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広報

⑰家庭児童相談

物子育て支援課

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

⑬消費生活相談

物商工観光課

☎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）

８４０伝言板の掲載について

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子育てコーディネーター

ラブ

覆市内在住、在勤、在学、在ク

⑳休日・夜間納税相談

物納税課

市税・国民健康保険税の
納付についての相談
※相談はなるべく電話で
お願いします

ませんのでご注意ください。
また、掲載基準を満たしていても、
紙

淵初心者（あすなろ）シニア（４０

歳以上）共にダブルス

仏７月１０日

までに長谷川（☎９９７－０９７４）へ

名称などに誤りがないか、必ず確認

確
郵送、ファクスまたは電子メールで提 してください。連絡がとれないなど、

沸一般１，５００円、 出してください。

会員１，０００円、中学生５００円

なお、掲載にあたっては事前に内容

８４０伝言板掲載依頼書（秘書広報課ま の確認をお願いしています。
たは市ホームページで入手）を窓口、

認ができない場合は掲載できませんの

※営利または、宣伝・広告を目的とする で、ご了承ください。
もの、指導者などが生徒を募集するも 申込期限
の、求人に関するものなどは掲載でき

物やしお子育てほっとステーション☎９５１－０２２９
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

こちらのコーナーは、市民の皆さん 面の状況によっては掲載できない場合
掲 載 を 希 望 す る 方 は、広 報 や し お

腹７月１６日㈭
午前９時～正午
複だいばら児童館（わんぱる）
払3人（事前予約制）

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

から寄せられた情報を掲載しています。がありますので、ご了承ください。

リーナ

☎奮４７２

腹７月１日㈬・１５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）

⑥司法書士相談

複エイトア

となっています。

物社会福祉協議会☎９９５－３６３６

☎９９５－００７７

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７月６日㈪
午後1時～２時３０分
複保健センター
払２人（事前予約制）

午前９時～

日本ではまだ広くは知られておら

⑩心配ごと相談

☎９９６－０１２３

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）

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９日㈰

こちら

物教育相談所

官公庁へ提出する書類・ 腹７月20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
複市民相談室

八潮市民バドミントン大会参加者募集

ず、発行点数も少ないのですが、図

⑯ 教 育 相 談

物保健センター☎９９５－３３８１

伝言板

今後もＬＬブックを収集し、さま

物人権・男女共同参画課 ☎奮８１１

⑫こころの健康相談

土地・建物の所有権移転登記、 腹７月１６日㈭
相続などについての相談
午後1時～4時
※２週間前の木曜日午前９時 複市民相談室
から電話予約
払６人（事前予約制）

書館では積極的に収集してきました。

⑨ 人 権 相 談

⑤行政書士相談

☎奮３７３

教 育
委 員 会

腹７月１日㈬・１５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）

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

ざまな方の読書活動に役立てていき

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）

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

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）

日常生活の問題や国・県・ 腹７月８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

たいと考えています。

☎奮３７３

物秘書広報課

☎奮２７４

物商工観光課

物ゆまにて

プライバシーの侵害など 腹７月９日㈭
基本的人権についての相
午後1時～4時
談（人権擁護委員が対応） 複市民相談室

☎奮３７３

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）

ＬＬブックをご存知ですか

物八幡図書館☎ ・６２１５

物秘書広報課

図書館では、字を読むことが苦手

③不動産相談

⑭ 内 職 相 談

物人権・男女共同参画課 ☎奮８１１

⑮若年者就職相談

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）

マンションおよび不動産 腹７月１３日㈪ 午後１時～４時
取引全般についての相談
７月２７日㈪ 午前９時〜正午
（宅地建物取引士が対応） 複市民相談室

な方のために、ＬＬブックを用意し

腹７月６日㈪
午後1時～4時
複市民相談室
払６人（事前予約制）

ています。

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

ＬＬブックの「ＬＬ」（エルエル）

物人権・男女共同参画課 ☎奮８１１

☎奮３７３

は、スウェーデン語のレットラスト

⑧ 女 性 相 談

物秘書広報課

の 略 で、「 や さ し く わ か り や す い 」

☎奮３７３

②税理士相談

という意味です。

日間を経過する

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）

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）

ＬＬブックはやさしい文章で書か

９９５

１４

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）

物秘書広報課

れており、写真や絵を用いて視覚的

にも理解しやすく、行動を絵や記号

で説明するなど、表現にさまざまな

工 夫 が 施 さ れ て い ま す。 そ の た め、

知的障がいや自閉症の方、また日本

送付があってから

と、自由に処分できます。ただ、誤

配の可能性もあるため、しばらく保

事例２について、注文前に販売者

管しましょう。

に不審な点（文章がおかしい、電話

番号が１桁足りないなど）はないか

確認しましょう。個人名義の銀行口

座で前払いを指示する連絡がきた場

合は、詐欺であるケースが多いので、

事例３・４について、今回の事態は、

振り込みは慎重に行いましょう。

双方に落ち度や過失があるわけでは

ありません。解約料や違約金などに

ついては約款に従うことが原則です

⑦ D V 相 談

語が苦手な方にも理解しやすい図書

新型コロナ
ウイルス関連
トラブル！

【事例１】注文した覚えのないマス

クが届いた。請求書は入っていない。

【事例２】インターネット通販で消

毒液を注文し、指定された個人名義

くらしの
豆知識

★①②⑥⑧⑫⑮⑱の
予約は、電話で受け
付けます。
★相談日が祝日の場合
は、お休みです。
※⑲を除く

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

の銀行口座に振り込んだ。一向に商

品が届かず、電話も繋がらない。

【事例３】会員になっているスポー

ツクラブが休業しているのに、休会

費を請求されている。退会を希望す

① 法 律 相 談

が、店舗や業界団体が柔軟な対応を

しているところもあります。事業者

と話し合いをしたり、業界団体の相

談窓口に問い合わせてみましょう。

困ったときは、すぐに市や県の消

7月各種無料相談
☎996‑2111

令和２年（20２０年）６月10日

るも契約期間満了前の解約には違約

金がかかると言われた。

【事例４】６月に結婚式を挙げる予

定だったが延期することにし、式場

にその旨を申し出ると延滞料として

商工観光課）☎焚３３６、埼玉県消

費生活相談窓口に相談しましょう。

費生活支援センター川口☎ ・ ・

十数万円を請求すると言われた。

事例１について、一方的な送り付

０９９９

物八潮市消費生活センター（受付は

けは、後日請求が来ても支払う必要
２６１

【消費者へのアドバイス】

はありません。また、原則、商品の

０４８
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掲載希望月の前月５日まで
物秘書広報課☎奮３７３

☎奮３３０

腹７月５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

各種無料相談について
・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。
・相談にお越しになる際は、マ
スクの着用をお願いします。
・体調不良や発熱などの症状が
確認された場合は、相談を見
合わせる場合があります。

