
予防についての講座　払２０人（申込順）　仏８月１５日か
ら、電話で西部地域包括支援センターケアセンター八
潮（☎９９４－５５６２）へ

第３期生
フレイルサポーター養成講座

１０月４日㈫・６日㈭（全２回）
午前１０時～午後４時

複エイトアリーナ　覆市内在住で２日間の養成講座を受講できる方、養成講座終了後、フレ
イルサポーターの活動に参加できる方　淵フレイルサポーターとして必要な座学研修およ
び実技研修　払１５人（申込順）　仏８月１５日～

催し 日時 詳細
楽しく体験！！ヤッキーひろば
①百人一首で遊んでことば遊びを楽
しもう
②おもちゃの病院

８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小倉百人一首
で坊主めくりをしてことば遊びをする②壊れたおもちゃの修理　払①１０人（当日先着順）　
沸②必要に応じて部品代あり

やしお生涯楽習館 ☎９９４‒１０００ 住所鶴ケ曽根４２０‒２

催し 日時 詳細

青少年育成八潮市民講演会・家庭教
育学級合同講演会

９月２９日㈭
午前１０時～１１時３０分（午前９
時４５分開場）

複八潮メセナホール　覆市内在住・在学の方　淵講演「心と体の健康」―歌と大きな絵があ
るお話―　講師　ケチャップマヨネーズ？　払２５０人（申し込み多数の場合、抽選）　仏８月
３０日（消印有効）までに、往復はがきで青少年育成八潮市民会議事務局（社会教育課内）へ
※往復はがきの書き方など詳しくは、市ホームページをご覧ください。

社会教育課 ☎奮３６５　 住所中央２‒１０‒１７

催し 日時 詳細

未来の子どもたちの食を守ろう ９月１５日㈭　午後１時３０分～４
時（受付＝午後１時～）

複春日部地方庁舎大会議室　淵セミナー「こどもたちの食を守るネットワークづくり」など
講師　笠

かさ

井
い

直
ち

歩
あり

さん（ＮＰＯ法人care nation代表理事）　払５０人（申込順）　仏９月２日まで
に、電話で県東部地域振興センター（☎０４８－７３７－１１１０）へ

市民協働推進課 ☎奮３２８

催し 日時 詳細

上級救命講習 ９月３日㈯
午後１時～６時

複草加消防署西分署　覆八潮市または草加市に在住・在勤・在学の中学生以上　淵救命に必
要な応急手当（成人・小児・乳児の心肺蘇生法、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８月１８日まで

草加消防署西分署 ☎９２５　‒３２５　１ 住所草加市西町１０８‒２

☎９９７‒６６６６ 住所南後谷７６３‒５０文化財保護課
催し 日時 詳細

第４７回企画展
「八潮建物解体新書」展示解説会

８月２０日㈯・９月４日㈰
午後２時～３時 複資料館企画展示室　淵担当職員が企画展の展示解説を行う

体験講座「昔の遊びツアー」 ８月２７日㈯
午後１時３０分～３時３０分

複資料館学習室、会議室、視聴覚講座室　覆小学生以
上　淵こま、けん玉、ヨーヨー、めんこ、割りばし鉄砲
などの昔の遊びを体験し、その歴史を学ぶ　払８０人
（当日先着順）

歴史講座「八條の建物見学会」 ９月１７日㈯
午前９時３０分～正午

複太田家住宅集合・八條八幡神社解散　淵和井田家住宅、太田家住宅・蔵、八條八幡神社本殿
の見学　払２０人（申込順）　仏８月１４日～

割りばし鉄砲
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納期限のお知らせ
市県民税� 第２期
国民健康保険税� 第３期
後期高齢者医療保険料� 第２期
介護保険料� 第３期
納期限：８月３１日
口座振替の方は、残高確
認をお願いします。

食物アレルギー講演会
腹９月９日㈮　午前１０時～正午（受付＝午前９
時３０分～）　複保健センター会議室　覆市内
在住・在勤の方　淵食物アレルギーの基礎知
識と対処法、最新の食物アレルギーの情報な
ど　講師　西

にし

本
もと

創
はじめ

さん（さいたま市民医療セ
ンター小児科診察部長）　払４０人（申込順）　
仏８月１５日～

健康づくりの料理教室
腹９月１５日㈭　午前１０時～午後０時３０分　複保
健センター調理室　覆市内在住の６４歳以下の
方　淵「日常備蓄品を上手に使って料理をし
よう～災害時における食事～」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８月１５日～

※費用の記載がない場合は、原則無料
※�申し込みは、窓口または電話で保健センターへ保健保健センターのセンターの催催しし

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 9月

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） 9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） 9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 9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 9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 9月２8日㈬� 午前１０時３０分～正午 ５～6カ月児
⑥離乳食（後期）教室 9月２9日㈭� 午前１０時３０分～正午 9～１１カ月児
⑦プレママサロン 9月１２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 定員・費用

①�ヘルシーチェック
健康診査

9月１３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　１０月２０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
9月１３日㈫　午前１０時～１０時３０分
結果説明会　１０月２０日㈭　午前１０時
２０分～１０時３０分（初めて受診の方のみ）

市内在住の２０歳以
上の女性 問診、骨密度測定 払５０人（申込順）

沸２００円

③乳がん検診
（集団検診） 9月２２日㈭　午後１時～３時３０分

市内在住の４０歳以
上の女性（令和３
年度に受診した方
を除く）

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。

払8０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

9月２５日㈰・２6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３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

●食生活改善推進員募集
　家族をはじめ、ご近所から地域へ広める「健康づくりのパイプ役」
として活躍してくれる市民を募集します。
覆市内在住の２０歳以上の方
淵月１回の定例会（学習会）で食について学び、
食のボランティア活動（年数回）を実施
沸２，０００円（年会費）
※１回５００円で学習会（調理実習など）に参加可

：健康マイレージこまちゃんポイント対象事業●夏バテ予防のため夏野菜を食べましょう
　夏休みや休日は、朝食と昼食を一緒にとったり、食欲がないから
と欠食することが多くなり、必要な栄養素や水分が不足しがちです。
　「規則正しく」「１日３食」「バランスよく」食べることが大切です。
水分が多く含まれている夏野菜や果物を上手に取り入れ、元気に夏
を乗り切りましょう。
　また、疲労回復に効果のあるビタミンＣや抗酸化
作用のある栄養素が豊富に含まれている野菜を１日
３５０グラムしっかり食べましょう。
【主な夏野菜と果物】
　かぼちゃ・トマト・なす・冬瓜・きゅうり・ゴーヤ・みょうが・
ピーマン・すいか・メロン・桃・ぶどう・梨など
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水辺の楽校「夏まつり」
腹８月２８日㈰　午後１時～（受付
＝午後０時３０分～）　複中川やし
お水辺の楽校　覆幼児以上（幼
児、小学校１・２年生は保護者同
伴）　淵魚とり　弗魚をとる網、
ポリバケツ、着替え、替え靴、タ
オル、帽子、飲み物　服装＝水着
または水に濡れてもよい服装、

運動靴　払２００人（当日先着順）　
沸１００円（保険代）　物八潮市子
ども会育成者連絡協議会・広沢
☎０９０－８９４９－１４８７

祐希恵連盟「唄と踊りの祭典」
腹９月２５日㈰　午前１０時～午後５
時（午前９時３０分開場）　複八潮
メセナホール　沸無料　物祐希
恵連盟・小倉☎０８０－６６７３－
１３５７

フラサークル会員募集
腹月３回、月曜日　午後１時３０分
～３時３０分　複やしお生涯楽習
館　覆１６歳以上の女性　淵ハワ
イアン音楽に合わせて楽しく踊
り、心も身体も明るく健康に。ぜ
ひ１度、体験にお越しください。　
講師＝高

たか

井
い

清
きよ

子
こ

さん　弗Ｔシャ
ツ、パウスカート（お持ちの方）　
沸月会費３，０００円（体験は無料）　
物フラサークルパウレレ・髙橋
☎０８０－３０８４－８３８４

八潮の地名から学ぶ会 
会員募集
淵地名の由来と歴史・文化を学
び、まちづくりの資産として活
用する。また、１２月１１日㈰午後２
時から開催の「第５回方言漢字
サミット」運営スタッフも募集
中　沸入会金１，０００円、年会費無
料　物八潮の地名から学ぶ会・
昼間☎０９０－４３８９－４８９５

840伝言板

■一般書  
「信仰」

村
むら

田
た

沙
さ

耶
や

香
か

　著
「私と街たち（ほぼ自伝）」

吉
よし

本
もと

ばなな　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  
「押す図鑑ボタン」

西
にし

村
むら

まさゆき　編・著
「黄色い竜」

村
むら

上
かみ

康
やす

成
なり

　作・絵

■９月の休館日  
りらーと八幡・八條　５日㈪、１２日㈪、２０日㈫、２６日㈪
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日、１９日㈷、２３日㈷
物りらーと八幡☎９９５－６２１５、りらーと八條☎９９４－５５００

■９月の上映会の日  
○りらーと八幡 ▼児童向け＝１１日㈰・１８日㈰　午後２時～
○りらーと八條 ▼児童向け＝１８日㈰・２３日㈷　午前１１時～
　　　　　　　　▼一般向け＝４日㈰・２５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。

　八條北小学校では、「外国語
教育の充実」「小中一貫教育・
交流学習の充実」「体験学習の
充実」を図り、少人数ならでは
のきめ細かな指導や特色ある教
育活動を展開する小規模特認校
制度を実施しています。

●体験入学など
期間　９月２６日㈪から３０日㈮の
うち３日から５日の範囲内
覆小学校新１年生〜６年生
※新１年生は、期間中に、保護
者同伴で見学（午前のみ）。
仏９月５日から１４日までに、体験
入学参加申込書を窓口または郵
送で学務課へ
●入学などの申請手続き
仏１０月１１日から１１月２５日までに、
入学等申請書を学務課窓口へ
　体験入学や令和５年度の入学
などの手続きについて、詳しく
は、児童募集要項をご覧くださ
い。要項、体験入学参加申込書、
入学等申請書は学務課窓口、八
條北小学校で配布します。また、
市ホームページでもご覧になれ
ます。
物学務課☎奮３７８

図図書館だより書館だより
八條北小学校の
小規模特認校制度

教育委員会
らこ ち

外国語授業の様子

●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１日㈭　午後１時～２時
覆お子さんの援助を希望す
る方、援助ができる方
◆提供会員講習会
腹１日㈭　午後２時～４時
覆援助ができる方
物☎９５１－０３１２

●ホームスタート（訪問型
支援）
腹月～金曜日　午前１０時～
午後４時
覆就学前の子育て親子
物☎９５１－０２６９

●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
物☎９５１－０２８５

※�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、各ひろばにお問い合わせください。

※�内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
月子育て情報コーナー９

子育てひろば やしお子育てほっとステーション

楽習館子育てひろば

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▼お子様ランチ作り＝１３
日㈫～　午前１０時～、午後１時～　払２０組（先着
順）▼防災教室＝２７日㈫　午前１１時～

②はちじょう
子育てひろば
☎９４９－６８８７

りらーと八條
（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～▼ボ
ランティアお話し会＝２２日㈭　午前１１時～▼
図書館コラボイベント＝２７日㈫　午前１０時３０
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～▼敬老
プレゼントづくり＝毎週木曜日　午前１０時３０
分～　払毎週５組（先着順）▼防災教室＝２８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＝７日㈬～９日㈮　午前１０時～▼子
どもの発達相談＝１２日㈪　午前１０時～▼防災
教室＝２２日㈭　午前１１時～

⑤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㈬・２９日㈭　午前１１時～、午
後２時～▼敬老の日プレゼントづくり＝９日㈮
午前１０時３０分からキットを配布　払１５組（先着
順）▼保健センター講習＝１３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＝２６日㈪～２８日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼バルーンアート＝８日㈭　午前１１時
～▼保健センター講習＝１６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。
※９月の休館日：１９日㈷・２３日㈷＝①～⑤、２０日㈫＝②
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〈広告欄〉

「広報やしお」へ掲載する広告を募集しています。
詳しくは、秘書広報課（☎奮４２３）へお問い合わせください。広告募集

くらしの　知識豆

【事例１】
　マッチングアプリで知り合った女性に暗号資産への投資を勧め
られた。儲けが出たようなので、出金しようとしたら交換所から
「インサイダー取引の疑いがある。出金には３０万円の保証金が必
要だ」と言われ、急に不審に思えた。
【事例２】
　中学時代の友人に久しぶりに会おうと誘われ、歓談するうちに
「暗号資産に投資すれば必ず儲かる」と説明された。後日、友人
と業者に「投資はお金がないから無理」と言うと、「儲けですぐ
に返せる」と消費者金融に連れて行かれ、総額１００万円ほどを借
金して業者に渡した。

質問 　一昨日、インターネット通販で洋服を購入し、本日、自
宅に届きました。商品自体に問題はありませんがイメージ

と違ったため返品したいと考えています。返品は可能でしょうか。
　インターネット通販には、いわゆるクーリング・オフの
制度はありません。そのため、購入から一定期間内であれ

ば無条件に返品できるわけではありません。
　では、インターネット通販では返品はできないのでしょうか。
　特定商取引法においては、原則として、消費者が商品を受け取っ
てから８日を経過するまでの期間であれば、返品が可能とされてい
ます。ただし、インターネット通販業者が返品の可否や条件など（返
品特約）を定め、消費者が容易に認識できるように表示を行ってい
れば、当該返品特約が優先されます。つまり、返品特約が定められ
ているかがポイントとなります。当該インターネット通販業者が返
品特約を定めていない場合には、商品を受け取ってから８日以内で
あれば返品が可能です。また、返品特約が定められていても、消費
者の目につきにくいページの隅に表示されている場合や、極端に小
さい文字で表示されている場合など、消費者が容易に認識できない
状況である場合には返品ができる可能性があります。これに対し、
返品特約が定められ、消費者が容易に認識できるように表示を行っ
ている場合には、当該返品特約に従うことになります。
　したがって、ご質問のケースにおいても、当該インターネット通
販のサイト上の返金特約をご確認いただく必要があります。
　また、本件に限らず、インターネット通販を利用する際には、返
品に関して揉めることがないように、購入する前に返品特約の有無、
内容を確認した方がよいでしょう。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　松本侑樹（弁護士）

回答

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必ず儲かるという誘いに注意！

　暗号資産について、ネット上で知り合った人から「必ず儲かる」
と投資を持ち掛けられ出資し、利益を出金しようとしたが高額な保
証金などを請求され不審に思うなどの相談が寄せられています。
　また、暗号資産を管理するサイト上では利益が出ているように見
えて、実はサイト自体が架空だった、勧誘者や事業者と連絡が途絶
え解約・返金できないといった問題も見受けられます。
【消費者へのアドバイス】
①勧められた取引所・交換所が金融庁に登録されている業者かを確
認し、登録がない場合は絶対に誘いを断りましょう。
②令和４年４月１日より成年年齢が１８歳になりました。社会経験が少
ない学生でも高額な契約を独断でできる一方、未成年者契約取消に
よる救済はありません。契約を結ぶ時は十分注意しましょう。
③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

ネット通販での返品

★相談日が祝日の場合はお休み
　です（⑰を除く）。

9 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。

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９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９月1２日㈪　午後1時～4時
　９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９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司法書士相談
土地・建物の所有権移
転登記、相続登記など
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９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

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1５分～午後0時30分
　午後1時30分～3時4５分
複駅前出張所内相談室
払4人（電話による事前予約制）

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９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

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

⑧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９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

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９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

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（おおむね40歳
未満、学生など）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９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

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

腹９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

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

物秘書広報課　☎奮３７３
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）
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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、八潮駅、一部のコンビニエンスストア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、 9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
「こまちゃんと夏野菜のアジ南蛮」「こまちゃんと夏野菜のアジ南蛮」レシピ�

　今月は、学校給食のメニューか
ら、「こまちゃんと夏野菜のアジ
南蛮」をご紹介します。

物学務課☎奮366

●作り方
①�アジは、酒としょうがに漬けてお
く。
②�揚げ油を170度に熱し、①に片栗
粉をまぶして揚げる。
③�小松菜は2センﾁﾒーﾄルの長さ、
赤ピーマン、黄ピーマン、たまね
ぎは薄くスライスする。
④�フライパンに炒め油を入れて、③
の野菜がしんなりするまで炒める。
調味料と唐辛子で味付けをして、
水溶き片栗粉でとろみをつける。
⑤揚げたアジに④をかけて完成

●材料　4人分
アジ　　8枚
� （1枚40グラム程度）
酒　　　　　 大さじ1
しょうが　　　小さじ1
片栗粉　　　　大さじ2
揚げ油　　　　適量
小松菜　　　　40グラム
赤ピーマン　　15グラム
黄ピーマン　　15グラム
たまねぎ　　　40グラム
炒め油　　　　小さじ1
唐辛子　　　　少々
水溶き片栗粉　適量
調味料
しょうが　　小さじ1
しょうゆ　　大さじ1
みりん　　　大さじ1
酢　　　　　小さじ1
砂糖　　　　小さじ1

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

〈広　告〉

　7月22日・23日に、八潮メセナで「夏休み工作教室」が開催され、
小学校1年生から4年生までの37人が参加しました。
　この教室では、紙粘土や画用紙、絵の具などを使用し、「紙はんが」
「アクアリウム」「どうぶつタルトのメモスタンド」の3つを制作し
ました。
　参加者からは、「みんなで工作するのが良かった」「作品をつくるの
が楽しかった」などの感想がありました。

いきいきいきいきやしおやしお写真館写真館

夏休み工作教室
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アンケート

物八潮メセナ☎998-2500
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ハッピーこまちゃんクイズハッピーこまちゃんクイズ
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）はどれでしょうか。
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さん

東
とう

菜
さい

　　③トマト
ヒント：９ページ

　クイズの正解者の中から、抽選で20人にハッピーこまちゃ
んのぬいぐるみキーホルダーをプレゼントします。

物秘書広報課☎奮４２３

覆市内在住・在勤・在学の方
仏９月10日（必着）までに、①クイズの答え②アンケートの回答③
住所④氏名⑤年齢⑥電話番号を記入のうえ、市ホームページ内応募
フォーム（2次元コードからアクセス）、窓口、郵送または電子メール
で秘書広報課（墳ｈｉｓｈｏｋｏｈｏ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ
※応募は1人1通まで。
※当選は、ハッピーこまちゃんのぬいぐるみキーホルダ
ーの発送をもって代えさせていただきます。
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