
健康で楽しい
シルバーライフを
　市内には、元気に楽しく年を重ねていた
だくため、交流の場「高齢者ふれあいの家」
が開設されています（費用は１回１００円）。
　また、市では空き家などを活用して「高
齢者ふれあいの家」を開設する方に対し、
運営費などの助成を行っています。申請方
法など詳しくは、お問い合わせください。
　なお、長寿祝金の給付について記事を掲
載しています。対象者など詳しくは、５面
をご覧ください。 物長寿介護課☎奮４４８

ふれんど
腹毎週月曜日・金曜日　午前１０時～正午
複大曽根４５２－５

たんぽぽカフェ
腹毎週火曜日　午後１時～３時
　毎週木曜日　午前１０時～午後３時
　（祝日を除く）
複八條２８３５－１５

ふれあいの家の茶乃間
腹毎週水曜日・金曜日
　午後１時～３時
　（祝日を除く）
複中央１－５－１３

パルコカフェ
腹毎週木曜日　午後１時３０分～３時３０分
複緑町２－２５－１９

カフェしおどめ
腹毎週月曜日・水曜日　午後１時～４時
　（祝日を除く）
複�伊勢野２５７（(公社)八潮市シルバー
人材センター内）

　オミクロン株のＢＡ．５系統を中心とする感染の急拡大により、病床使用率および医療への負荷が増加したため、埼玉県におけるＢＡ．５対
策強化宣言が、令和４年９月３０日まで延長されました。改めて、基本的な感染対策の徹底をお願いします。

物新型コロナウイルス対策課☎９９５－３３８１埼玉県におけるＢＡ.５対策強化宣言の延長
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住みやすさナンバー1のまち　八潮 No.862

９月号

● 今月の主な内容 ● ２面：災害に対する事前の備え／３面：９月１０日は「下水道の日」／４面：新型コロナウイルス感染症に伴う経済支援

人口…92,306人（＋37人）　　　男…47,909人（＋16人）　　　女…44,397人（＋21人）
世帯…45,027世帯（＋74世帯）　令和４年（2022年）8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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①食料（レトルト食品など）
・水を備蓄として多めに用
意する。
②普段の食事の中で定期的
に食べる。
③食べた分を買い足し補充
する。

ローリングストック

災害に対する事前の備え
　災害は、いつ、どこで発生するか分かりません。災害による被害を最小限にするためには、「日頃の備え」「災害時の適切な判断」「落ち
着いた行動」が必要です。急な事態に慌てないよう、一人ひとりが平時より「災害に備える」といった意識をもって行動することが重要で
す。 物危機管理防災課☎奮３３９

　マイナンバーカードの取得支援およびマイナポイントの申込支援サポート窓口を開設しました。
　マイナポイントを受け取るためには、マイナンバーカードの取得申請を令和４年９月３０日までに行う必要がありますので、この機会にご活
用ください。 物�サポート窓口、マイナポイントに関すること＝企画経営課☎奮３１０��

マイナンバーカードの交付に関すること＝市民課☎奮２１０

　国の消費活性化策のひとつとして、マイナンバーカードを活
用した事業です。
　マイナンバーカードを取得した方が、自身のキャッシュレス
決済サービスを１つ選択し、申し込みすることで、最大20,000
円分のポイントを受け取ることができます（マイナ
ンバーカード取得で最大5,000円分、健康保険証とし
ての申し込みで7,500円分、公金受取口座の登録で
7,500円分のポイント）。

《地域のリスクを知ろう》
　災害から身を守るためには、自分が住む地域における災害リ
スクを知ることが重要です。「八潮市洪水地震ハザードマップ」
では、大雨により河川がはん濫した場
合に浸水が想定される範囲やその深さ、
東京湾北部地震が発生した場合の「揺
れ」により想定される被害について掲
載しています。

《災害に関する情報収集をしよう》
　災害時は、最新の情報を収集し、早めに行動することが大切
です。
・Yahoo!防災速報
　�…緊急地震速報や豪雨予報をはじめ、さまざまな
災害情報をプッシュ通知で配信

・まいたま防災（埼玉県防災アプリ）
　�…県内の災害情報や防災に関する情報をプッシュ
通知で配信

・市ホームページ、やしお840メール配信サービス
・テレビによる情報収集
・防災行政無線
　�…災害による危険が迫ったときには、防災行政無線から皆さ
んの安全を守るために必要な緊急情報を放送します。内容が
聞き取れなかった場合は、防災行政
無線テレホンサービス(錆０１２０－
８４０－２２５(無料))で、放送した内容
を聞き直すことができます（放送終
了から24時間以内）。

　水害の危険から事前に備えるため、市役所と水防災資機材倉
庫に加えて、9月から新たに八潮消防署で土のうの配布を開始
しました。希望する方は、事前に電話で八潮消防署（☎９９６－
０１１９、受付＝午前9時～午後5時）へ申し込みのうえ、お受け
取りください。

《備蓄をしよう》
　水と食料は、最低でも3日分（推奨7日分）を備蓄しておきま
しょう。7日間分を備蓄することは難しいと思われがちですが、
冷蔵庫の中のものを活用することで数日分の食料となる可能性
があります。災害が起こったときは、「冷蔵庫の中のもの→普
段買い置きしている食品→非常食」の順で食べることで、必ず
しも非常食だけで7日分を確保する必要がなくなります。
　また、「ローリングストック法」という備蓄方法もあります。

土のうの配布

●市役所サポート窓口（本庁舎１階）
腹令和5年2月2８日㈫まで（土・日曜日、祝日および年末年始を除く）
受付時間　午前８時30分～午後5時
淵案内係による申込支援サポート
手続きに必要なもの
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードの暗証番号（数字4桁）
・通帳・キャッシュカードなど公金受取口座として登録する口座番
号がわかるもの（登録する方のみ）
・マイナポイントを付与する決済サービスのカードなど（決済サー
ビスIDおよびセキュリティコードが必要）

マイナンバーカード取得支援・マイナポイント申込支援サポート窓口を開設

マイナンバーカード取得支援サポート窓口 マイナポイント申請支援サポート窓口
●フレスポ八潮サポート窓口（１階プロムナード）
腹令和5年2月2８日㈫まで（フレスポ八潮の休業日を除く）
受付時間　午前１0時～午後８時
淵ビデオ通信機器（タブレット）によるオンライン申込支援サポート
※申し込みに必要な顔写真の撮影もできます(無料)。また、マイナ
ポイントの申込支援サポートも行っています。
手続きに必要なもの
・本人確認書類
・「 2次元コード付き交付申請書」またはマイナンバーがわかるも
の（市内在住の方はなくても手続きできます）

マイナポイントとは・・・

サポート窓口案内図 サポート窓口の様子
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○美しい自然を守る
　汚した水をそのまま川や海へ流すと、豊かで美しい自然や都市の
環境は破壊され、水利用にも大きな支障が生じます。「自然から得
たきれいな水は、ふたたび、もとの状態にして自然にかえす」こと
が、私たちの負っている義務です。下水道は、そのために欠かせな
い施設です。
○住みよい環境をつくる
　下水道の整備により、家庭や工場からの汚れた水を速やかに排除
し、悪臭やハエ・蚊の発生しにくい、衛生的で住みよい街になりま
す。

９月１０日は 『下水道の日』
～下水道のことを考えてみましょう～

　下水道の役割、正しい使い方などについて、お知らせします。
物下水道課☎奮４２２

物環境リサイクル課☎奮２８５

物長寿介護課☎奮４４８

下水道を正しく使おう

下水道の役割

　下水道はゴミ箱ではありません。流してはいけない物があります。

　「少しくらいなら・・・」と軽い気持ちで流してしまう物の中に
は下水道管を詰まらせたり、悪臭発生の原因になる物があります。
一人ひとりがルールを守って、正しく使いましょう。

下水道へ
流しては
いけないもの

・ティッシュ、
紙おむつ、ゴム
製品、タバコの
吸いがらなど水
に溶けないもの

・てんぷら油や
サラダ油の廃油

・髪の毛、野菜
くず、ゴミ

・ガソリン、
灯油、アルコ
ール類など
の鉱物油類

【犬のフン害防止について】
　犬の散歩における飼い主のマナーについて、苦情が寄せられてい
ます。散歩時のフンやおしっこを処理することは大切なマナーです。
　フンは持ち帰り、おしっこは水で流すなど、処理をしましょう。

【さくらねこＴＮＲ活動について】
　ＴＮＲ活動とは、捕獲（Ｔｒａｐ）し、不妊手術（Ｎｅｕｔｅｒ）を行い、
さくら型に耳をカットして、元の場所に戻す（Ｒｅｔｕｒｎ）という、
猫によるトラブル削減を目的とした地域住民のための活動です。捕

獲や不妊手術をするために猫を１カ所に集めエサやりをしますが、
その後フンなどを回収します。
　市では、（公財）どうぶつ基金の「さくらねこ無料不妊手術事業」
に参加し、市内のＮＰＯ団体と協力しながら、野良猫に不妊手術を
する取り組みを進めています。

９月２０日から２６日は『動物愛護週間』
～動物は愛情と責任をもって飼いましょう～

９月は世界アルツハイマー月間

　動物の愛護と適正な飼い方についての理解と関心を深めるため
『動物愛護週間』が設けられています。
　近隣とのトラブルを避けるため、動物を飼う前にその習性を良く
調べ、最期まで責任を持って面倒を見ましょう。

募集期間　１１月３０日まで
淵動物の愛護や正しい飼い方に関する知識情報などの普及啓
発ボランティア
仏県ホームページ、各保健所または県動物指導センターに設
置の募集要領をご覧ください。
物県生活衛生課☎０４８－８３０－３６１２

彩の国動物愛護推進員の募集

　認知症は正しい理解と、早期発見・治療が大切です。

世界アルツハイマー月間
　アルツハイマー病は認知症の原因疾患のおよそ半分を占める病気
です。病気の本人や家族がより良く生活できる施策の充実を目指し
て活動を行っている国際アルツハイマー協会が、「世界アルツハイ
マー月間」を提唱しました。９月２１日はアルツハイマーデーと制定
されており、世界各国でさまざまな啓発活動が行われています。

認知症
　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気によるものです。アルツ
ハイマー病やレビー小体型認知症、脳卒中などさまざまな原因で、
脳の細胞の働きが悪くなり、記憶力や判断力に障がいが起こり、日
常生活に支障が出ている状態が６カ月以上続くことを言います。

早期発見・治療が大切
　正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫などの脳の病気、甲状腺ホルモン
の異常などの内科的な病気、不適切な薬の使用によって認知症の症
状が出ることがあり、早めに治療することで回復する場合がありま
す。特にアルツハイマー病は、早期であるほど薬で進行を遅らせる
ことができ、健康的な生活を長く維持することができます。
　また、症状の度合いが軽いうちに話し合いをすることで、症状が
重くなった時に本人・家族が希望する生活に向けた備えができます。

市が行う事業

●認知症検診
腹１１月３０日㈬まで
複指定の医療機関（市ホーム
ページなどをご覧ください）
覆市内に在住の６０歳（昭和３７
年４月２日～昭和３８年４月１日生
まれの方）および６５歳以上の
方（昭和３３年４月１日以前に生
まれた方）
淵医療機関に備え付けてある

「脳の健康度チェック票」に
記入し、医師の診察を受ける
弗健康保険証、お薬手帳
沸無料

●認知症サポーター養成講座
「認知症サポーター」は、認
知症について正しく理解し、
偏見を持たず、認知症の方や
家族を温かく見守り、安心し
て暮らせる地域をつくってい
くための応援者です。「生涯
学習まちづくり出前講座」に
おいて無料で受講できます。
覆市内在住・在勤・在学の５
人以上の方

●認知症安心ガイドの配布
　認知症について理解し、認
知症になってもいつまでも住
み慣れた地域で暮らせるよう
に、利用できるサービスや相
談先などをまとめた「認知症
安心ガイド」を作成しました。
　市ホームページに掲載して
いるほか、長寿介護課、地域
包括支援センターで配布して
います。

●�オレンジカフェ�  
（認知症カフェ）

　認知症の方やご家族、地域
の方や専門職の方などが、参
加・交流できる集いの場です。
詳しくは、地域包括支援セン
ターへお問い合わせください。

　かわいそうだからといった理由でエサやりをしたり、ＴＮＲ活
動と名乗っているが、フンなどの後始末をしないことは地域住民
の迷惑になります。そのような行為はやめましょう。
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令和４年度八潮市プレミアム付
商品券販売のお知らせ

八潮市農業経営者支援給付金
　市では、市内農業者に、経営の安定および生産意欲の向上を
図るため、給付金を支給します。

物都市農業課☎奮２９９
覆次のいずれかに該当する方
▼市内に住所を有する個人農業経営者で「令和３年農業販売収
入」が５０万円以上ある方▼市内に主たる事業所を有する農業法
人で「給付金申請時の直近決算の売上」が５０万円以上ある方
支給額

年間農業販売収入（売上）額 給付額
５０万円以上５００万円未満 ５万円
５００万円以上１，０００万円未満 １０万円

１，０００万円以上 １５万円

仏９月１５日から１０月１４日（必着）までに、申請書（都市農業課
または市ホームページで入手）に必要書類を添えて、窓口また
は郵送で都市農業課へ※農業経営者には申請書を郵送します。

八潮市運輸事業継続支援事業
　燃油の価格高騰が見られる中、特に大きな影響を受ける運輸
事業者に対し、事業継続を支援するため、補助金を交付します。

物商工観光課☎奮２0２
覆次のすべてに該当する市内事業者▼「一般貨物自動車運送事
業」または「特定貨物自動車運送事業」を営んでおり、市内に
本社または営業所を有していること※軽自動車の黒ナンバーや
二輪車の緑ナンバーは対象外▼令和４年５月３１日時点で埼玉運輸
支局に登録されている市内営業所などに登録のある事業用車両
を有していること
交付額　事業用車両１台につき２万円（被けん引車を除く。上限
１００万円）
仏９月１５日から１１月３０日（消印有効）までに、申請書類一式（商
工観光課または市ホームページで入手）に必要書類を添えて、
郵送で商工観光課へ
※申請にあたっては、必ず市ホームページで詳細をご確認くだ
さい。

　市では、生活者などの物価高騰による経済的負担の軽減を
図るため、４カ月分の水道料金（基本料金）を減免します。

水道料金の減免

覆給水契約者（官公署などを除く）
減免内容　８月検針分から１１月検針分までの４カ月分

対象範囲※１ 検針月 減免対象期間※２

主に市内北部の方 ８月 ６・７月分の基本料金
１０月 ８・９月分の基本料金

主に市内南部の方 ９月 ７・８月分の基本料金
１１月 ９・１０月分の基本料金

※１　お住まいの地域によって、異なる場合があります
※２　検針日によって、対象期間に差が生じる場合があります
主な口径別減免金額（税込）

基本料金（１カ月） 減免金額（４カ月）
口径１３ミリメートル ８８０円 ３，５２０円
口径２０ミリメートル １，３７５円 ５，５００円
口径２５ミリメートル １，８７０円 ７，４８０円
※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。

注意事項
・�基本水量分（０～１６立方メートル）を超える使用水量は、
減免対象外です。
・�この減免に伴う申請手続きは不要です。
・�下水道使用料は減免対象外です。
・�減免手続きについて、市役所や水道部から電話や訪問をす
ることはありません。また、銀行やコンビニのＡＴＭへ誘
導することはありません。

物�八潮市商工会☎９９６－１９２６（～９月３０日）、八潮市プレミアム
付商品券事業事務局☎050－3６１3－78９９（1０月３日～）

　新型コロナウイルス感染症および原油高・物価高に伴う経　新型コロナウイルス感染症および原油高・物価高に伴う経
済支援として、プレミアム率３０パーセントのプレミアム付商済支援として、プレミアム率３０パーセントのプレミアム付商
品券を発行、販売します。品券を発行、販売します。
　詳しくは、商品券事業事務局ホームページおよび９月２８日　詳しくは、商品券事業事務局ホームページおよび９月２８日
以降に順次市内全戸配布するチラシでご案内します。以降に順次市内全戸配布するチラシでご案内します。

取扱事業者募集中
一次受付　１０月１４日㈮まで
※一次受付で申し込み、登録された場合は、商品券引換時の取
扱事業者一覧に掲載ができます。

　新型コロナウイルスワクチン接種の９月２日現在の情報をお知ら
せします。詳細が決まり次第、市ホームページに掲載します。

商品券概要 １冊１３，０００円の商品券を１０，０００円で販売（１人３冊まで）

購入申込期間 １０月１日㈯～２１日㈮
※はがきの場合は、１０月１４日㈮（消印有効）

使用期間 １１月１２日㈯～令和５年２月１２日㈰

申込方法

①インターネット
　事務局ホームページ内の購入申込フォームに入力
②はがき
　全戸配布するチラシに付属する専用はがきに記入し、
切手を貼付し郵送
※申し込みは、１人につき①または②のいずれか１回のみ

※購入申込者が発行数を上回った場合は、市民を優先に抽選で決定

新型コロナウイルスワクチン接種

八潮市独自
新型コロナウイルス感染症に新型コロナウイルス感染症に
伴う経済支援伴う経済支援

物経営課☎奮36９

物保健センター☎９９5－338１
●5歳から11歳までの方への3回目接種（追加接種）
　５歳から１１歳までの方への３回目接種（追加接種）が開始されます。
　接種券の発送日や使用するワクチンなどについては、市ホーム
ページをご確認ください。

●オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチン
　「オミクロン株対応ワクチン」の追加接種が開始されます。接
種対象者は、初回（１・２回目）接種を終えた１２歳以上の方とされ
ています。
　接種券の発送日などについては、市ホームページをご確認くだ
さい。なお、すでに３・４回目接種券をお持ちの方は、その接種券
を使用することができます。

◀�プレミアム付
商品券の見本
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屋外広告物の適正な管理に努めましょう屋外広告物の適正な管理に努めましょう
令和４年度コミュニティ助成事業令和４年度コミュニティ助成事業

　国では、全国的に９月１日から１０日を「屋外広告物適正化旬間」
として、屋外広告物の適正化に向けた普及啓発や、違反広告物
に対する国民や企業の意識啓発などを行っています。
　近年、老朽化などによる屋外広告物の落下などの事故が発生
しており、全国的に屋外広告物の安全性の確保が問題となって
います。表面はきれいな看板に見えても、内部では腐食が進み、
落下や倒壊などの事故が生じ、取り返しのつかない事態を招く
恐れがあります。屋外広告物の安全対策を推進するために、定
期的に点検し適正に管理しましょう。
　また、電柱などに貼られた住宅売買の
はり紙などは違反広告物です。市では定
期的に撤去していますが、市民ボランテ
ィア団体（現在７団体が登録）でも実施
しています。活動にご協力いただける方
は都市計画課へご連絡ください。

　伊勢野自治会では、（一財）自治総合センターが宝くじの収
入を財源に交付している助成金を受けて、自治会館のスピーカ
ーやマイクなどの備品を購入しました。
　なお、購入した備品は、自治会のコミュニティ活動事業で使
用します。

物市民協働推進課☎奮４６５

▲宝くじ「クーちゃん」マーク 物都市計画課☎奮３４６

案内案内
第３回八潮市議会定例
会の傍聴

腹９月２１日㈬まで
一般質問日＝９月１５日㈭・１６日
㈮・２０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回八潮市公園等整備推進
審議会の傍聴
腹９月２２日㈭　午前１０時３０分～
複八潮メセナ集会室
淵中川河川敷周辺公園等施設整
備計画について
払１０人（当日先着順）　
物公園みどり課☎奮３２１
●第２回八潮市自治基本条例検
証委員会の傍聴
腹９月２７日㈫　午後２時～４時
複八潮メセナ会議室
淵八潮市自治基本条例の検証に
ついて
払１０人（当日先着順）
物市民協働推進課☎奮３２８

第１８回市民意識調査
　まちづくりに対するニーズや
今後の市政運営の参考にするた
め実施します。
腹９月中旬～下旬
覆市全域から無作為に抽出した、
満１８歳（令和４年６月１日現在）以
上の市民３，０００人※対象の方に
は、調査票を郵送します。
物秘書広報課☎奮２２６

就業構造基本調査
　総務省統計局では、１０月１日
現在で国民の就業・不就業の実
態を調査します。対象世帯には
統計調査員が伺いますので、ご
回答をお願いします。
覆統計理論に基づき無作為に選
ばれた１５歳以上の世帯員
物企画経営課☎奮２３３

入札方式によるリサイ
クル品の売払い

腹９月２０日㈫～３０日㈮　午前９時
～午後４時（土・日曜日、祝日
を除く）
複リサイクルプラザ
覆市内在住の個人で、自己搬出
可能な方
淵自転車および家具のリサイク
ル品の入札による売払い（希望
価格を入札箱へ）※１人１品で１
回のみ
結果発表　１０月４日㈫　午後２時
～
引渡期間　１０月４日㈫～１４日㈮
午前９時～午後４時（１０月４日は

午後２時～）
物リサイクルプラザ☎９９７－
６６９６

長寿祝金の給付
　多年にわたり社会に貢献され
た高齢者を敬愛し、長寿祝金を
給付します。
覆９月１５日現在（基準日）、市内に
住民登録している方で、令和４年
４月１日から令和５年３月３１日まで
に、満８０・８８・１００歳に達する方
※対象者には、９月１５日以降に
給付通知書を送付しますので、
ご確認ください。
物長寿介護課☎奮４４７

都市計画の変更原案に
関する閲覧
①原案の閲覧
腹９月２０日㈫～１０月４日㈫
複市都市計画課、県都市計画課、
越谷県土整備事務所
淵草加都市計画都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針など
②公述の申し出
覆市内に住所を有する個人およ
び法人
仏１０月４日（必着）までに、公
述申出書（各閲覧場所で入手）
を窓口または郵送で市都市計画
課または県都市計画課（〒３３０
－９３０１※所在地記入不要）へ
③公聴会（②がない場合中止）
腹１１月４日㈮　午前１０時～
複りらーと八條会議室１
物市都市計画課☎奮２７０、県都
市計画課☎０４８－８３０－５３４１

●第５回八潮市都市計画マスタ
ープラン策定委員会の傍聴
腹９月３０日㈮　午前１０時～
複市役所第２会議室
淵まちづくりの実現に向けてに
ついて
払５人（当日先着順）　
物都市計画課☎奮３６８
●第１回八潮市高齢者保健福祉
推進審議会の傍聴
腹１０月１３日㈭　午後１時３０分～３
時３０分
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、第８期八潮市高
齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画の令和３年度事業報告に
ついて
払１０人（申込順）
仏９月１４日から１０月１２日までに、
電話で長寿介護課（☎奮４９０）へ

日曜窓口の閉庁および
コンビニ交付サービス
の利用停止
　システム作業のため、窓口お
よびコンビニ交付を停止します。
腹日曜窓口の閉庁＝９月２５日㈰、
コンビニ交付サービス停止＝９
月２８日㈬・２９日㈭
物住民票・印鑑証明・戸籍関連、
日曜窓口＝市民課☎奮２１０、課
税（所得）証明・非課税証明関
連＝市民税課☎奮２０６

　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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がん検診を定期的に受けましょうがん検診を定期的に受けましょう

　日本人の約２人に１人ががんになる時代です。八潮市の死因別死亡割合の第１位はがん（悪性新生物）で、死亡総数の約３割を占めます。
がんは早期発見・早期治療により約９割が治る（診断時から５年後に生存している人の割合）といわれています。
　がんは早期のうちは、ほとんど自覚症状がなく、がん検診の受診を控えることは、がんの発見を遅らせる可能性があります。早期発
見のため、定期的にがん検診を受けましょう。 物保健センター☎９９５－３３８１

●市のがん検診（６種類）

検診名
対象年齢

（令和５年３月
３１日時点）

自己
負担金 最終検診日

子宮頸がん
（２年に１回） ２０歳以上 １，７００円 １１月３０日
肺がん

４０歳以上

３００円 １２月１１日
大腸がん ６００円 １１月３０日
乳がん（２年に１回） １，７４０円 令和５年１月２２日
胃がん【バリウム検
査】※ １，２００円 １２月１１日
胃がん【内視鏡検査】
（２年に１回） ５０歳以上 ３，５００円 １２月２０日

前立腺がん ５０・５５・６０・６５・
７０・７５歳 １，２００円 １１月３０日

※前年度に胃内視鏡検査を受診した方は今年度受診できません。
検診の内容や申し込み方法など詳しくは、市ホームページまた
は広報やしお９面の各種検診でご確認ください。

●市の検診、実はお得です
　市の検診は、自費で検診
を受けるよりもお得に受
診できます。

●今年度、まだがん検診を
受けていない方へ
　市の検診は、委託医療機関【個別】と保健センター【集団】
の２カ所で実施しています。実施期間の後半は大変混み合います。
定員に達した際には予約ができない場合がありますので、早め
の受診をお願いします。

●安心して受診いただくために
　市で行う検診は、死亡率減少効果が科学的に証明されている
検診で、適切にがん検診の質を保ち、実施しています。
　また、がん検診を行う会場や医療機関では、換気や消毒など、
新型コロナウイルス感染症対策を実施しています。

例えば「乳がん検診の場合」

検診費用　約10,140円
市負担額
約8,400円

自己負担額
1.740円

意 見 募 集

１．募集期間　９月１７日（必着）まで
２．公表の場所　市役所、市内公共施設および市ホームページ
３．提出方法
　「八潮市個人情報保護法施行条例骨子（案）に対する意見」と
明記（メールの場合は件名に）し、住所、氏名（法人の場合は
所在地・法人名）を記入のうえ、窓口、郵送、ファクスまたは
電子メール（墳ｓｏｍｕｊｉｎｊｉ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）で総務人事課へ

八潮市個人情報保護法施行条例骨子（案）
　市では、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、現行の
八潮市個人情報保護条例を廃止し、改正後の法に基づく条例の
制定を予定しています。「八潮市個人情報保護法施行条例」を
制定するにあたり意見を募集します。 物総務人事課☎奮２３０

第１１回「八潮朝市」開催第１１回「八潮朝市」開催

物（一社）八潮市観光協会☎９５１－０３２３

腹９月１７日㈯　午前１０時～午後１時
※荒天時、１８日㈰に順延
複やしお駅前公園内
淵八潮産農産物や飲食などの販売、
スタンプラリーなど
※詳しくは、（一社）八潮市観光
協会ホームページをご覧ください。
※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
第１回入学準備金貸し
付け（無利子）

覆次のすべてに該当する方
▼市内に住民登録があり、引き
続き１年以上在住している方▼
高校・専修学校・大学に入学す
ることが確実な方の保護者で、
入学費用の支払いが困難な方
※連帯保証人要１人（住所・所
得要件などあり）
貸付限度額　高校・専修学校＝
１５万円、大学＝２５万円
受付期間　９月２６日～１０月１４日
※合格発表前でも申請可。
返済方法　入学後６カ月据え置
き、修学期間終了までに返済
※そのほか、高校・専修学校・
大学に入学することが確実また
は在学中の方（本人）・市内小
中学校の児童生徒の保護者（入
学する児童生徒を含む）が借り
ることができる教育資金（無利

生産緑地地区の都市計
画変更案の縦覧

腹１０月７日㈮～２１日㈮
複公園みどり課
覆市内在住または利害関係のあ
る方
意見書の受付　１０月２１日（必着）
物公園みどり課☎奮４６７

巡回聴覚障害者相談
腹９月２１日㈬　午前１０時～正午
複やしお生涯楽習館セミナー室
３・４
覆聴覚障がい者、聴覚障がい者
と関わりのある方　　
淵聴覚障害者情報センターに来
所できない方のための相談。手
話通訳・要約筆記あり。
※事前予約不要
●訪問相談（要事前予約）
腹９月２１日㈬　午後１時～３時

物埼玉聴覚障害者情報センター
☎０４８－８１４－３３５３、鯖０４８－
８１４－３３５５

里親入門講座
腹１０月２２日㈯　午後２時～４時
複草加市立中央公民館
淵里親制度の説明など
払４０人（申込順）
沸無料
仏１０月１日から２０日までに、草加
児童相談所（☎９２０－４１５２）へ

ハロウィンジャンボ宝
くじ発売
　県内の宝くじ売り場でお買い
求めください。
発売期間　９月２１日㈬～１０月２１
日㈮
抽せん日　１０月２８日㈮
物（公財）埼玉県市町村振興協
会☎０４８－８２２－５００４

子）の貸し付けもあります。
物教育総務課☎奮３６１

選挙人名簿縦覧
腹９月２７日㈫～１０月１０日㈷（土
・日曜日、祝日を含む）　午前８
時３０分～午後５時１５分
複区画整理課
淵鶴ケ曽根・二丁目および八潮
南部東一体型特定土地区画整理
審議会委員選挙人名簿縦覧
物区画整理課☎奮４６０

無料法律相談会
腹９月３０日㈮　午後１時３０分～４
時（１人３０分以内）
複越谷市中央市民会館
淵弁護士による法律相談※事前
予約制（申込順）
仏９月１６日から、埼玉弁護士会
越谷支部（☎９６２－１１８８、受
付＝月～金曜日　午前１０時～午
後４時３０分）へ
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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、担当課へ

公民館☎９９5‒6216 住所中央３‒３２‒１１りらーと八幡

催し 日時 詳細

公民館

第３９回八潮市美術展覧会
９月２２日㈭～２５日㈰
午前１０時～午後５時※２４日㈯
・２５日㈰は午後４時まで

複りらーと八幡公民館　淵洋画、日本画、陶芸、写真ほか

プリザーブドフラワーアレ
ンジメント＆ボタニカルキ
ャンドル講座

１０月６日・１３日（各木曜日・全２
回）
午前９時３０分～午後０時３０分

複りらーと八幡多目的室２　覆市内在住・在勤・在学の方　講師　秋
あき

森
もり

美
み

由
ゆ

紀
き

さん（花工房マ
リル代表）　払２０人（申込順）　沸２，０００円（材料費）　仏９月１４日～

篆
てん

刻
こく

教室（干支印を作ろう）
１０月８日、１１月１２日、１２月１０日
（各土曜日・全３回）
午後１時～４時

複りらーと八幡研修室２　覆市内在住・在勤・在学の１２歳以上　講師　尾
お

花
ばな

太
たい

虚
きょ

さん（謙慎書
道会理事）　払１０人（申込順）　沸１，５００円（材料費）　仏９月１４日～

シニア向けスマートフォン
教室

１０月１４日㈮
午後１時～３時

複りらーと八幡多目的室２　覆市内在住のスマートフォンの利用を検討している６０歳以上
の方（現時点で持っていない方）　淵スマートフォンの基本操作およびアプリの活用法など
について学ぶ（貸出用Android端末を使用）　講師　ＫＤＤＩ㈱認定講師　払２０人（申込順）
仏９月１４日～

バルーンアート教室
～ハロウィンをバルーンで
飾ろう！～

１０月２２日㈯
午後１時～４時

複りらーと八幡多目的室２　覆市内在住・在勤・在学の方　淵ハロウィンを� �
モチーフにしたバルーンアート製作　講師　金

かね

子
こ

賢
けん

一
いち

さん　払３０人（申込
順）　仏９月１４日～

―①～⑧共通―
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①～④は
９月１４日、⑦⑧は９月１５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※⑤⑥は
事前申し込み不要
※①～④の教室で定員に空きがあるときは、１教
室１回に限り（①②６００円③④５００円）、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。

―①～⑥共通―
複エイトアリーナ
覆市内在住・在勤・在学の１５歳以上の方※中学生を
除く
払①～④３０人（申込順）、⑤⑥各回３０人（当日先着順）

令和４年度令和４年度   ののスポーツ教室スポーツ教室 物スポーツ振興課☎９９６－５１２６

⑦ キッズヘキサスロン
腹１０月８日㈯　１部＝午前９時３０分
～１１時３０分、２部＝午後１時～３時
複エイトアリーナ
覆１部＝市内在住・在園の４歳、
５歳の幼児（令和４年４月２日現在）
とその保護者、２部＝市内在住
・在学の小学校１～３年生
払１部＝２５組、２部＝５０人（申込
順）
沸１部＝１，０００円、２部＝５００円

④ サーキットトレーニング
腹１０月１８日～１１月８日（毎
週火曜日・全４回）　午後８
時～８時４５分
沸１，６００円

⑥ 気軽にヨガ
腹１１月２２日、１２月６日（各火曜日）
　午後７時４５分～８時４５分
沸各回５００円

⑤ 気軽にピラティス
腹１１月２２日、１２月６日（各火曜日）
　午後６時３０分～７時３０分
沸各回５００円

② 健康ダンベル
腹１０月１８日 ～１２月６日（ 毎
週火曜日・全８回）　午前１０
時４５分～１１時４５分
沸４，０００円

③ エアロ＆トレーニング
腹１０月１８日～１１月８日（毎
週火曜日・全４回）　午後７
時～７時４５分
沸１，６００円

⑧ キッズダンス

腹１０月３０日～１１月２７日（１１月２０日を
除く毎週日曜日・全４回）　はじめて
クラス１部＝午前１０時～１０時４５分、ス
テップアップクラス２部＝午前１１時～
１１時４５分
複八潮メセナ練習室
覆市内在住・在学・在園の年長～小
学校６年生
払各部１５人（申込順）
沸各部１，２００円

① ピラティス
腹１０月１８日～１２月６日（毎
週火曜日・全８回）　午前９
時３０分～１０時３０分
沸４，０００円

秋秋

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー

募集募集
フリーマーケット出店者
腹１１月１３日㈰　午前１０時～午後
３時※荒天時、２０日㈰に延期
複やしお生涯楽習館駐車場
払４２区画（申し込み多数の場合、

抽選）
沸１区画１，０００円または１，５００円
出店料入金・区画決定　１０月２２
日㈯・２３日㈰　午前１０時～正午
仏チラシ（市内公共施設または
市ホームページで入手）をご覧
のうえ、９月１４日から１０月７日（必
着）までに、往復はがきを市民
活動コラボフェスタ実行委員会
事務局（やしお生涯楽習館☎

９９４－１０００、〒３４０－０８０２鶴ケ
曽根４２０－２）へ

第１６回八潮市新人オー
ディション参加者

腹１２月１０日㈯　午後１時～５時３０
分
複八潮メセナホール
覆１５歳以上３５歳以下の方（令和
４年１２月１０日現在）

淵ピアノ・声楽・器楽（弦・管）
のソロ演奏（伴奏者１人）
払２５人（申込順）
沸１人６，０００円
仏１１月３日までに、ピティナ提
携コンクールホームページへ
物八潮メセナ☎９９８－２５００
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☎奮３６５社会教育課
催し 日時 詳細

やしお市民大学市民公開講座
「SDGsってなあに？」

１０月１５日㈯
午後１時３０分～３時３０分

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SDGｓの初歩から地域づくり
の応用まで　講師　白

しら

井
い

信
のぶ

雄
お

さん（武蔵野大学教授）　払９０人（当日先着順）　物やしお市民
大学運営事務局（☎９５１－０５２１）または社会教育課

催し 日時 詳細

フレイルチェック測定会 １０月２５日㈫
午後２時～４時

複八潮メセナ・アネックス　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９月１５日から、電話で南部地
域包括支援センター埼玉回生病院（☎９９９－７７１７）へ

長寿介護課 ☎奮４08

☎９９8‒２５00 住所中央１‒１０‒１八潮メセナ
催し 日時 詳細

第１４回音楽のまちづくり　
ピアノコンサート

１０月９日㈰
午後２時～
（午後１時３０分開場）

複八潮メセナホール　淵第１部＝市民参加者によるコンサート、第２部＝ピアニストによる
コンサート　講師兼ピアニスト　佐

さ

藤
とう

展
のり

子
こ

さん（東京音楽大学講師）　チケット　５０枚　
沸５００円（保護者同伴の未就学児は無料）　仏９月１４日午前９時から、八潮メセナ窓口で販売

催し 日時 詳細

公民館 文学歴史講座
「与

よ

謝
さ

野
の

晶
あき

子
こ

と千
ち

ヶ
が

崎
さき

悌
てい

六
ろく

」
１０月２９日㈯
午後２時～４時

複りらーと八幡多目的室２　覆市内在住・在勤・在学の方　淵没後８０年になる与謝野晶子と
昭和の晶子を支えた市内出身の文化人千ヶ崎（田中）悌六の足跡を学ぶ　講師　小

こ

林
ばやし

優
ゆう

さ
ん（足立区立郷土博物館学芸員）　払６０人（申込順）　仏９月１４日～

催し 日時 詳細

体験講座「紙すきハガキ作り」 ９月２３日㈷
午後１時３０分～３時３０分

複資料館学習室　覆小学生以上　淵牛乳パックを利用して紙すきを行い、オリジナルハガ
キを作る　払２０人（申込順）　沸１００円（材料費）　仏９月１４日～２２日

資料館 ☎９９７‒６６６６ 住所南後谷７６３‒５０

催し 日時 詳細

公民館

人生１００年時代の
「マネープラン講座」

１０月１５日㈯
午後１時３０分～３時３０分

複りらーと八條会議室⑴　覆市内在住・在勤の方　淵より良い暮しを送るためのマネープ
ランを考える　講師　熊

くま

倉
くら

利
とし

治
はる

さん（金融・証券インストラクター）　払１５人（申込順）　仏９
月１４日～

親子でリトミック １０月１８日㈫
午前１０時～１１時

複りらーと八條大ホール　覆市内在住・在勤・在園の１～５歳児とその保護者　淵歌やピアノ
のリズムに合わせて親子で体を動かす　講師　杉

すぎ

山
やま

文
あや

香
か

さん（あかみみおんがく）ほか　
払１５組（申込順）　仏９月２９日～

整理収納講座
“とりあえず収納”にさよう
なら　実践編

１０月２９日㈯
午後１時３０分～３時３０分

複りらーと八條会議室⑴　覆市内在住・在勤の方　淵整理・収納に興味のある方、方法が分
からない方のための講座　講師　浅

あさ

野
の

博
ひろ

美
み

さん（整理収納アドバイザー１級）　払２０人（申
込順）　仏９月２９日～

公民館☎９９４‒３２00 住所八條２７５３‒４６りらーと八條

催し 日時 詳細

　普通救命講習会Ⅰ １０月１日㈯　
午前９時～正午

複草加消防署青柳分署　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（心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱い、異物除去法など）　払１５人（申し込
み多数の場合、抽選）　仏９月１５日まで

☎９３1‒３９７３ 住所草加市青柳６‒２３‒６草加消防署青柳分署

催し 日時 詳細
八潮市精神保健福祉講座
いつかの涙を光にかえて～統合失調
症の兄とトイピアノ～

１０月１３日㈭
午後１時３０分～３時３０分

複八潮メセナホール　淵演奏とお話　講師　畑
はた

奉
とも

枝
え

さん（トイピアニスト）　払２００人（当日
先着順※事前申し込みの方優先）　仏９月１５日から、障がい福祉課または八潮市生活支援セ
ンターあけぼの（☎９９８－０８５２）へ

障がい福祉課 ☎奮４５３

催し 日時 詳細
楽しく体験！！ヤッキーひろば
①みんなで楽しくマジックをしよう！
②すてきなリースを手づくりしよう！
③おもちゃの病院

①９月１７日㈯
②１０月１５日㈯
③は両日開催
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①小学生②③小学生および保護者同伴の幼児　淵①
トランプ、ロープ、コップなど身のまわりにあるものを使ったマジックの体験②クリスマス
リースをつくる③壊れたおもちゃの修理　払①２０人（当日先着順）②１０人（申込順）　沸②
１００円③必要に応じて部品代あり　仏②９月１８日～　

市民活動コラボフェスタ ９月２５日㈰
午前９時～午後４時

複やしお生涯楽習館　淵市民活動団体などのステージ発表、作品展示、体験・交流イベント、
ワークショップ　沸材料費（有料の体験イベントのみ）

［中学社会］を楽しく学び直すとニュ
ースがわかる！世界が見える！経済編

１０月８日㈯
午後１時～３時３０分

複やしお生涯楽習館セミナー室４　覆１８歳以上の方　淵日本経済をわかりやすく解説する
講師　小

こ

林
ばやし

明
あき

文
ふみ

さん（元中学校教員）　払２０人（申込順）　仏９月１５日～１０月３日

やしお生涯楽習館 ☎９９４‒1000 住所鶴ケ曽根４２０‒２
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ゲートキーパー養成講座
腹１０月６日㈭　午後２時～４時　
複保健センター会議室　覆市内
在住・在勤の方　淵身近な人の
いつもと違う様子に気付き、声
をかけられるよう「ゲートキー
パー」の役割や「聴く」スキル、
声かけについて学ぶ講座　払４０
人（申込順）

健康づくりの料理教室
腹１０月１９日㈬　午前１０時～午後
１時　複保健センター調理室　
覆市内在住の方　淵「おいしく
お米をアレンジして食べよう」
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）　

体力づくり講座　「筋ト
レ＆ウォーキング講座」

腹１０月１９日㈬　午後１時３０分～３
時（受付＝午後１時～）　複エイ
トアリーナ　覆市内在住・在勤
の方　淵筋トレ、ウォーキング
の講話と実技指導　講師　県民
健康福祉村健康運動指導士　払
５０人（申込順）

※費用の記載がない場合は、原則無料
※�仏 9 月14日から、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 ママのこころの健康講座

腹１０月７日㈮　午前１０時～正午　
複保健センター　覆市内在住で
乳幼児期の子を持つ親　淵子の
年齢に応じた行動を理解するこ
とで、親自身が肩の力を抜いて、
無理なく子育てを続けられるた
めのヒントを得る講座　講師　
中
なか

島
じま

美
み

那
な

子
こ

さん（茨城キリスト
教大学文学部児童教育学科教授）　
払４０人（申込順・保育要相談）

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 10月

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） 10月5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） 10月5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 10月4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 10月16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 10月２6日㈬� 午前10時３0分～正午 5～6カ月児
⑥離乳食（後期）教室 10月２７日㈭� 午前10時３0分～正午 9～11カ月児
⑦プレママサロン 10月２8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

10月16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　11月２７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
10月16日㈰　午前10時～10時３0分
結果説明会　11月２７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） 10月３0日㈰　午前9時～11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

10月11日㈫・1２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

●９月は「健康増進普及月間」
　健康で楽しく毎日を過ごすために生活習慣病を日頃から予防する
ことが大切です。自分ができることから取り組み、健康寿命を延ば
しましょう。
・１年に１度は健康診査、がん検診などを受けましょう
・野菜を３５０グラム摂りましょう
・今より１０分長く、少しでも元気に体を動かしましょう
・�喫煙は自分の健康を損なうだけでなく、煙によって周囲への悪影
響を引き起こします。健康を守るために禁煙しましょう。　

●９月１０日は世界自殺予防デー、９月１０日～１６日は自殺予防週間
　自殺は個人の自由な意思や選択の結果と思われがちですが、実際
にはさまざまな要因が複雑に関係し、心理的に追い込まれた末の死

：健康マイレージこまちゃんポイント対象事業

です。身近な人の変化に気付いたら、まずは耳を傾けねぎらい、支
援先につなげ、温かく見守りましょう。
　自殺者数を年齢別にみると１０～３９歳の死因の１位は自殺であり、
特に小学校から高校までの児童生徒では、夏休み明けに自殺者数が
増える傾向にあるため、注意が必要です。
　精神科医による保健センターのこころの相談（月１回）または次
の相談機関などにご相談ください。
・こころの健康相談統一ダイヤル� ☎０５７０－０６４－５５６
・支援情報検索サイト� http://shienjoho.go.jp/
・よりそいホットライン（２４時間対応）� 錆０１２０－２７９－３３８
・チャイルドライン� 錆０１２０－９９－７７７７
・子供ＳＯＳダイヤル（２４時間対応）� 錆０１２０－０－７８３１０
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お口の体操・平家物語� �
会員募集
腹毎月第１・３金曜日　午後１
時３０分～３時３０分　複やし
お生涯楽習館セミナー室　
淵平家物語の音読で口輪筋
を鍛える　弗筆記用具　沸
１００円（資料代）　物坂本☎
９９５－６００９（留守番電話
へ）

八潮短歌会　会員募集
腹毎月第３日曜日　午後１時
３０分～３時３０分　複やしお
生涯楽習館セミナー室　淵
短歌の創作と鑑賞　弗筆記
用具　沸年会費３，０００円　
物坂本☎９９５－６００９（留
守番電話へ）

第５１回八潮母親大会
腹１０月２日㈰　午後２時～４時　
複八潮メセナ集会室　淵リ
モート講演会「コロナ感染

症とどうかかわったらよい
か～子ども達のために大人
は何ができるのか～」　講師
＝種

たね

市
いち

尋
ひろ

宙
みち

さん（富山大学
小児科学講師）　沸無料　
物八潮母親大会実行委員会
・郡司☎０９０－４２２８－１４１２

840伝言板

８４０伝言板の掲載について
　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。詳しくは市ホ
ームページをご覧ください。

■一般書  
「家

か

庭
てい

用
よう

安
あん

心
しん

坑
こう

夫
ふ

」
小
こ

砂
さ

川
がわ

チト　著
「ギフテッド」

鈴
すず

木
き

涼
すず

美
み

　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  
「こども気象学」

隈
くま

健
けん

一
いち

　監修
「はたけの絵本」

いわむらかずお　著

■１０月の休館日  
りらーと八幡・八條　３日㈪・１１日㈫・１７日㈪・２４日㈪・３１日㈪
特別整理休館　八幡＝４日㈫～７日㈮　八條＝１８日㈫～２１日㈮
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日、１０日㈷
物りらーと八幡☎９９５－６２１５、りらーと八條☎９９４－５５００

■１０月の上映会の日  
○りらーと八幡 ▼児童向け＝９日㈰・２３日㈰　午後２時～
○りらーと八條 ▼児童向け＝１６日㈰・３０日㈰　午前１１時～
　　　　　　　　▼一般向け＝２日㈰・１６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。

　「八潮市みんなでいじめをな
くすための条例」（通称：いじ
めゼロ条例）が施行された９月
を「いじめゼロ強化月間」とし
ています。本市での取り組みの
一部を紹介します。
●いじめ撲滅に向けた授業実践
　いじめゼロ条例リーフレット
やいじめを取り上げた道徳教科
書、新聞記事などを活用し、「い
じめをしない、させない、許さ
ない」授
業作りを
行ってい
ます。

●意識啓発
　全小中学校に、のぼり旗を設
置し、児童生徒や保護者、教職
員のいじめに対する意識を高め
るとともに、市役所本庁舎に懸
垂幕を掲げ市民の皆さんにも啓
発しています。
　また、今年
度からポスタ
ーを作成し、
全小中学校や
公共施設など
に掲示してい
ます。
●保護者や市民の皆さんへ
　子どもが、いじめられている
と思われるときや、いじめと思
われる様子を見かけたら、市や
学校、関係機関へ連絡をお願い
します。
物指導課☎奮３５９

図図書館だより書館だより
９月は「いじめゼロ強化月間」

教育委員会
らこ ち

納期限のお知らせ

国民健康保険税� 第４期
後期高齢者医療保険料� 第３期
介護保険料� 第４期

納期限：９月３０日
口座振替の方は、残高確
認をお願いします。

啓発ポスター

●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１５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
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
（保健師・栄養士相談）
腹２８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１０

子育てひろば やしお子育てほっとステーション

おおぜのもり子育てひろば

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▼子どもの発達相談＝１９
日㈬　午前１０時～▼ハロウィンツリー作り＝
２４日㈪～　午前１０時～、午後１時～　払２０組（先
着順）

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＝４日㈫～６日㈭　午前１０時～（６日
㈭は午後１時３０分～も実施）▼防災教室＝１２日
㈬　午前１１時～▼あかみみおんがくハロウィ
ンコンサート＝２６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～▼ゆま
にてミニ運動会＝毎週木曜日　午前１０時３０分
～　払毎週５組（先着順）▼保健センター講習＝
１９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＝５日㈬～７日㈮　午前１０時～▼タ
ッチケア（要予約）＝１４日㈮　午前１０時～▼ハ
ロウィンイベント＝１９日㈬～２１日㈮　午前１０
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＝２７日㈭・２８日㈮　午前１１時～、午
後２時～▼防災教室＝５日㈬　午前１１時～▼ハ
ロウィンおばけづくり＝２１日㈮午前１０時３０分
からキットを配布　払１５組（先着順）

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～▼防災教室＝４日㈫　午前１１時～▼親
子ふれあいあそび＝１４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。
※１０月の休館日：１０日㈷＝①～⑤、１１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】
　大手百貨店の電子広告で、高価な有名ブランドの腕時計が格安
で販売されているのを見つけ、注文した。注文受付メールが届か
ず、不審に思って調べたところ、本物の百貨店のロゴが表示され
ているが、偽サイトであることがわかった。
【事例２】
　大手家電メーカーの通販サイトで家電６点を格安価格で購入し
た。注文確認メールが届いたが、内容が不審であったため、大手
家電メーカーへ確認したところ、正規サイトとＵＲＬが異なるため、
偽サイトであることがわかった。

質問 　私は会社員としてある会社に勤務しております。先日、
会社から契約内容に変更があるということで、新しい雇用

契約書にサインするように求められました。しかし、賃金の欄を見
ると、基本給に「みなし残業１０時間を含む」という、これまでは全
くなかった条件が追加されていました。私は、この契約書にサイン
しなければならないでしょうか。

　質問のような条件の追加は、実質的に賃金の減額といえ
るものですから、当然不満が生じると思われます。

　労働契約は、労働者と使用者とが対等な立場でする合意に基づい
て成立するものですので、サインしない、すなわち合意しないので
あれば、上記の条件での労働契約は成立しません。
　したがって、このような条件に応じたくないのであれば、サイン
する必要はありません。
　また、会社が就業規則の変更などによらずに一方的に上記の条件
を強行してきたとしても、それは労働者の同意を得ていない以上、
法律上、無効となります（労働契約法８条）。
　もっとも、賃金などの労働条件の切り下げがされそうな場合、個
別的な変更なのか就業規則の変更などによるものなのか、また、会
社の要求に応じないことによる会社からの退職勧奨や解雇がされな
いかなど、検討すべき問題は多々あります。
　どのように対応していくのが良いかについては、総合的な事情を
踏まえてケースバイケースで判断するほかありません。労働者とし
ては、質問のように会社から何か迫られてもその場で対応する必要
はありませんので、一度持ち帰り、弁護士にご相談いただくのが望
ましいと思います。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　石川智也（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通販の偽サイトに注意！

　正規の通販サイトの名称やロゴマーク、商品写真などを無断でコ
ピーしたサイトを作り、代金支払後も購入者へ商品を送らなかった
り、偽ブランド品を送付するといった「偽サイト」に関する相談が
寄せられています。
【消費者へのアドバイス】
①公式サイトや他の通販サイトに比べて格安な価格で消費者を誘い
込む手口は、偽サイトの典型的な手口です。あやしい広告や通販サ
イトには気を付けましょう。
②正規と同じ名称やロゴマークが掲載されていても、偽サイトの可
能性があります。掲載されている販売業者の名称、住所、電話番号、
支払方法、ＵＲＬなど隅々まで確認しましょう。
③販売業者などの公式サイトで偽サイトについて注意喚起されてい
る場合がありますので、公式サイトなどの確認も有効です。
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

労働条件の切り下げへの対応

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１０月２４日㈪　午前９時〜正午
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

④D 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

⑤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

⑦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１０月５日㈬・１９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

⑧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

⑥人 権 相 談
不当な差別や偏見、プ
ライバシーの侵害など
人権に係るさまざまな
悩みについての相談
（人権擁護委員が対応）

腹１０月１３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

⑨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１０月３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

⑩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

⑪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

⑫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１０月５日㈬・１９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

⑬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

⑭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

⑮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

⑯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１０月２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

●法律相談 ※１０月１９日㈬午前９時から電話予約
法律上の諸問題についての相談（弁護士が対応）

●税理士相談 ※１０月７日㈮午前９時から電話予約
相続税など税金全般についての相談（税理士が対応）

●不動産相談
空き家、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）

●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）

●行政書士相談
紛争のおそれのない相続・遺言などの書類作成および
官公庁へ提出する書類・申請書の作成などについての
相談（行政書士が対応）

●司法書士相談 ※１０月７日㈮午前９時から電話予約
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（司法書士が対応）

①総 合 相 談 物秘書広報課　☎奮３７３

次の６つの相談を合わせて開
催するため、複数の相談を受
けることができます。

腹１０月２１日㈮
　午後１時２０分〜４時
複八潮メセナ

②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１０月７日㈮・１４日㈮・２８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）

★相談日が祝日の場合はお休み
　です（⑮を除く）。

※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。

10月各種無料相談
☎996-2111



広報（12） No.86２ 令和４年（２０２２年）9月1０日

▪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、10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

●材料　1人分
　小松菜� ８0グラム　　
　トマト� 40グラム　　
　しらす� 2.5グラム 　
調味料
　ぽん酢しょうゆ� 大さじ1 　　
　ごま油� 大さじ2分の1

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
「小松菜とトマトのサラダ」「小松菜とトマトのサラダ」レシピ�

　今月は、学校給食だより「ミール」から、「小松菜とトマ
トのサラダ」をご紹介します。 物学務課☎奮366

●作り方
①�小松菜を洗い、半分に切ります。皿にのせて、ラップをか
け、電子レンジ（600ワット）で約2分間加熱します。
②�①をボウルに入れ、水で冷やし、粗熱を取り、水気を絞り
ます。
③�小松菜とトマトを一口大に切り、しらすと和えます。
④調味料を合わせ、③にかけます。

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

イチオシヤシオシイチオシヤシオシ

　中川やしおフラワーパークの彼岸花は、９月中旬から見頃
を迎えます。満開の彼岸花が真っ赤なじゅうたんのように咲
き誇ります。
　ぜひ、足を運んでみてください。

〈広　告〉

物保健センター☎９９５－33８１

　８月１７日、保健センターで「健康づくりの料理教室」が開催され、
８人が参加しました。
　当日は、野菜の日にちなみ、「コーン入りつくね焼き」「コールス
ローサラダ」「とうもろこしのひげ茶」など、とうもろこしづくしの
料理５品を作りました。
　参加者からは、「コーン入りつくね焼きは、ネギや小松菜、コー
ンの食材を入れることで、歯ごたえもあり、さっぱり食べることが
できた」などの感想が聞かれました。

いきいきいきいきやしおやしお写真館写真館

野菜をまるごとおいしく食べよう

物商工観光課☎奮202

中川やしおフラワーパークの彼岸花

～８月３１日は野菜の日～～８月３１日は野菜の日～


	yashio_P1-hp
	yashio_P2-hp
	yashio_P3-hp
	yashio_P4-hp
	yashio_P5-hp
	yashio_P6-hp
	yashio_P7-hp
	yashio_P8-hp
	yashio_P9-hp
	yashio_P10-hp
	yashio_P11-hp
	yashio_P12-hp

