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募集

払１戸

―共通―

八潮市文化協会加盟団体

覆 市 内 で 活 動 す る 会 員 ５ 人 以 上 で、

入居予定日 ４月中旬





沸月額１万５７００円～３万 円

文化活動を行うことを主たる目的と

覆次のすべてに該当する方

９００




２７

日までに、応募用紙（資料

９９７

仏３月

７６３

館または市ホームページで入手）を

―０８３１南後谷 ―

３４０

窓口または郵送で資料館（☎ ・６

）へ

５０

６６６、〒

５月上旬～令和３年３月

八潮市国際交流事業実行委員

任期

日開催予

２９

覆多文化交流に興味関心のある方

１１

月

１７



する団体

▼市に１年以上居住している方▼入

万８千円以下の方（裁量世

淵市と協働で市民文化祭や書道展・

が月額

美術展覧会・市民音楽祭などを開催、 居しようとする世帯全員の合計所得

淵多文化交流事業「多文化交流ｉｎ

日から４月７日までに、規

協会に所属する加盟団体の支援

や し お ２ ０ ２ ０」（

万４千円以下）▼市税な

どを滞納していない方▼現に住宅に

定）の企画・運営

帯は月額

困窮している方▼現に同居または同

沸３０００円（年会費）

居しようとする親族がいる方▼暴力

仏３月

約、役員および会員名簿、事業報告

１６

日までに、申

主な部会
総務部会

安全対策部会
美化推進部会
広報記録部会
パレード部会

活動内容

資金計画案および決算書の作成、協賛金募金活動など
交通規制や交通整理、駐輪場の確保やその整理など

各部会に美化活動についての助言や当日の清掃活動など

市民まつりの開催を広く周知するための活動および記録など

パレードの企画および当日パレードに出演する団体の誘導や
会場整理など

ふれあい広場部会 ふれあいを目的としたイベントの企画、運営など
子どもまつり部会 子どもを対象としたイベントの企画、運営など

スポーツ広場部会 子どもを対象としたスポーツイベントの企画、運営など
わんぱく相撲部会 わんぱく相撲の企画、運営など

※パレード部会、ふれあい広場部会、子どもまつり部会、スポーツ広場部会、わ
んぱく相撲部会での活動を希望する場合には、当該部会の他に ４ 部会（総務部会、
安全対策部会、美化推進部会、広報記録部会）のいずれかにも併せて参加してい
ただきます。

仏４月３日までに、やしお市民まつり実行委員会加入申込書（市民
協働推進課または市ホームページで入手）を窓口、郵送、ファク
スまたは電子メールでやしお市民まつり実行委員会事務局（市民
協 働 推 進 課 内 ☎ 焚４６５、 メ ー ル ア ド レ スshiminkyodo@city.
yashio.lg.jp）へ

物秘書広報課☎焚４２３

動画の視聴方法
市ホームページまたは
左の2次元コードから
アクセス

覆 対象

１５

例年、１０月第４日曜日に開催される「やしお市民まつり」は、
市内の団体が加入する実行委員会が企画・運営しており、４月か
ら１２月にかけて活動しています。
覆やしお市民まつり実行委員会規約（市ホームページに掲載）の
趣旨に賛同し、午後７時ごろから開催される会議に出席できる市
内の団体であること。
淵会議（全体会４回程度および各部会）の出席、開催までの準備
および当日の運営

シティセールスＰＲ動画配信中

複 場所

仏３月 日から４月

腹 日時・期間

込用紙（市内公共施設または市ホー

☎048-996-2111

２１



八潮市役所

ムページで入手）を窓口、郵送、フ

３月は、国民健康保険税・
介護保険料の各第１０期の納
期です。安全・確実・便利
な口座振替で納付をお願い
します。

ァクスまたは電子メールで八潮市国

１ 公表の場所
市役所、市内公共施設および市ホームページでご覧ください。また、各担当
課において、貸し出しを行います。
２ 募集期間
①３月２３日（必着）まで②３月２４日から４月２３日（必着）まで
３ 提出方法
①は「八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例施行規則の一部改正（案）
に対する意見」②は「八潮市地域公共交通網形成計画調査報告書に対する意見」
と明記（メールの場合は件名に）し、住所、氏名を記入のうえ、窓口、郵送、
ファクスまたは電子メールで各担当課へ

際交流事業実行委員会事務局（市民

市では、地域の実情にあわせつつ、限られた資源を有効に活用し、持続可
能な公共交通に関する計画を策定します。
そのために、今年度はニーズ調査などを実施し、いただいた意見から本市
の目指すべき公共交通の方向性について調査報告書としてまとめましたので、
皆さんから意見を募集します。
物交通防犯課☎焚３９７
メールアドレスkotsubohan@city.yashio.lg.jp

協働推進課内☎焚３２８、メールア

②八潮市地域公共交通網形成計画調査報告書

１３

第２９回やしお市民
第２９回やしお
市民まつり
まつり
実行委員会委員（団体）の
実行委員会委員（団体）
の募集

意見募集

市では、これまでの運用状況を踏まえ、実情に即した都市計画の手続きお
よび各開発事業に係る基準の見直しによる運用改善を図るため、
「八潮市みん
なでつくる美しいまちづくり条例施行規則」の一部を改正します。規則改正
にあたり、意見を募集します。
物開発建築課☎焚３２５
メールアドレスkaihatsukenchiku@city.yashio.lg.jp

書および計画書（予算書・決算書含



淵一般世帯向け住宅（２人以上世帯

から申し込み可）※単身入居の場合

は条件あり



shiminkyodo@city.yashio.

「多文化交流2019やしお」の様子

①八潮市みんなでつくる美しいまちづくり条例施行
規則の一部改正
（案）

ドレス

１８

）へ
lg.jp

自衛官

①一般幹部候補生

日㈯

２３

１次試験日 ５月９日㈯

②一般曹候補生

１次試験日 ５月

③自衛官候補生

歳以上 歳未満の方②③ 歳

１５

２６

試験日 受付時にお知らせ

覆①

３３ ２２
歳未満の方

８３１

以上

０４８

仏①は５月１日まで②は５月 日ま

で③は随時

０４８

物自衛隊埼玉地方協力本部☎ ・

・４４３５

・６０４３、朝霞地域事務所☎ ・

４６６

団員でない方

・６２１６）へ

９９５

む）を文化協会事務局（八幡公民館

内☎

市営住宅入居者

※エレベーターは設置なし



日までに、申込用紙（市営

住宅課で入手）を市営住宅課（☎焚

３２６）窓口へ

文化財活動ボランティア

１８



●ＵＲ八潮団地５階建て４階・５階

仏３月

３Ｋ

８００

円

４月１日～令和４年３月 日

（八條１５６７）

間取り

払２戸

沸月額１万７３００円～３万

任期

淵文化財の調査・啓発活動（年２回

（２年間）

３１

※共益費を含む

●宮田団地２階建て２―２号室（鶴

２ＤＫ

ケ曽根１５８０―１）

程度）

市役所玄関ホールの「物産展示ケース」に展示する製品を
募集します。
展示期間 ４月下旬～令和３年３月
覆市内で生産された製品、または「八潮」の名のブランド品
で市内で販売されているもの（危険物や生ものなどは不可）
淵高さ＝約３８センチメートル、幅＝約４７センチメートル、奥
行き＝約２９センチメートル
払２４小間（申し込み多数の場合、抽選）
沸無料
仏４月１日から７日までに、申請
書（商工観光課または市ホーム
ページで入手）を窓口または郵
送で商工観光課（☎焚３８４）へ
※初めて申請する方は、事前に
お問い合わせください。

間取り

※浴槽・風呂釜については自己負担

物産展示ケース利用者募集

（8）

令和２年（20２０年）３月10日

淵 内容

弗 持ち物

やしお840メール配信中

物秘書広報課☎焚４２３

2次元コード
空メール画面
になるので何
か一文字入れ
て送信してく
ださい。

払 定員

沸 費用

Facebook、Twitter
でも同時配信中

仏 申し込み

物 問い合わせ

