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第 回企画展
「八潮の宝物
指定文化財紹介展」

資料館では平成元年に開館して以

来、さまざまなテーマから八潮を探

ぞう

色が良く表れた県指定絹本着色虚空

ぼ
さつ ぞう

けん ぽん ちゃくしょく こ
くう

々のくらしを物語る市指定八條遺跡

蔵菩薩像、平安時代のこの地域の人

出土品など八潮の宝物である指定文

化財を、実物資料の他、複製や関連

資料、写真、映像などさまざまな資料

を駆使し、普段一般公開されていな

い文化財まで全部ご紹介します。

この機会にぜひ資料館へお越しく

ださい。

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

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（事前予約制）

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８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（事前予約制）

⑨ 人 権 相 談

物人権・男女共同参画課 ☎奮８１１

⑯ 教 育 相 談

物教育相談所

⑩心配ごと相談

物社会福祉協議会☎９９５－３６３６

⑰家庭児童相談

物子育て支援課

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）

☎９９６－０１２３

☎９９５－００７７

児童・生徒の言動やいじ 腹毎週月～金曜日
め・不登校に関すること
午前9時30分～正午
など教育についての相談
午後1時～4時
（専任教育相談員が対応） 複教育相談所（八條小学校西隣）
☎奮４７２

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８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）

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

⑪生活困窮者自立相談

物社会福祉課 ☎奮４９３

⑱子育て相談

物だいばら児童館☎９９９－０３２１

官公庁へ提出する書類・ 腹８月１９日㈪
申請書の作成、離婚・相続
午後1時～4時
などについての相談（行 複市民相談室
政書士が対応）

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８月５日㈪
午後1時～２時３０分
複保健センター
払２人（事前予約制）

⑥司法書士相談

⑬消費生活相談

物商工観光課

伝言板

☎奮２７４

物商工観光課

物ゆまにて

物保健センター☎９９５－３３８１

腹８月１５日㈭
午後1時～4時
複市民相談室

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）

４２

⑮若年者就職相談

⑫こころの健康相談

土地・建物の所有権移転登
記、相続、会社設立、成年後
見人制度などについての相
談（司法書士が対応）

１６

午前９

物人権・男女共同参画課 ☎奮８１１

２０

日㈯～９月 日㈷

⑧ 女 性 相 談

⑤行政書士相談

☎奮３７３

時～午後５時※月曜日と祝日および

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）

る企画展を年２回程度行っています。 腹７月

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）

物秘書広報課

令 和 最 初 の 企 画 展 は、「 八 潮 の 宝 物

物人権・男女共同参画課 ☎奮８１１

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）

☎奮３７３

振替休日の翌日は休館

絹本着色虚空蔵菩薩像

日常生活の問題や国・県・ 腹８月１４日㈬
市の行政サービスについ
午後1時30分～3時30分
ての相談（行政相談委員 複市民相談室
が対応）
物秘書広報課

文化財は、わが国の歴史・文化の中

☎奮３７３

物秘書広報課

指定文化財紹介展」を行います。

・６６６６

☎奮３７３

で育まれ、過去から現在まで長い間

件ありま

きん

物資料館☎
９９７

プライバシーの侵害など 腹８月８日㈭
午後1時～4時
基本的人権についての相
談（人権擁護委員が対応） 複市民相談室

マンションおよび不動産 腹８月２６日㈪ 午前９時～正午
取引全般についての相談 複市民相談室
（宅地建物取引士が対応）

守り伝えられてきた貴重な国民的財

け

３４

産です。その中でも特に重要な文化

だ

財・指定文化財は市内に

い

す。
今回の企画展では、江戸時代中頃

わ

の名主家住宅の面影を今に伝える国

指定和井田家住宅を始め、細かい金

でい

泥模様など鎌倉時代後期の仏画の特

⑦ D V 相 談

汎用検索サイトで検索し、上部に

表示された海外のチケット転売仲介

サイトなど（非公式販売サイト）を

物秘書広報課

公式の販売サイトと思い込みチケッ

③不動産相談

トを注文してしまうケースがみられ

腹８月５日㈪
午後1時～4時
複市民相談室

くらしの
豆知識

チケットの
転売サイト
にご注意！

相続税など税金全般につ
いての相談（税理士が対
応）

ます。非公式販売サイトで扱われて

☎奮３７３

いるチケットは、公式販売サイトの

物秘書広報課

【事例１】ラグビーワールドカップ

②税理士相談

代金より高額であったり、入場時に

腹毎週金曜日
午後1時20分～4時
複市民相談室
払8人（事前予約制）

のチケットをネットで最上位に表示

☎奮３７３

物秘書広報課

本人確認を求められるなど利用でき

★相談日が祝日の場合
は、お休みです。

されたサイトで購入した。料金がポ

ない場合があります。

【消費者へのアドバイス】

①チケットを購入する際には、公式

チケット販売サイトであることを確

認してから購入しましょう。

★①⑧⑫⑮⑱の予約は、
電話で受け付けます。

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

④くらしの相談

ンド表示であることが気になり調べ

たところ海外のチケット転売仲介サ

イトであることがわかった。その後、

公式販売サイト以外で購入したチケ

ットでは観戦できないことを知った

① 法 律 相 談

②海外のチケット転売仲介サイトは、

問い合わせをしても意思疎通が難し

く、キャンセルや返金の保証などに

ついて交渉が困難な場合があります。

③困ったときは、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

8月各種無料相談
☎996‑2111

令和元年（2019年）7 月10日

が、購入したサイトには「解約でき

ない」と書かれている。

【事例２】劇団のチケットをネット

で検索しクレジットカード決済し

た。海外業者名で請求があり、金額

も公式料金よりかなり高額であっ

た。購入時のメールをよく確認する

商工観光課）☎焚３３６、埼玉県消

費生活支援センター春日部☎ ・

・０９９９

７３４

と海外事業者から買っていたことが

わかった。一切問い合わせには応じ

ず、返金返品もできないという。
０４８

広報

☎奮３３６

悪質商法などに関する問 腹毎週月～金曜日
午前10時～正午 午後1時～4時
題や借金問題など消費生
活 全 般 に つ い て の 相 談 複消費生活センター
※受付は商工観光課
（消費生活相談員が対応）

払２００人（当日先着順） 沸１００円 物
八潮市子ども会育成者連絡協議会・広
沢☎０９０－８９４９－１４８７

第３０回歌謡学院チャリティー発表会
腹８月１８日㈰ 午前１０時～（開場＝午
前９時３０分） 複やしおメセナホール
淵市民・会員による唄の発表会 払５００
人 沸無料 物歌謡学院・寺山☎９９７
－０８５４

第３回スリッパ卓球大会
腹８月１０日㈯ 午前９時３０分～（受付＝
午前８時４５分） 複エイトアリーナ 淵
ダブルス戦 弗動きやすい服装、室内
用運動靴 沸１組５００円 仏７月１９日ま
でに、
八潮市卓球連盟・安達（☎０９０－
１４６０－１２３８）へ

水辺の楽校・夏まつり「ラジオ体操＆
おさかな調査」
腹８月３日㈯ 午後１時～（受付＝午後０
時５０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） 淵ラジオ体操、
魚とり、
模
擬店 弗魚をとる網、
ポリバケツ、
タオ
ル、
着替え、
替え靴、
帽子、
飲み物 服装
＝水着または水に濡れてもよい服装

卓球教室
腹８月６日～９月２４日（毎週火曜日・全７
回※８月１３日を除く） 午後７時～９時
複エイトアリーナ 覆市内在住・在勤・
在学の方 淵卓球技術の基本、ルール
や礼儀などを学ぶ 講師＝上原すい子
さん他 弗動きやすい服装、室内用運
動 靴、ラケット（ 貸し出しあり） 沸
２，０００円（中学生以下１，０００円） 物八潮
うえ

はら

こ

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）

⑲子育て電話相談

就学前の子どもの子育て
の不安や悩みごとなどを
電話で相談（保育士が対
応）

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

物南川崎保育所☎９９８－７７１１
腹毎週月～金曜日
午前10時～午後3時

物納税課

☎奮３３０

腹８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

たけ

市卓球連盟・安達☎９９５－７０１６

フラワーアレンジメント子ども教室
腹７月２６日㈮、
８月２日㈮・２３日㈮ 午前
１０時～ 複やしお生涯楽習館 覆市内
在住・在学の小・中学生 淵プリザーブ
ドフラワーのバラを使ったアレンジ
講師＝天 池 サユリさん 払各日６人
沸１，５００円 物フラワーサークルＰｒｅ・Ｐ
ｒｅ・カナマル☎０９０－４３７６－５２９４
いけ

つながる歌声カフェ
腹７月２７日㈯ 午後２時～（開場＝午後
１時３０分） 複やしお生涯楽習館映像ホ
ール 淵マンドリンやギターの音楽に

だ

のせ青春時代の歌を歌う 講師＝武田
宏子さん 払５０人（申込順） 沸５００円
仏ＮＰＯ法人つながるネットワーク八
潮・佐藤（☎０７０－１４８４－１４７３）へ
ひろ

市民サッカー大会参加チーム募集
腹９月８日㈰ 午前９時～ 複中川やし
おスポーツパーク 沸１チーム５，０００円
仏７月３１日までに、
八潮市サッカー協会
・諏訪（☎０９０－８４４２－１１６３）へ

あま

腹８月２２日㈭
午前10時～午後1時
複だいばら児童館（わんぱる）
払3人（事前予約制）

こ

あすなろ・シニア八潮市民バドミント
ン大会（ダブルス）参加者募集
腹８月４日㈰ 午前９時～ 複文化スポ
ーツセンター 覆市内在住・在勤・在学
・在クラブの方 淵あすなろ
（３部以下）
、
シニア（４０歳以上） 沸一般１，５００円、
会員・高校生１，０００円、
中学生５００円 仏
７月２０日までに、
八潮市バドミントン連
盟・長谷川（☎９９７－０９７４）へ
第２３回八潮市民ゴルフ大会
腹９月４日㈬ 複茨城県千代田カントリ
ークラブ 払１２０人※７５歳以上の方は
シルバーティー使用可 沸１７，２００円
物八潮市民ゴルフ連盟・熊田☎９９５－
８２００

〈広告欄〉

第一フラワーは 3月1日より、八潮店をオープン致しました。胡蝶蘭・生花・観葉植物・庭木の事なら(株)第一フラワーへ！

（担当：森）
八潮市大瀬4-2-7 ☎ 090-9682-3020

