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出前講座利用の手順 

八潮市が全国に先がけて始めた「生涯学習まちづくり出前講座」 
行政編、市民編、サークル編、子ども編、民間企業編、公共機関・公益企業編、 

教職員編、行政編ダイジェストメニューで、楽しく学べる内容を244メニューご用意しています。 
問い合わせ　生涯学習まちづくり推進課　蕁996-2111　内線465

出前講座とは… 
　市民等の市政に関する理解を深めるとともに、学習機会の充実および意識啓発を
図り、もって生涯学習によつまちづくりの推進に寄与することを目的としています。そし
て、市民の皆さんのご要望により、講師登録をしている市民・民間企業社員・公共機
関職員・公益企業職員・教職員および市職員が、皆さんの元へ出向いてお話をする
ものです。 
★利用できる方は… 
　市内に在住、在勤、在学している5人以上の方で構成された団体・グループ等です。 
★開催時間と場所は… 
　平日・休日を問わず、午前9時から午後9時までの間で2時間以内とし、開催場所は
八潮市内に限ります。また、メニューによっては、日時・会場等に制限がある場合があ
りますので、ご確認ください。 
★会場の手配は… 
　会場の手配や催しの進行および周知等につきましては、主催者側でお願いします。 
★講師料は… 
　講師料は無料ですが、講座に必要な材料等を事前に用意していただく場合があ
　ります。 
★利用方法は… 
　原則として、その催しを開催しようとする日の14日前までに、それぞれのメニュー表

に掲載された申し込み先に直接行くか、電話で申し込んでください。なお、講師の都
合によって、開催日時等ご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。 
★利用できない場合 
①公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。 
②政治、宗教、営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。 
③出前講座の目的に反しているとき。 
★注意事項 
①講座の時間は、当初決定した時間内で終わるようお願いします。 
②担当外の業務等、その場でご説明できない内容がある場合も予想されますので、
ご了承ください。 
③行政編・行政編ダイジェストメニューは、説明に関する質疑や意見交換を含みます
が、もっぱら苦情等を言う場ではありま
せんので、ご理解ください。 
④市民編、サークル編、子ども編、民
間企業編、教職員編の講師は、市に
登録されたボランティアの講師の皆さ
んです。講座の内容は、講師ご自身
のお考えにより実施されるものですの
でご了承ください。 

利用者で進めるところ 事務局で進めるところ 

市内に在住、在勤、在
学している5人以上のグ
ループ・団体 

利用者 講座の選択 STEP1

8部門あるメニュー表の中
から希望する講座を選択 

申し込み STEP2

日時・内容の調整 STEP4 調整した結果 
の連絡 

STEP5 決定通知等 
の書類送付 

STEP6 講師の派遣 STEP7 STEP8

受付後、市役所が講師
と日時・内容を調整 

日時・内容を利用者に
連絡 

利用者に講座利用
の決定通知等の書
類を送付 

各担当機関から講師
を派遣 

申込者側が用意する
会場にて講座を開催 

実施日の14日前までに希望
する講座の窓口へ申し込む。 
※日時・場所をあらかじめ決めておいてください。
できれば候補日を何日か用意していただくと日程調
整がスムーズになります。 

申し込み先 STEP3

○生涯学習まちづくり推
進課（内線465）…行
政編、行政編ダイジェ
ストメニュー、市民編、
サークル編、子ども編、
公共機関・公益企業編 

○商工振興課（内線479）
…民間企業編 

○指導課（内線359） 
　…教職員編 

出前講座の実施 

出前講座講師の募集 出前講座講師の募集 

事務局 



 広報 やしお　　特集号　滷 

市民（個人）の方が講師となるメニュー 市 民 編 

分　　類 おすすめ 番号 講 座 名  講師名・肩書 講 座 内 容  備　考 

文　　化 

★子ども 蟋高齢者にも、おすすめメニュー　　 : 新メニュー 新 

1 小倉正義 
(財)日本民謡協会教授 

●唄・声の出し方、間拍子、母音の使い方●尺八・音の出し方、技巧の入
れ方、楽譜の読み書き方●太鼓・バチの使い方、リズム、強弱の使い分け 日時は相談による 民謡講座（唄･尺八･太鼓） 

2 野口和子 
神風流総元代師範 

●詩吟を通し、その歴史を学び、腹式呼吸で大きな声を出すことで、心身
共に健康な体を作る 

木曜日及び 
火・水曜日の夜 詩吟教室 

3 佐々木久美子 
フラワーデザイン講師 

●剣山、オアシスなどを使用し、花を生ける（花を通して、その物の持つ
自然の魅力について探求し、花に触れることの楽しさを学ぶ） 日時は相談による 花のアレンジ 

4 佐々木久美子 
松薫庵佐々木久枝 

●剣山を使って四季折々の枝･花を生けることの楽しさを学ぶ※花バサ
ミ、水盤、剣山、タオルを用意 日時は相談による 生け花教室（古流） 

5 高平志津慧 
生田流箏曲指導者 ●琴の演奏と指導 日時は相談による 生田流箏曲三絃 

6 大森健司（狭山市） 
宮大工、一級建築士 

●奈良時代より建物を再生して使用してきたことの解説と現代生活のゴ
ミ処理費と建物建造費の比較。地震に強い建物について 月・金・土曜日 日本建築のリサイクルと地震に強い建物 

7 大森健司（狭山市） 
宮大工、一級建築士 

●スライドによる建物被害の解説。耐震補強や、地震に強い家づくりを
学ぶ 月・金・土曜日 地震について（中越地震） 新 

8 若林信子（葛飾区） 
元大曽根小学校校長 ●日本の文化としての茶道を学ぶ 日時は相談による 茶道講座 

9 山角微陽 ●千利休の精神に沿って、簡素・質朴の中に趣のある「草庵の侘び茶」を
求める。禅に相通じるきびしい精神性と枯淡の美を追求していく 日曜日の午前中 茶道教室 

教養技術 

趣　　味 

健　　康 

9
土井光子 
書友会 ●漢字、かな、ペン習字、筆ペン基礎から作品作りまで指導 日時は相談による 書友会（漢字･かな講座・ペン習字・筆ペン） 10
土井光子 
現代俳句協会 

●気軽に俳句を作る事は、脳の活性化につながる。難しく考えないでお
気軽に！ 日時は相談による 俳句 11

松澤利行 
八潮市役所職員 ●ディベートの基礎知識、効果、モデルディベート（ビデオ視聴）、実習 日時は相談による やさしいディベート入門 12
川畑直樹（さいたま市） 
富士見市立本郷中学校教諭 ●ディベートのやり方を学び、参加者同士の試合を体験（ビデオ視聴） 土曜日午後６時から 

９時 ディベートマッチを楽しもう！ 13
石井慶一 
元出前講座子ども編講師 

●ディベートを学ぶことで、人の話を聞くことができるようになり、人と話すことが上手になります｡すべての
人にディベートはお勧めです。特に学校のゆとり教育などの一環として取り入れてみてはいかがでしょうか。 日時は相談による ディベートを知ろう 14

小倉圭裕 
元出前講座子ども編講師 

●議論することの楽しさ、相手の言うことを聞く大切さなど、ディベート
のやり方を学ぶ。話を聞くことが得意でない方にお勧め 日時は相談による ディベート入門 15

山下勝士 
元出前講座子ども編講師 ●ディベートの指導 日時は相談による ディベートについて 16
出口保幸（草加市） 
ラン英会話チーフインストラクター ●映画を使って実践的な英会話を身に付けよう 日時は相談による 映画で英会話 17
出口保幸（草加市） 
ラン英会話チーフインストラクター ●英会話が身に付かない原因を探求し、効果的な練習方法を伝授する 日時は相談による 英会話をやろう 18
田林弘次 
日西経済友好会常任理事 ●スペイン語の日常会話（初級編）及び文化･生活などを学ぶ 日時は相談による 楽しいスペイン語 19
佐藤勝武 
電気通信技術専門家 ●国家資格取得のためのアナログ、デジタル全資格の法規講座 日時は相談による 工事担任者法規講座 20
佐藤勝武 
電気通信技術専門家 ●国家資格取得のためのデジタル１種～３種の技術講座 日時は相談による 工事担任者デジタル技術講座 21
小林智子（足立区） 
八潮市役所職員 

●世界でたった一つ、あなただけのテディベアを作ってみませんか。手足
が動くベア（全長２０ｃｍ）が簡単に作れます。（中学生以上）※要材料費 日時は相談による 

日時は相談による 

日時は相談による 

テディベアをつくろう 22

北澤幸雄（草加市） ●粘土を焼いて作ったピース（小片）を組み立てて、風鈴をつくります。
完成したら、癒しの音が楽しめます。※要材料費 たのしい工作教室～素焼きの風鈴づくり 新 23

北澤幸雄（草加市） ●クリスタルガラス製のペンダントヘッドに、イニシャル等を入れてみま
せんか?（必要な道具は、貸し出します。）※要材料費 たのしい工作教室～ガラス工芸（サンドプラスト） 新 24

伊藤茂忠 
マンション管理士 

●マンション関連の法律を実務を交えて皆さんで理解し、住み良いマン
ションにするため法律を分かりやすく解説 日時は相談による マンションライフ法律講座 25

久川太郎 
法政大学非常勤講師 ●子どもから大人になる条件・行動の段階・現代の青年の心の特徴等 日時は相談による 若い人の心を理解しよう 26
小島昭七 
うしお文庫 ●日本の民間芸能のいろいろ・江戸っ子は宵越の金はもたない等 月･木曜日土曜日 

の午後 やぶにらみ歴史学 27
菱沼久恵 
聖徳大学助手 ●TPOをふまえた服装のあり方 ※小学５年生以上 日時は相談による 知っているようで知らない服装のマナー「冠婚葬祭編」 28

小倉正義 
東武国華会審査長･全日本菊花連盟審査員 

●大輪咲３本立（８･９号鉢）、１本立、中・小輪咲、ダルマ作り（６号鉢）、福助作り
（５号鉢）、切花用等（四季咲）。サシ芽～移植～本植。用土作り、肥料管理等 

５月から１１月（苗作り～ 
開花）で相談による 菊づくり実技講座 

29

深井秀行（草加市） 
八潮市役所職員 ●錦鯉の飼育の仕方 日時は相談による 錦鯉の飼育の仕方 

30

鈴木貞夫 
元八潮中学校校長 ●普通の印から、花形、動物形印まで自分のお気に入りの印を作る 日時は相談による ステキな印を作ろう 

31

深谷泰介 
元出前講座子ども編講師 

●昔からある身近なヨーヨーで遊ぼう!　一度面白さを知ったらその奥の深さ
にハマリますよ！シングルハンド・ダブルハンド※子どもから大人まで楽しめます 土・日曜日 ハイパーヨーヨー 

32

深谷泰介 
元出前講座子ども編講師 

●ディアボロ（中国コマ）やボールを使った大道芸人のパフォーマンスを
お見せします 土・日曜日 ジャグリングを楽しもう 

33

寺山　猛 
八潮市歌謡連盟会長 ●ボイストレーニング～発声法・呼吸法～ 日時は相談による 歌謡曲基礎講座 

34

田中三郎（草加市） 
マジック愛好会 ●手品の実演●初心者向けに手品を指導（要材料費） 火・木曜日の夜 たのしい手品入門 

35

田中三郎（草加市） 
マジック愛好会 ●ペンシルバルーンで動物などの型を作る 日時は相談による ペンシルバルーン 

36

片桐秀子 ●自分で描いた絵を飾ってみてはいかがですか。手作り年賀状などお友達に送ったりと幅広い楽しみ方ができます。
※要材料費※新聞紙・ティッシュ・筆を洗う入れ物（水入れ）・モチーフ（野菜,果物など描く見本にする物）を用意 日時は相談による 楽しい絵手紙 

37

�鳥　登（足立区） 
（社）日本将棋連盟公認普及指導員 ●初心者から四段まで指導します 日時は相談による 将棋のことなら何でも相談 新 

38

武藤千恵子 
アマチュア統一級（DSCJ）ラテンA級 

●今まで踊りたくても「難しいのでは？」と思っていた方。簡単にすぐ楽
しめるステップを教えます 日時は相談による 社交ダンスをはじめよう！ 

39

林　義雄 
整体師･太極拳師範 

●気功･太極拳を楽しく学習して、健康な身体とは何かを理解していた
だく 日時は相談による たのしい健康体操 

40

林　義雄 
整体師･太極拳師範 ●病気にならない方法と病気の治し方 日時は相談による 整体塾 

41

尾野　彰（三郷市） 
指圧師･健康運動指導士 ●自分自身の健康管理に役立つ、家庭でできる指圧 日時は相談による 自己指圧 

42

角田新一 
八潮中央総合病院産婦人科医師 ●婦人科の病気を中心に最近の女性成人病のお話 日時は相談による 婦人成人病 

43

44

45 臼倉萬利子 
（社）自彊術普及協会指導員 

●無理なく身体可動の極限まで動かす３１動作による全身運動と呼吸法。
万病克服や予防に自彊術を体験 日時は相談による 老若男女・誰でも出来る自彊術入門 

●申し込み先／蕁996－2111　内線465 
　　　　　　　　生涯学習まちづくり推進課 

新 

黒�政弘 
久喜市立青葉小学校教頭 ●コンピュータの基本的な操作や文書作成（簡単な名刺など) 夏休み中 わかる、使える初心者のパソコン教室 



広報 やしお　　特集号　澆 

分　　類 おすすめ 番号 講 座 名  講師名・肩書 講 座 内 容  備　考 

吉岡英夫･吉岡トキ子 ●卓球の基本やルール、卓球マシーン（ロボット･ピンポン君）による実
技練習 日時は相談による ロボット･ピンポン君の卓球教室（初心者向け） 

61

62

斉藤　豊（三郷市） 
草加市立新田小学校教諭 

●長期間、短期間のどちらでも対応できるダイエット&体力アッププログ
ラム。そのノウハウをお教えします 土・日・祝日 ダイエット・体力アップ！？ 

46

神成　薫 
日本武術太極拳連盟公認指導員 ●太極拳の基本から応用・ストレッチ 日時は相談による たのしい太極拳 

47

斉藤　豊（三郷市） 
草加市立新田小学校教諭 

●身近な自然現象を利用した手品や工作を行う｡ワンポイント芸のネタ
や夏休みの自由研究に役立つ 土・日・祝日 科学手品と科学工作 

植田ツル子 
山野流着装師範講師 

●ゆかたの着付けポイントをお教えします。親子での参加大歓迎。※ゆ
かた・腰紐２本・タオル２枚を用意 日時は相談による ゆかた（着物）を着ましょう 

三上　進（伊東市） 
農学博士 ●今すぐできる環境チェック、環境対策 日時は相談による 家庭でしかできない生活環境改善法 
大森和江（狭山市） 
一級建築士 

●ゴミを出さない、シックハウス、バリアフリーなど、住まい作りを分かり
やすく解説 月・金・土・日曜日 １００年生かす住まいづくり 

市内のサークル・団体等の方が講師となるメニュー サークル編 
分　　類 おすすめ 番号 講 座 名  サークル名 講 座 内 容  備　考 

文　　化 

趣　　味 

スポーツ 

生　　活 

教　　育 

音　　楽 

スポーツ 

自然科学 

健　　康 

生　　活 

体 験 談  

★子ども 蟋高齢者にも、おすすめメニュー 

1 錦城会 ●漢詩、吟詠法、伴奏について。漢詩を詠ってみましょう 日時は相談による 漢詩の講習及び吟詠 

2 錦城会 ●和歌、短歌、朗詠法、伴奏について。短歌を詠ってみましょう 日時は相談による 短歌を詠いましょう 

3 酔岳会 ●漢詩、和歌を詩吟を通し腹式呼吸で大きな声を出すことで、心身共に
健康な体を作る。脳の活性化を図り、ボケの予防につなげる 水曜日午後８時 詩吟教室 

4 駒義会 ●北海道から九州までの民謡（唄：発声、間の取り方）（三味線：音階）（尺
八：音の出し方、技巧）（太鼓：ばちさばき） 日時は相談による 民謡教室 

5 埼玉三浦会 
(三浦節弘民謡教室) ●埼玉の唄（彩の国）、三味線､尺八を習ってみませんか 金曜日午後１時～４時 三浦節弘民謡教室 

6 新日本舞踊歌謡連盟 ●舞踊と歌謡を一緒にやりませんか（施設等への慰問活動も行っていま
す） 日時は相談による 舞踊歌謡講座 

7 大東書道院 ●初歩から臨書の研究、創作の心構えと進んで書作家の作品を鑑賞出
来るまでを指導（実用･教育･芸術の書を実技講習） 日時は相談による 書道実技講習(初･中･上級･師範取得まで)

8 大東書道院 ●書作家の作品を鑑賞して、創作書の表現を研究 日時は相談による 書道随意作品制作講座 

9 豊延会 ●季節に応じた生け花、器にあった生け花など楽しく学ぶ（中学生以上） 日時は相談による いけ花豊延会 

10 翠峰書道会 ●書道（楷書･行書･草書･隷書･篆書・かな･新書芸･篆刻）を楽しく勉強
します 日時は相談による 書道・篆刻 

11 八潮市鉢の会 ●松柏･さつき盆栽の基礎知識 日時及び会場は 
相談による 初心者の盆栽実技と観賞 

12 やしお俳句会 ●誰でもできる俳句の作り方、楽しみ方 日時は相談による 俳句の楽しみ方 

13 八潮市将棋クラブ ●将棋の対局および指導 日時は相談による 将棋対局 

14 八潮市スキー連盟 ●スキー場での実技指導、ビデオ視聴によるスキー技術及び理論の解
説（冬季） 

日時は相談による 
（冬季） 生涯スポーツとしてのスキーの楽しみ方 

15 ピンポン ●卓球の初級中級実技 土曜日午後７時以降 
それ以外は相談による 初級･中級卓球教室 

16 八潮ローンボウルズ愛好会 ●子どもから高齢者､障害を持つ方までみんなで楽しめる「ふれあい・思いやりのスポ
ーツ～ローンボウルズ～」を体験する（日曜日午前10時から楽習館前のコートで練習） 日時は相談による ローンボウルズ体験講習会 

17 ソフトバレーボールチーム 
「クリスタル」 

●ソフトバレーボールの練習の仕方、大会を主催する方法、ルール説明
など（木曜日午後７時３０分～９時３０分まで潮止中体育館で練習） 日曜日及び夜間 初心者ソフトバレーボール教室 

18 ＨＣ八潮 ●初心者向けのハンドボール教室。実際にボールを使ってハンドボール
の楽しさを知ろう。小学生におすすめ！ 

土・日曜日・祝日・ 
平日の夜間 やってみようハンドボール 

19 ニューキングスターズ ●５００Wの大迫力でコンピューターを使っての演奏。演歌からダンスミ
ュージックなど（音響セットあります） 土曜日の夜・日曜日 PA（音響）とコンピューターミュージック 

島田ユミ子（行田市） 
子育てアドバイザー 

●地域ぐるみ子育てが必要な今日。どのような携わりのきっかけづくり
があるか、地域の方々の人的環境の生かし方についてのお話し 

月・水・金・土・ 
日曜日 地域ぐるみ子育て 

伊藤　肇 
風水家相ドクター ●風水パワーを使って健康と幸運を呼び込む家づくり 日時は相談による 開運の風水家相術 
菱沼久恵 
聖徳大学助手 

●実生活に役立つ糸と針の関係から、正しいボタンのつけ方や裾上げの
手法について※小学５年生以上、裁縫セット・布・ボタンの用意 日時は相談による 知っていると得するズボン・スカートの裾上げとボタンのつけ方 

菱沼久恵 
聖徳大学助手 

●これだけ知っていれば、完璧衣装の出来上がり 
（型紙の作り方から製作まで） 日時は相談による 発表会・お遊戯会の簡単衣装作りのノウハウ教えます 新 

島田ユミ子（行田市） 
子育てアドバイザー 

●子育てアドバイザーサークル活動での体験から、自主イベントの効用に新
しい発見、これこそまちぐるみ子育ての姿、これからの時代の活力源としたい 

水曜日 
午前１０時～正午 まちぐるみ子育て支援・自主イベントの効用体験談 

加藤秀治郎（八潮市） 
医師 ●私の生い立ちから現在に至るまでの経験談 日時は相談による 私の人生 

北澤幸雄（草加市） ●医師に何を聞いたらいいの？がんの原因と予防等 日時は相談による がんの患者が語る「知っておきたいがんの知識」 
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鈴木孝子 
栄養士 ●何をどうやって食べるかを考え、楽しく実践する 日時は相談による 健康に暮らすための食 新 

58

59

石井ナミ ●八潮市にまつわる戦争体験について 日時は相談による 八潮の歴史 

20 飛潮太鼓同好会 ●初歩からの和太鼓の打ち方など 日曜日 和太鼓入門 

21 八潮市交通安全母の会 ●紙芝居を通して交通安全教室を行う 土・日曜日を除く 交通安全紙芝居 

22 八潮市母子愛育班連合会 ●抱き方、オムツ交換、ミルクの与え方や砂袋を入れた手作りジャケット
の着用など 日時は相談による 体験学習「赤ちゃん保育体験と妊婦体験」～赤ちゃんと遊ぼう～ 

23 親子で楽しくすてっぷの会 
（子育て支援サークル） 

●楽しい子育てのヒントとなるよう、手遊び、絵芝居、絵本、パネルシアタ
ー、手づくり遊具の使い方を説明 日時は相談による 親子で楽しい子育て 

●申し込み先／蕁996－2111　内線465 
　　　　　　　　生涯学習まちづくり推進課 

大河原正行 
草加市立新田小学校教諭 ●ソフトテニスの基礎から試合まで、皆さんとともに楽しむ 日時は相談による ソフトテニス教室 



企業（社員等）の方が講師となるメニュー 民間企業編 
分　　類 おすすめ 番号 講 座 名  企　業　名 講 座 内 容  備　考 

工場見学 

体　　験 

生活環境 

生　　活 

★子ども 蟋高齢者にも、おすすめメニュー 

1 リコーユニテクノ（株） ●大型複写機（PPC､ジアゾ）、ＦＡＸ、レーザープリンターなどの生産ラ
イン見学 日時は相談による 事務機器製品（複写機など）のできるまで 

2 （株）右川ゴム製造所 ●ゴムができるまでの行程見学 日時は相談による ゴムのできるまで 

3 （有）菊水堂 ●ポテトチップスが馬鈴薯から製品として袋詰めされるまでの見学 月曜日～金曜日 
（５の倍数日及び月末を除く） ポテトチップスのできるまで 

4 （株）草加葵 ●草加煎餅及び和菓子製品のできるまでの見学 １・２・４・６・９・１０月の 
火曜日～金曜日 草加煎餅及び和菓子製品のできるまで 

5 関東コンクリート（株） ●生コンが出来るまでの見学 日時は相談による 生コンクリートのできるまで 

6 （株）イワコー ●工場見学とアイデアから製品になるまでの話 日時は相談による おもしろ消しゴムのできるまで 

7 蛙印染色工芸（株） ●江戸期の古法染での天然素材で自然にやさしく、体によく、健康に役
立つ天然藍で染め上げるまで（柄型で糊付から染め上がりまで） 

日時は相談による 
人数は２０人まで 天然阿波藍による反物の染色過程 

8 昼間染工（株） ●八潮市の染色の歴史と染色製品の製造過程についての説明と工場
見学 日時は相談による 染色製品のできるまで 

9 落合食品 ●お豆腐のできるまでを体験※要材料費 木曜日の午前中 お豆腐のできるまで 

市内在住・在学する小・中・高校生が講師となるメニュー 

※工場までの交通手段については利用者の方で対応をお願いします。 

※学校の行事等に支障のない範囲での派遣となりますのでご了承ください。 子ども 編 
分　　類 おすすめ 番号 講 座 名  講師名・部活動名 講 座 内 容  

中学生 
個　人 

高校生 
個　人 

高校生 
団　体 

★子ども 蟋高齢者にも、おすすめメニュー 

1 田中萌美 
（八潮中３年生） ●風船をねじって、うさぎと犬を作る バルーンアート－うさぎと犬を作ろう－ 

2 白尾桃子 
（大原中３年生） ●和太鼓の楽しさ、力強さをみんなに味わってもらう 和太鼓 

3 武之内綾乃 
（草加東高校２年生） ●パレードで使える技術を身につける バトントワリングの基本 

4 荻野志穂美 
（草加東高校２年生） ●風船をねじって、うさぎと犬を作る バルーンアート－うさぎと犬を作ろう－ 

5 後藤まりな 
（三郷工業技術高校２年生） ●アニメやまんが、ゲームのキャラクターの上手な書き方、コツなど たのしいイラスト講座 

6 田中晃平 
（獨協埼玉高校２年生） ●基本的なものから、恐竜、動物、鶴の応用等 一枚が無限に折りなす～おりがみ講座～ 

7 県立八潮高校ソフトボール部 ●生涯スポーツとして、ソフトボールの基本技術、楽しさを習得する ソフトボール体験講座 

8 県立八潮高校ボート部 ●安定のよい幅広ボートを使っての技術練習。上達したら遠くへ出かけます ボートを漕いでみよう 

9 県立八潮高校陸上競技部 ●走る、跳ぶ、投げるの楽しさを知る 陸上競技 

10 セレモニー藤波 ●お葬式の流れ、予算などについて 日時は相談による お葬式について 

11 リコーユニテクノ（株） ●省エネ、リサイクル活動などの紹介 日時は相談による 環境保全活動への取り組み 

12 （有）ライフリコール ●後悔しないための、葬儀費用の準備などについて 日時は相談による いざという時に後悔しないための葬儀のお話し 

13 ゆたか堂 ●古くから親しまれている煎餅の由来について 日時は相談による 煎餅の歴史 

14 （有）種平商店 ●白玉粉のできるまでをビデオで紹介 日時は相談による 白玉粉のできるまで 

教職員の方が講師となるメニュー 教職員 編 
分　　類 おすすめ 番号 講 座 名  講師名・肩書 講 座 内 容  備　考 

教　　育 

自然科学 

スポーツ 

1 木村正男 
（大曽根小校長） ●人権と同和教育のかかわりについて 夏休み中 同和教育のいろは 

2 有馬隆仁 
（教育委員会指導課） 

●問題をじっくり考え解いてみましょう。小学生のお子さんをお持ちの
お父さん、お母さんもやってみませんか 

平日の夜間 
長期休日 楽しく問題を解いていきMath!

3 山田親男 
（大原小教諭） 

●必ずもどるブーメラン･砂の中の宝石さがし・ふしぎなスライムづくり
　他 夏休み中 たのしい科学講座 

4 加納順一 
（八條小教諭） ●八潮市内で見られる動植物の観察法と実際の調査 夏休み中 八潮市の自然 

5 小田行雄 
（松之木小教諭） ●野鳥の観察 土曜日・夏休み・ 

冬休み中 たのしいバードウォッチング 

6 小林正樹 
（大原小教諭） ●ソフトバレー、ミニテニス、インディアカ等 夏休み等 軽スポーツ 

 広報 やしお　　特集号　④ 

●申し込み先／蕁996－2111　内線359 
　　　　　　　　　　　　教育委員会指導課 

●申し込み先／蕁996－2111　内線479 
　　　　　　　　　　　　　　　  商工振興課 

●申し込み先／蕁996－2111　内線465 
　　　　　　　　生涯学習まちづくり推進課 

★子ども 蟋高齢者にも、おすすめメニュー　　 : 新メニュー 新 



分　　類 おすすめ 番号 講 座 名  講師名・肩書 講 座 内 容  備　考 

公共機関・公益企業（職員・社員等） 
の方が講師となるメニュー 公共機関・公益企業 編 

分　　類 おすすめ 番号 講 座 名  講師名・肩書 講 座 内 容  備　考 

健　　康 

生　　活 

体　　験 

河　　川 

施設見学 

1 草加保健所 ●エイズ相談、抗体検査、ＨＩＶの感染予防 平日 
午前９時～午後５時まで エイズ予防について 

2 草加保健所 ●結核発病予防と再発予防について 平日 
午前９時～午後５時まで 結核予防について 

3 草加保健所 ●家庭でできる身近な対策や調理のポイント、病原菌の特徴等について 平日 
午前９時～午後５時まで 食中毒予防について 

4 草加保健所 ●心の健康、ストレスなどについて 平日 
午前９時～午後５時まで 心の健康について 

5 越谷税務署 ●国税一般、所得税、贈与税、相続税などについて 平日 
午前９時～午後５時まで 税金の話（国税一般･所得税･贈与税･相続税等） 

6 草加保健所 ●身体障害児、未熟児、指定疾患、結核患者等の各種公費負担制度につ
いて 

平日 
午前９時～午後５時まで 各種公費負担制度について 

7 東京電力（株）川口支社 

東京電力（株）川口支社 

●発電から家庭に電気が届くまで、電気の上手な使い方、省エネルギー
について（工作もできます） 

平日 
午前１０時～午後３時まで 電気教室（発電から家庭に電気が届くまでなど） 

八潮市商工会 ●市内商工業の現状と問題点、正しい税務申告、事業資金の利用方法、
労働保険手続きについて 地域経済と経営問題（市内商工業の現状と問題点） 

草加警察署 ●安全運転の基本や子供･高齢者を交通事故から守るための知識･技能
について 日時は相談による 

日時は相談による 

日時は相談による 

交通安全講座 
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 
関東支社三郷鉄道建設所 

●つくばエクスプレス八潮駅の見学（八潮駅までの交通手段については
利用者の方で対応をお願いします） 

平日・日時は相談による 
おおむね２０人以上 つくばエクスプレス八潮駅の見学 

草加警察署 ●暴漢に襲われた時に、どのようにして自分の身を守るかについて説明 日時は相談による いざという時のための護身術 
国土交通省関東地方整備局 
江戸川工事事務所 

●中川および綾瀬川流域の治水事業について、流域と一体となった総合
治水対策について考える 日時は相談による 中川･綾瀬川の総合治水対策について 

国土交通省関東地方整備局 
江戸川工事事務所 ●中川および綾瀬川の水質状況と今後の整備事業について 日時は相談による 中川･綾瀬川の水質について 
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高齢者福祉施設やしお苑 ●高齢者福祉施設やしお苑の見学 月・金曜日以外の 
午前１０時～午後４時まで 高齢者福祉施設やしお苑の見学 

スポーツ 

語　　学 

パソコン 

趣　　味 

そ の 他  

7 有馬隆仁 
（教育委員会指導課） 

●呼吸、リズム、リラクゼーションを大切にして、楽に長く泳ぎましょう。高
齢者の方、あなたは泳げます！ 

室内プールが混雑 
していない時期 泳ぐって楽しい！ 

工藤達也 
（大原中教諭） ●英語の発音の基礎を初歩の会話を通じて体得する 日時は相談による 英語の発音講座 
有馬隆仁 
（教育委員会指導課） ●発音は日本語と似ているものもたくさんあり楽しく学べます 平日午後７時以降 

土・日曜日 ハングルを楽しみましょう 
有馬隆仁 
（教育委員会指導課） ●Queenの名曲をもとに中学校程度の英語を復習しましょう 平日午後７時以降 英語でQueen！ 

原　義孝 
（八條小教諭） 

●城の成り立ち、構造、歴史などを学ぶ。埼玉県内の城郭の紹介などを
行う 城郭講座 

和田幸彦 
（八幡小教諭） ●パソコンの基礎(しくみと操作) 夏休み中 パソコン教室 
内田安英 
（八條小教諭） 

●コンピュータはどのように使うのか等、コンピュータについてやさしく
楽しく学ぶ 

夏休み及び 
平日午後５時３０分以降 初めての人のコンピュータ教室 

原　義孝 
（八條小教諭） ●文書作成(一太郎)等 夏休み等 初歩パソコン講座 
工藤達也 
（大原中教諭） ●トランプや身のまわりにあるものを使ったマジック 日時は相談による マジック入門 
福田健一 
（松之木小教諭） ●古銭の楽しみ方 夏休み中 古銭の楽しみ方 
山田洋子 
（潮止中養護教諭） ●飾って楽しめるものや、生活に役立つ折り紙を作る 日時は相談による 折り紙教室 
川上　泉 
（八幡中教諭） ●Ｕコン飛行機の操縦を楽しむ。　初めての人歓迎 土･日曜日の午後 

５年生以上 Ｕコン飛行機操縦体験 
川上　泉 
（八幡中教諭） 

●２×４材を電動ドリルで組み立て、プランター･ベンチなどを作る。ガー
デニングが好きな方におすすめ！ 土･日曜日の午後 ガーデニング簡単木工 

関野　茂 
（八潮中教諭） 

●キャンプメニューの立案、実施。アウトドアメニューの立案、実施に対
する支援、補助 

土・日曜日及び 
平日午後６時以降 アウトドアキャンプ講座 

細川昭二 
（八條北小教頭） ●歩きながら八潮市域の史跡を訪ねる 夏休み中 八潮の歴史散歩 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

川上　泉 
（八幡中教諭） 

●火起こし、繭から糸とり、布作り、蒸気機関の運転などの体験を通して、
人間の歴史をマクロにとらえる社会科の授業 

土・日曜日の午後 
５年生以上 
土・日曜日・ 
夏休み等 

体験を通して学ぶ人間の歴史 

国土交通省関東地方整備局では、公共事業への理解を深めていただくことを目的に、出前講座を実施しています。 
上記のメニューの他にも多種多様なメニューをご用意していますので、どうぞご利用ください。 
（講座メニューは、関東地方整備局のホームページ http://www.ktr.mlit.go.jp でご覧いただけます。） 
問い合わせ先…国土交通省関東地方整備局企画部企画課広報係　 TEL 048-601-3151（内線3193～3195） 

FAX 048-600-1372 
E-mail : koho@ktr.mlit.go.jp

広報 やしお　　特集号　潸 

●申し込み先／蕁996－2111　内線465 
　　　　　　　　生涯学習まちづくり推進課 

★子ども 蟋高齢者にも、おすすめメニュー　　 : 新メニュー 新 

新 

●「環境に対する当社の取り組み」および省エネについて、講演会を
行う 環境講演会 新 



市職員が講師となるメニュー 
●申し込み先／蕁996－2111　内線465 
　　　　　　　　生涯学習まちづくり推進課 行 政 編 

分　　類 おすすめ 番号 講 座 名  担　当　課 講 座 内 容  

市　　政 

ボランティア 

コミュニティ 

福　　祉 

健　　康 

環　　境 

消費生活 

産　　業 

★子ども 蟋高齢者にも、おすすめメニュー　　 : 新メニュー 新 

1 生涯学習まちづくり推進課 ●生涯学習とは、生涯学習によるまちづくりとは、現在までの状況とこれからの展望 生涯学習って な・あ・に？ 

2 広聴広報課 ●広報紙作成に必要な基礎知識について（レイアウト、取材方法、原稿作成、写真の撮り方など） あなたにも出来る広報紙づくり 

3 広聴広報課 ●市民の皆さんからのご意見、ご提言をどのような形で市政にいかしているのか、広聴の役割
を説明 あなたの声を市政に生かす広聴の役割 

4 広聴広報課 ●３年毎に実施している市民意識調査から、市民の意識や動向を説明する｡（１２月以降実施） 市民意識調査の結果から 

5 生涯学習まちづくり推進課 ●これからの八潮市のまちづくり計画について これからの八潮（総合計画） 

6 生涯学習まちづくり推進課 ●現在までの市政の経過および現在の市政について 市政のあらまし 

7 財政課 ●八潮市の財政状況等について 八潮市の家計簿 

8 総務人事課 ●八潮市における様々な統計調査 八潮市ってどんなまち？ 

9 広聴広報課 ●電子市役所の構築に向けた八潮市の取り組みを紹介 電子市役所ってどんな市役所？ 

10 総務人事課 ●情報公開条例および個人情報保護条例の内容および市民の利用方法について 情報公開制度のしくみについて 

11 総務人事課選挙管理委員会 ●選挙全般についての話 おもしろ雑学ザ･選挙 

12 市民税課 ●所得税･住民税の税額の計算方法や奥様と税金（パート収入で、いくらまで非課税か）等 身近な税金の話（市税） 

13 資産税課 ●固定資産税制度のあらましと課税のしくみ 固定資産税のしくみについて 

14 納税課 ●市税の納付方法、納税相談の案内、延滞金の説明、市税の徴収猶予、滞納者の処分等に
ついて 市税等の納付方法について 

15

16

生涯学習まちづくり推進課 ●ボランティアとは、ボランティアとまちづくり、ボランティア探しをしている人 ボランティアって な・あ・に？ 

17

生涯学習まちづくり推進課 ●八潮市で行われているボランティア活動の現状について ボランティアの現状 

18

生涯学習まちづくり推進課 ●八潮のコミュニティ活動を紹介し、コミュニティ活動の果たす役割について やしおのコミュニティ 

19

高齢いきがい課 ●市が行っている高齢者福祉関係援護制度の内容および申請の仕方について 高齢者福祉サービスあれこれ 

20

高齢いきがい課 ●痴呆症の高齢者や知的障害者、精神障害者など自分で十分に判断することができない方が、
一方的に不利な契約を結ばないよう支援する制度について こんなとき、あなたをサポートする「成年後見制度」 

21

児童障害課 ●市が行っている障害者福祉関係援護制度の内容および申請の仕方について 障害者福祉サービスあれこれ 

22

児童障害課 ●福祉作業所通所者と一緒に作業体験する 障害者とともに 

23

国保年金課 ●国民健康保険制度の目的と内容、八潮市の国民健康保険事業の状況 知っておきたい国民健康保険 

24

国保年金課 ●制度の内容や役割、被保険者の種類、給付の種類、給付の制限等具体的な事例を交えた
内容 あなたのための国民年金 

25

高齢いきがい課 ●介護保険制度のしくみや保険料、サービスの内容、申請から認定･サービスの利用までを詳
しく説明 よくわかる介護保険 

26

児童障害課 ●やさしい栄養の知識を学びながら楽しく料理を作り、食事の大切さを知る 栄養と料理講座 

27

健康増進課 ●高血圧、肥満、糖尿病等の予防や健康体操について 生活習慣病予防講座 

28

健康増進課 ●乳児期の発育･発達、離乳食、赤ちゃん体操について すこやか子育て講座 

29

健康増進課 ●幼児期の発育･発達、栄養等について のびのび子育て講座 

30

健康増進課 ●寝たきり防止の10ヵ条、寝たきりにならないための知識について 寝たきり予防講座 

31

健康増進課 ●寝たきり者等の在宅での介護、療養について 在宅療養講座 

32

健康増進課 ●更年期の過ごし方と子宮がん･乳がん･骨粗鬆症の予防について 更年期と女性の健康 

33

健康増進課 ●予防接種の種類と受け方 予防接種について 

34

健康増進課 ●生活習慣病予防のための食生活について たのしく学ぶ健康食 

35

環境課 ●家庭でできる水質浄化対策について　※要実験材料費 あなたができる川にやさしい思いやり講座 

36

環境課 ●市民、企業等を対象にＩＳＯ１４００１の考え方、概要等、ＩＳＯの基礎を説明 市民ISO基礎講座 

37

リサイクル推進課 ●ごみの発生状況やリサイクル等の取組みについて 八潮市のごみ現状等について 

38

リサイクル推進課 ●リサイクルプラザでのごみの分別体験を通して、リサイクル活動の大切さを学ぶとともに、日
常生活の中でその体験を活かしていくきっかけとする。※小学４年生以上 やってみよう！ごみの分別体験 新 

39

リサイクル推進課 ●小・中学生を対象にした講座。リサイクルプラザの仕事を紹介しながら、日常生活の中でリサ
イクル活動を実践していくきっかけづくりをする。 きみにもできる！リサイクル 新 

40

業務課 ●家庭でできる簡単な水道の修理、水道の知識 生活に密着した水道の維持･管理 

41

商工振興課 ●悪徳商法や消費者の契約トラブルについての知識を、ビデオと相談実例をもとに解説 悪徳商法の手口について 

42

商工振興課 ●融資制度を中心に中小企業に対する各施策概要の説明 中小企業を応援します 

43

商工振興課 ●八潮市の商工業の現状について 八潮の商工業 

44

農政課 ●八潮市の農業の現状と課題 八潮市の農業 

農政課 ●農地を転用するための許可、手続き等について 農地転用申請等はなぜ必要 

 広報 やしお　　特集号　澁 



分　　類 おすすめ 番号 講 座 名  講師名・肩書 講 座 内 容  

建　　設 

都市計画 

教　　育 

スポーツ 

人　　権 

防　　災 

消　　防 

救　　命 

議　　会 

施設案内 

そ の 他 

46

45 道路治水課 ●八潮の道路状況、道路工事等に伴う寄附採納について 八潮の道のお話 

47

道路治水課 ●道路の浸水状況と排水路の整備状況について 八潮の治水対策 

48

下水道課 ●下水道財政のしくみと経営状況のあらまし 下水道財政のしくみと経営 

49

下水道課 ●公共下水道雨水計画のあらまし、雨水の利用への取り組み 雨水対策と雨水利用 

50

下水道課 ●生活を通して、下水道に対する役割･しくみと働きを理解していただく 下水道のある生活 

51

都市デザイン課 ●｢やしおの都市計画｣の冊子に基づき、八潮市において既に決定されている都市計画の状況
の説明 やしおの都市計画 

52

都市デザイン課 ●都市計画の仕組み、地区計画制度、八潮市における地区計画等の状況について 個性豊かなまちづくりについて 

53

南部事業推進課 ●鉄道整備および南部地区整備の経緯、つくばエクスプレスの計画概要、八潮駅周辺のまちづ
くりの考え方 鉄道整備（つくばエクスプレス）と駅周辺のまちづくり 

54

交通防災課 ●交通安全の講話･映画、横断歩道の正しい渡り方、自転車の正しい乗り方、衝撃実験等 交通安全教室 

55

社会教育課 ●生涯学習の意義をはじめ社会教育課で実施している事業の紹介を通じ、その果たすべき役
割を説明 やしおの社会教育 

56

社会教育課 ●社会教育の立場から、青少年の健全育成を図っていく上での方策、心構えについて説明 青少年の健やかな成長を願って 

57

社会教育課 ●家庭教育の役割を理解し、その重要性を改めて考え直し、家庭における実践に生かす一助と
する 家庭教育の役割 

58

社会教育課 ●八幡公民館保有の16ミリフィルムと機材を使った映画鑑賞 どこでも映画会 

59

社会教育課 ●本の探し方や使い方を説明し、知りたい情報･疑問について、どのようにしらべればよいのか
のお話 本の調べ方講座 

60

社会教育課 ●おりがみ、パネルシアター、紙芝居、読み聞かせ、ストーリーテリング 図書館おはなし会 

61

指導課 ●八潮市が推進している教育について ここが重点！ 八潮の教育 

62

指導課 ●生涯学習社会における基礎を培う小・中学校の教育の現状について 生涯学習社会と学校教育 

63

指導課 ●子どもの教育（学校教育の現状）について 子どもの教育 

64

指導課 ●運動能力テスト、体力診断テストデータをもとにした分析 子どもたちの体力は今 

65

指導課 ●いじめの解決へ向けて なくそう！ いじめ 

66

指導課 ●魅力ある学校として開かれた学校の今 開かれた学校 

67

学務課 ●肥満傾向の児童･生徒の保護者に対する栄養･調理指導、学校給食の概要 八潮市学校給食のみりょく 

68

スポーツ振興課 ●ストレッチ体操の指導と実技 ストレッチ体操 

69

スポーツ振興課 ●文化スポーツセンターのトレーニング室を利用し、スポーツ未経験者を中心に初歩的･効果
的なトレーニング方法を学ぶ Let's トレーニング！ 

70

健康増進課 ●音楽に合わせて全身を曲げ伸ばしする簡単な体操です｡転ばない体作りに役立ちます 高齢者の「転ばぬ先の杖」体操 

71

男女共同参画課 ●性別にとらわれることなく自分らしく生きるため、これからの男女の生き方を探る 共に生きよう、女と男（ひととひと） 

72

男女共同参画課 ●ドメスティック・バイオレンスとは何か。その実態と被害にあったときの相談機関等をビデオ
をもとに説明 ＤＶって何 

73

社会教育課 ●基本的人権を守るために、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすためにはどうしたらよ
いかを学ぶ 人権について学ぼう 

74

建築課 ●自宅の耐久性をチェック あっ！地震だ。わたしの家はだいじょうぶ？ 

75

交通防災課 ●災害時の避難場所及び自主防災組織等の説明 防災知識講座 

76

消防本部総務課 ●起震車に乗って、身体で地震を体験（５０人以上） 起震車による地震体験 

77

消防本部予防課 ●恐ろしい火事の原因や、もし火事になったら 火の用心 

78

消防署 ●応急手当全般についての応用および基礎的な医学知識を学ぶ（心肺蘇生法または包帯法の
どちらかを受講） 応急手当講習会 

79

消防署 ●救命に必要な応急手当で、観察要領、心肺蘇生法、止血法を実習（受講時間は３時間、終了後
には普通救命講習修了証を発行します） 普通救命講習会 

80

議事調査課 ●議会の傍聴方法、請願等の提出方法、定例会･臨時会の開催について 議会のしくみについて 

81

生涯学習まちづくり推進課 ●やしお生涯楽習館の見学 やしお生涯楽習館の見学 

82

生涯学習まちづくり推進課 ●八潮メセナの館内案内 八潮メセナ館内案内 

83

高齢いきがい課 ●老人福祉センターの見学案内、高齢者の生きがい活動としての老人クラブの活動内容 老人福祉センターの見学、高齢者のいきがい活動 

84

リサイクル推進課 ●リサイクルプラザの見学 リサイクルプラザの見学 

85

商工振興課 ●ゆまにての館内案内 ゆまにて館内案内 

86

社会教育課 ●公民館の使い方から利用団体の案内まで（特に小・中学生の社会科見学に！） 公民館の見学 

87

社会教育課 ●図書館の開館日、利用の仕方、貸し出し手続き、利用統計情報などをまじえ、施設を見学 図書館施設見学 

88

文化財保護課 ●資料館の展示物・館内及び民家の案内 資料館施設見学 

89

施設課 ●家庭に届く飲み水について、浄水施設の見学案内 水道施設の案内 

90

消防署 ●消防署内施設、消防車の見学および１６ミリ映画（アニメ、消防署の仕事）の鑑賞 消防署見学 

　　　　　　－ ●メニューにないものでも、ご要望により調製します 特製メニュー 

広報 やしお　　特集号　⑦ 



広報やしお　　特集号　潯 

2005年度版 

　八潮市が全国に先がけて実施した「生涯学習まちづくり出前講座」は、現在、市民編、サークル編、
子ども編、民間企業編、公共機関・公益企業編、教職員編、行政編、行政編ダイジェストメニューの8
部門で実施しています。市民の皆さんが講師となって、活動や経験、特技などを地域の方々のために
活かしていただくため、ボランティアでお願いできる出前講座講師を募集しています。 

　市民の皆さんの中で、自分の体験や特技、研究されていることなどをお話してい
ただける方。 
　※市外の方でも登録できます。 

出前講座講師の募集 出前講座講師の募集 出前講座講師の募集 

市 民 編  

文化活動やスポーツ活動など、自分たちの活動をお話、指導していただける市内の
団体の方。 

サークル編 

　市内に在住・在学の小学生（5年生程度以上）・中学生・高校生の皆さんの中で、
自分の得意なことを教えていただける方。 
　※保護者の方の同意が必要です。 

子ども 編  

　工場見学や体験活動など専門分野での知識を活かして、広く市民に学習機会を提
供していただける市内の企業や企業社員の方。 

　生涯学習まちづくり推進課で配布している「生涯学習まち
づくり出前講座講師登録申込書」に記入し、郵送、FAXまた
は直接窓口へお申し込みください。 
※講座を実施するにあたっては相談のうえ決定いたします。 

『申し込み・問い合わせ先』 
〒340-8588　八潮市中央1-2-1 
八潮市役所生涯学習まちづくり推進課 
TEL　9 9 6 - 2 1 1 1　内線465 
FAX　9 9 5 - 7 3 6 7

民間企業編 

★講座内容の例／折り紙・健康体操・編み物・昔遊び・製品ができるまでなど 

申し込み方法 

市職員が講師となる行政編のセットメニュー 
●申し込み先／蕁996－2111　内線465 
　　　　　　　生涯学習まちづくり推進課 行政編 ダイジェスト メニュー 

分　　類 おすすめ 番号 講 座 名  担 当 課  講 座 内 容  

市　　政 

福　　祉 

都市計画 

教　　育 

★子ども 蟋高齢者にも、おすすめメニュー 

1 ・生涯学習まちづくり推進課 
・総務人事課 

●生涯学習って な・あ・に？ 
●八潮市ってどんなまち？ 
●おもしろ雑学地方自治 

知って得する市の話ダイジェスト 

2 ・生涯学習まちづくり推進課 ●これからの八潮(総合計画) 
●市政のあらまし やしおのあゆみとまちづくりダイジェスト 

3
・生涯学習まちづくり推進課 
・広聴広報課 
・総務人事課 

●生涯学習って な・あ・に？　　　●あなたの声を市政に生かす広聴の役割 
●情報公開制度のしくみについて　　●おもしろ雑学ザ･選挙 市民参加ダイジェスト 

4
・市民税課 
・資産税課 
・納税課 

●身近な税金の話(市税） 
●固定資産税のしくみについて 
●市税等の納付方法について 

税金の話ダイジェスト 

5 ・国保年金課 ●知っておきたい国民健康保険 
●あなたのための国民年金 年金･国保ダイジェスト 

6 ・児童障害課 
・健康増進課 

●栄養と料理講座 　　●生活習慣病予防講座 
●すこやか子育て講座 ●のびのび子育て講座 健康と食生活ダイジェスト 

7 ・都市デザイン課 
・南部事業推進課 

●やしおの都市計画 
●個性豊かなまちづくりについて 
●鉄道整備(つくばエクスプレス)と駅周辺のまちづくり 

街づくりダイジェスト 

8 ・指導課 
●ここが重点！ 八潮の教育 ●生涯学習社会と学校教育 
●子どもの教育 　　　　　　●子どもたちの体力は今 
●なくそう！ いじめ 　　　●開かれた学校 

八潮の教育ダイジェスト 

9 ・社会教育課 
●やしおの社会教育 
●青少年の健やかな成長を願って 
●家庭教育の役割 

社会教育の役割ダイジェスト 


