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市職員採用試験市職員採用試験

募集職種 募集人数 受験資格など

①保育士
（実務経験者対象） ２人

保育士資格を有し、保
育士、幼稚園教諭、ま
たは保育教諭としての
実務経験が３年以上ある
方で、昭和５６年４月２日
以降に生まれた方

②保健師 １人
保健師の資格を有し、
昭和５６年４月２日以降に
生まれた方

③技能労務 １人

大学、短期大学、専修学
校、高校を卒業した方
で、昭和５６年４月２日以
降に生まれた方※要中
型自動車第１種免許以上
の免許（８トン限定も可）

※１　�地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当す
る方は受験できません。

●第１次試験
腹６月２０日㈰
淵①②専門試験、論文試験および性格特性検査③教養試験、論文試験およ
び性格特性検査
※第１次試験合格者の方に第２次試験（個別面接）の日時を通知します。
●採用予定日
令和３年９月１日以降
●受験案内・申込書の配布
・市ホームページからダウンロード　６月７日まで
・郵送請求　５月３１日（消印有効）まで
　郵送希望の方は、封筒の表面に「採用試験案内書請求」と朱書きし、宛
名を明記した角２サイズの返信用封筒(１４０円切手を貼付)を同封して、総務
人事課人事担当へ
●受験申込受付
　５月１１日から６月７日（消印有効）までに、郵送で総務人事課人事担当へ
※詳しくは、受験案内をご覧ください。

物総務人事課☎奮２５３

八潮市都市計画マスター
プラン策定委員会委員
任期　委嘱の日から都市計画マ
スタープラン（案）を策定する
まで（おおむね２年間）
覆令和３年４月１日現在、市内に１
年以上居住している満２０歳以上
の方で、平日の昼間に開催する
委員会（年３回程度）に出席で
きる方※市議会議員、市職員（常
勤）、公募による本市の附属機
関の委員を除く
淵都市計画マスタープランの策
定に関する事項の調査審議
払２人（書類審査により選考）
報酬　市の規定により支給
仏６月１０日（必着）までに、所
定の応募用紙（都市計画課また
は市ホームページで入手）を窓
口、郵送または電子メールで都
市計画課（☎奮２７０、メールア
ドレスｔｏｓｈｉｋｅｉｋａｋｕ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓ
ｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ

八潮市立小中学校通学
区域審議会委員

任期　委嘱の日～令和４年３月３１
日
覆市内在住の方※市議会議員、
市職員（常勤）、公募による本
市の附属機関の委員を除く
淵市立小・中学校通学区域の設
定や変更などに関する事項の調
査審議
払１人（書類審査により選考）
報酬　市の規定により支給
仏５月２４日（必着）までに、Ａ４
用紙に住所、氏名、生年月日、
性別、電話番号を記入し、「八
潮市の通学区域について」の小
論文（４００字程度）を添えて、窓

仏市ホームページ「令和３年度
募集八潮市指定地域密着型サー
ビス事業所開設事業者募集要
項」をご覧のうえ、５月３１日か
ら６月３０日までに、必要書類を
長寿介護課（☎奮４４７）窓口へ

八潮市優良技術者・技能者
　市では、市内の産業において
優良な技術・技能を有する方を
表彰するため、該当者を募集し
ます。なお、事業所、業界団体
などからの推薦のほか、対象者
本人が応募することもできます。
覆市内の事業所に従事し、次の
すべてに該当する方▼現役の技
術・技能者であること▼優良な
技術・技能を有すること▼他の
技術・技能者の模範と認められ
る者であること▼日本標準産業
分類の職種に従事していること
仏６月１０日までに、応募用紙（商
工観光課で配布）を商工観光課
（☎奮４７９）窓口へ

市営住宅入居者
入居予定日　６月中旬
覆次のすべてに該当する方
▼市内に１年以上居住している方
▼入居しようとする世帯全員の
合計所得が月額１５万８，０００円以
下 の 方（ 裁 量 世 帯 は 月 額
２１万４，０００円以下）▼市税など
を滞納していない方▼現に住宅
に困窮している方▼現に同居ま
たは同居しようとする親族がい
る方▼暴力団員でない方
淵一般世帯向け住宅（２人以上
世帯から申し込み可）
募集住宅　大原団地１号棟５０４号
室（八潮６－２７－５）
間取り　３ＤＫ

口、郵送、ファクスまたは電子
メールで学務課（☎奮３７８、鯖
９９８－０８２８、メールアドレスｇ
ａｋｕｍｕ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ

投票立会人候補者登録
　令和３年度（令和４年３月３１日
まで）に行われる選挙の投票立
会人候補者を募集します。登録
された方には、選挙が行われる
時に事前に都合を伺います。
※登録された方すべてが、必ず
投票立会人に選任されるもので
はありません。
覆次のすべての要件を満たす方
▼日本国民で令和３年５月１日現
在、市内に３カ月以上在住して
いる１８歳から２９歳までの方で、
引き続き市内に在住している方
▼選挙時に八潮市の選挙人名簿
に登録されている方▼投票日の
午前７時から午後８時までの間、
各投票区の有権者の代表として
投票の公正を確保するため、投
票手続きのすべてに立ち会える
方
報酬など　１万７，５００円（１回）
仏６月１０日までに、住所、氏名、
生年月日、電話番号を記入し、
窓口、郵送、ファクスまたは電
子メールで選挙管理委員会（☎
奮２６４、メールアドレスｓｅｎｋａ
ｎ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ

八潮市指定地域密着型
サービス事業者

　第８期高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画（令和３～５年
度）に基づき、地域密着型サー
ビス事業者を募集します。
淵小規模多機能型居宅介護（２
事業所）

※エレベーターは設置されてい
ません。
払１戸（申し込み多数の場合、
抽選）
沸月額２万５００円～４万２００円
仏５月１８日までに、申込用紙（市
営住宅課で入手）を市営住宅課
（☎奮３２４）窓口へ

令和３年度版「市民活
動・ボランティア活動
情報公開一覧」
　令和３年度版冊子に新規に掲
載する団体を募集します。
覆市内でボランティア活動、趣
味活動、市民活動、当事者活動、
ＮＰＯ活動、社会貢献活動など
をしている団体や個人または、
市内でボランティアを受け入れ
ている施設など
仏５月３１日までに、「市民活動・
ボランティア活動情報カード」
（やしお生涯楽習館、八潮市社
会福祉協議会または市ホームペ
ージで入手）をやしお生涯楽習
館（☎９９４－１０００）または八
潮市社会福祉協議会（☎９９５－
３６３６）窓口へ

八潮市シルバー人材セ
ンター会員
覆市内在住の６０歳以上で、健康
で働く意欲のある方
※入会説明会を毎月１回開催し
ています。
物八潮市シルバー人材センター
☎９９５－５８１７

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
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催し 日時 詳細
楽しく体験！！ヤッキーひろば
①むかしあそび
②おもちゃの病院

５月１５日㈯ 
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　覆小学生および保護者同伴の幼児　淵①けん玉、ベー
ゴマなどの体験や折り紙、割りばし鉄砲を作って遊ぶ②壊れたおもちゃを修理する　
払①２０人（当日先着順）　沸①無料②は必要に応じて部品代あり

催し 日時 詳細

初めての俳句　チャレンジ会 ５月２９日㈯、６月２７日㈰
（全２回）　午後１時〜３時

複八幡公民館第１・２会議室　覆市内在住・在勤・在学の方　淵俳句についての解説、季
語、作り方、考え方、ミニ句会の体験　講師　白

しら

石
いし

みづゑさん　弗筆記用具、ノート
払４０人（申込順）　仏５月１５日〜

第３０回八潮市書道展
【同時開催】　参加する書道展
～八潮の地図を筆文字で埋めよう～

６月４日㈮〜６日㈰
午前１０時〜午後５時（６日
は午後４時まで）

複八潮メセナ集会室・会議室・研修室　淵書道作品の展示、来館された方が書いた好き
な言葉（一字書）を随時掲示

篆
てん

刻
こく

教室
～和deデコ自分だけのデザインを刻

こく

そう～
６月５日㈯
午後１時〜４時

複八潮メセナ会議室　覆市内在住・在勤・在学の中学生以上　淵篆書と和柄を合わせ
たデザインで、オリジナルのハンコを作製する　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１，２００円（材料費）　仏５月１４日〜

席
せき

上
じょう

揮
き

毫
ごう

～ライブ書道を楽しもう～
６月６日㈰
午後１時〜３時

複八潮メセナ集会室　覆市内在住・在勤・在学の方　淵墨の飛ばし方、筆の止め方、書
道の実演を観覧し、観る書道の楽しみ方を学ぶ　講師　恩

おん

田
だ

静
せい

月
げつ

さん（日展会友）ほか
払３０人（申込順）　仏５月１４日〜

和菓子づくり
～無病息災を願う菓子「水

み

無
な

月
づき

」～
６月１２日㈯
午後１時３０分〜３時３０分

複八幡公民館調理室　覆市内在住・在勤・在学の方　淵無病息災を祈願して６月に食す
菓子「水無月」（小豆・枝豆の２種）の製作　講師　村

むら

山
やま

豊
とよ

治
はる

さん（菓子道楽「杵屋」店主）
払１２人（申込順）　沸５００円（材料費）　仏５月１４日〜

☎９９４‒１０００ 住所鶴ケ曽根４2０‒2やしお生涯楽習館

催し 日時 詳細

やしお市民大学公開講座

①５月２９日㈯
午前９時３０分〜正午
②６月１９日㈯
午後１時３０分〜４時

複やしお生涯楽習館多目的ホール　淵①やしお市民大学大学院生による研究発表会②やし
お市民大学２学年による自主研究発表会　払各３０人（申込順）　仏５月１４日から、電話またはメ
ールでやしお市民大学運営事務局（☎951‒0521、メールアドレスyashioshimindaigaku
@gmail.com〈受付＝月・水・金曜日の午前９時〜午後４時〉）へ

☎奮３６５社会教育課

☎９９５‒６2１６ 住所中央３‒３2‒１１八幡公民館

催し 日時 詳細

普通救命講習会Ⅰ ６月５日㈯
午前９時〜正午

複八潮消防署　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
要な応急手当て（心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱い、異物除去など）　払１５人（申し込み多数の
場合、抽選）　仏５月３０日まで

☎９９８‒０１１９ 住所鶴ケ曽根１１８５八潮消防署

催し 日時 詳細

健康づくりの料理教室 ６月１６日㈬
午前１０時〜午後１時

複保健センター　覆市内在住の６４歳以下の方（調理未経験者歓迎）　淵「世界の料理を作ろ
う」をテーマに講話と調理実習　弗エプロン、三角巾、ハンドタオル　払１２人（申込順）　
沸５００円（食材料費）　仏５月１４日〜

☎９９５‒３３８１ 住所八潮８‒１０‒１保健センター

催し 日時 詳細

藍染め体験 ５月２９日㈯
午前１０時〜午後３時３０分

複資料館　覆小学生以上　淵藍染めの技法を使い、オリジナルのハンカチを作る　弗汚れ
てもよい服装、厚手のゴム手袋、昼食　払１０人（申込順）　沸２００円（材料費。５月２６日までに資
料館へ）　仏５月１４日〜２６日

☎９９７‒６６６６ 住所南後谷７６３‒５０資料館

：八潮市制施行50周年記念冠事業

催し 日時 詳細

ダイヤモンドアフタヌーン��
コンサート

６月１９日㈯
午後２時〜

複八潮メセナ集会室　淵カジュアルなクラシックコンサート　演奏曲「バッハ／主よ、人の
望みの喜びよ」「リスト／愛の夢第３番」ほか　出演　野

の

村
むら

茉
ま

由
ゆ

さん（ピアノ）　
払６０人（申込順）　仏６月２日午前９時から１８日午後５時まで、八潮メセナ窓口でチケット配布

☎９９８‒2５００ 住所中央１－１０－１八潮メセナ

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

話で各施設へ
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　５月３１日は、固定
資産税第１期、軽自
動車税の納期限で
す。安全・確実・便
利な口座振替で納付
をお願いします。

保健センターからのお知らせ 仏
物☎995－3381

●�今年度４０歳から7０歳を迎えられる方に、各種検診の受
診券を郵送しました

※詳しくは、４月に郵送した個別通知をご覧ください。

●�子宮頸
けい

がん・乳がん検診の無料クーポン券を�
５月中旬に郵送します

覆令和２年４月２日～令和３年４月１日の間に、次の年齢になった方
【子宮頸がん検診】２０歳女性
【乳がん検診】４０歳女性
※詳しくは、個別通知をご覧ください。

物国保年金課☎奮825

健診結果または人間ドックの結果の提供にご協力ください健診結果または人間ドックの結果の提供にご協力ください

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 6月

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） 6月3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） 6月3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 6月１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 6月１3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 6月２3日㈬	 午前１０時3０分～正午 ５～6カ月児
⑥離乳食（後期）教室 6月２４日㈭	 午前１０時3０分～正午 １０～１１カ月児
⑦プレママサロン 6月１１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・持ち物 定員・費用

①ヘルシーチェック
健康診査

6月１２日㈯　⑴午前９時～９時２０分
⑵９時２５分～９時４５分
結果説明会　７月１１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
6月１２日㈯　午前１０時～１０時3０分
結果説明会　７月１１日㈰　午前１０
時～１０時3０分（初回の受診者のみ）

市内在住の２０歳以上
の女性 問診、骨密度測定

払１０分ごとに２０人、最後の１０分
は１０人（申込順）
沸２００円

③乳がん検診
（集団検診）

6月２０日㈰　午前９時～午後3時3０
分（正午～午後１時を除く）
6月２１日㈪　午後１時～3時3０分

市内在住の４０歳以上
の方（令和２年度に
受診した方を除く）

淵乳房エックス線検査
※希望者は、同日に「骨粗し
ょう症検診」を受診できます。
弗バスタオル、保険証

払3０分ごとに２０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

6月１3日㈰・１４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

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。

⑤歯周疾患検診 6月１日㈫～１１月3０日㈫
令和3年度に４０、４５、
５０、５５、6０、6５、７０
歳になる方

問診、口
こう

腔
くう

内検査 沸５００円

⑥子宮頸がん検診 6月１日㈫～１１月3０日㈫
市内在住の２０歳以上
の方（令和２年度に
受診した方を除く）

頸部がん検診または頸・体部
がん検診

沸頸部がん検診１,７００円、頸・体
部がん検診２,５００円

⑦乳がん検診
（個別検診） 6月１日㈫～１１月3０日㈫

市内在住の４０歳以上
の方（令和２年度に
受診した方を除く）

乳房エックス線検査 沸１,７４０円

－①～⑦共通－
複①～④保健センター⑤～⑦市内委託医療機関（健康だよりまたは
市ホームページでご確認ください。）
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

　八潮市国民健康保険に加入している４０歳以上の方で結果を提供していただくと、
①�健診結果が一定の要件に該当する方は、無料で市の特定保健指導が利用できます。
②�人間ドックを受けられた場合は、一定の条件を満たしていると、申請いただくこ
とで費用の一部が補助されます。

今年度から後期高齢者医療制度に加入されてい
る方も人間ドック補助金の対象となりました。
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介護者家族会ひかりネットワ
ークつどい
　ひとりで悩まないでくださ
い。介護の悩みを共有しまし
ょう。
腹毎月第２木曜日　午前１０時
～正午　複身体障害者福祉セ
ンターやすらぎ　沸１００円　

物坂本☎９５３－１８９８
ミニテニスヤシオ
腹毎週月・木曜日など　午後６
時３０分～９時　複文化スポー
ツセンター　淵楽しく体力作
り始めませんか。まずは体験
からお気軽に。　弗運動ので
きる服装、運動靴　沸月１，５００
円　物石井☎０９０－２５６５－
６９１８

840伝言板

　就学相談は、小学校入学後の
学習活動や学校生活の中で、お
子さんの持っている力を確実に
伸ばしていくために、どのよう
な支援が必要で、どのような環
境が適しているかなどを一緒に
考えていくものです。保護者と
お子さんが一緒に教育相談所に
て面談をし、必要に応じて、発
達検査や学校見学を行います。
その後も、保護者が安心できる
まで相談を重ねていきます。
　面談は、臨床心理士や専任教
育相談員などの専門家や教育相
談所などの専門機関と連携を図

りながら行います。
　また、医師、特別支援学校コ
ーディネーター、保育所長、臨
床心理士や専任教育相談員、市
内の小・中学校の特別支援教育
コーディネーターらで構成され
た、八潮市就学支援委員会と連
携をしながら、教育内容や学び
の場について、相談を行ってい
きます。
　日常生活の中で、衣服の着脱
やトイレが１人でできなかった
り、集団生活の中で友だちとう
まく関わることができなかった
りなどの悩みや不安を解消し、
充実した学校生活を送れるよう
保護者の皆さんと一緒に考えて
いきます。
　相談は随時受け付けています
ので、ご連絡ください。
物指導課☎奮３５９

「就学相談（個別相談
・個別面談）」

教育委員会
らこ ち

■６月の上映会の日  
○八條図書館
▼児童向け＝６日㈰・２０日㈰
　午前１１時～
▼一般向け＝１３日㈰・２７日㈰
　午後２時～

○八幡図書館
▼児童向け＝１３日㈰・２０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。

　令和２年度の資料貸出ランキングを紹介します。
■一般書  
１位「沈

ちん

黙
もく

のパレード」� 東
ひがし

野
の

　圭
けい

吾
ご

　著
２位「かがみの孤

こ

城
じょう

」� 辻
つじ

村
むら

　深
み

月
づき

　著
３位「コンビニ人

にん

間
げん

」� 村
むら

田
た

　沙
さ

耶
や

香
か

　著

■児童書  
１位「かいけつゾロリ」シリーズ� 原

はら

　ゆたか　さく・え
２位「おしりたんてい」シリーズ� トロル　さく・え
３位「ふしぎ駄

だ

菓
が

子
し

屋
や

銭
ぜに

天
てん

堂
どう

　４」� 廣
ひろ

嶋
しま

　玲
れい

子
こ

　作

■絵本  
１位「しろくまちゃんのほっとけーき」� わかやまけん　え
２位「わたしのワンピース」� にしまき　かやこ　え・ぶん
３位「ぐりとぐら」� 中

なか

川
がわ

　李
り

枝
え

子
こ

　さく

図書館だより図書館だより

■６月の休館日  
八幡・八條図書館　
毎週月曜日　
物八條図書館☎９９４－５５００、八幡図書館☎９９５－６２１５

駅前出張所図書窓口　
毎週土・日曜日

子育てひろば だいばら児童館（わんぱる）☎９９９－０３２１

やしお子育てほっとステーション  ☎９５１－０２８５
●ファミリー・サポート・
センター
腹月～土曜日　午前９時３０
分～午後４時３０分
覆おおむね生後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１２日㈯　午後１時～２時
覆お子さんがいて援助を希
望する方、援助ができる方

●ホームスタート
腹月～金曜日　午前１０時～
午後４時
覆就学前の子育て親子
●駅前子どもの相談窓口
（保健師・栄養士相談）
腹２９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

※内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

時間　午前９時～午後５時
休館日…水曜日
▼毎週月・火・金曜日　午
前１１時３０分～＝ちゅうりっ
ぷリズム　淵体操、ふれあ
い遊びなど
▼毎週木曜日　午前１０時～
正午＝ボールプール

▼毎週土・日曜日　午前中
＝電車で遊ぼう
（小学生向けイベント）
▼毎日　午後４時～＝チャ
レンジランキング「キャッ
プとばし」
▼毎週土曜日　午後２時３０
分～＝なかよしひろば

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・だい
ばら児童館にお問い合わせください。月子育て情報コーナー６

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▼栄養相談＝９日㈬　午前
１１時～▼くるくるおもちゃづくり＝１４日㈪～１７
日㈭　午前１０時～、午後１時～

②はちじょう
子育てひろば
☎９４９－６８８７

八條公民館
火～金
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝１日㈫～４日㈮　午前１０時～▼子ど
もの発達相談＝８日㈫　午前１０時～　▼タッチ
ケア＝２５日㈮　午前１０時～

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～▼父の日
プレゼントづくり＝水・木曜日　払１５組（先着
順）※定員に達し次第終了▼お話し会＝２３日㈬　
午前１１時～（２歳以上向け）、午後２時～（０～１歳向
け）

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＝２日㈬～４日㈮　午前１０時～▼七夕
飾りリースづくり＝１４日㈪・１６日㈬～１８日㈮　
午前１０時～▼ボランティアさんによる読み聞か
せ会＝２８日㈪　午前１１時１５分～

⑤だいばら
子育てひろば
☎９９６－３８３９

だいばら
児童館

月・火・木・金
午前９時～
正午

▼身体測定＝３日㈭・４日㈮・７日㈪・８日㈫　午前
１０時～▼指スタンプのたなばた飾り＝１７日㈭・
１８日㈮　午前１１時～▼栄養相談＝２５日㈮　午前
１１時～

⑥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＝２８日㈪～３０日㈬　午前１１時～、午
後２時～▼父の日プレゼントづくり＝１５日㈫　
午前１０時３０分～　払２０組（先着順）※定員に達し
次第終了　▼子どもの発達相談＝１８日㈮　午前
１０時３０分～

⑦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＝２１日㈪～２３日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼お話し会＝２日㈬・９日㈬・１６日㈬・３０日
㈬　午前１１時～▼ボランティアお話し会＝１０日
㈭　午前１１時３０分～

※各ひろばへのご来場は公共交通機関をご利用ください。
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くらしの　知識豆

【事例１】高齢の父親が、定期預金の代わりになると勧められ、
投資信託の契約をした。契約書面を読むと、元本割れのリスクが
あるようだ。父親は解約を望んでいるわけではないが、契約内容
をよく理解しておらず心配だ。
【事例２】投資は初めてであるが、証券会社から投資信託などい
くつかの金融商品を提案され、外貨建て投資信託を契約した。当
初は利益が出ていたが、その後、損失が膨らんだ。担当者に説明
を求めたが納得のいく回答は得られなかった。

投資信託のトラブルに注意

　投資信託などの金融商品に関しては、リスクの説明や契約者の理
解が不十分なまま契約している相談が数多く寄せられています。
　投資信託は、多くの投資家から資金を集め、これを１つの大きな
資金にして専門家が運用する金融商品です。資金は株式や債券など
に投資され、運用成果は投資金額に応じて還元されます。
　一方で運用成果は、景気や為替などの影響を受けてマイナスとな
ることもありますが、元本は保証されていません。また、購入時や
換金時には手数料が、投資信託を保有している間は運用管理費用が
発生するため、元本割れとなるリスクもあります。
【消費者へのアドバイス】
①投資信託は元本保証されないことを認識しましょう。また商品の
特性などについて販売員にしっかりと確認しましょう。
②リスクや仕組みが十分理解できない場合は、家族や詳しい人など
と一緒に説明を聞き、納得できなければ契約を見合わせましょう。
③契約前に解約条件などについても確認しておきましょう。
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

事例 　私は個人で飲食店を経営しています。ある匿名掲示板に
おいて「食品の原産地を偽装している」「料理に有害物質

が入っている」などの事実無根の口コミが投稿されています。投稿
者に損害賠償請求はできないのでしょうか。

　インターネットの発展により誰でも自由に発信できるよ
うになりました。これはこれでよいことではありますが、

他方で、匿名で他者を誹謗中傷することが可能となり問題視されて
います。
　ご質問のケースにおいて、書き込まれた内容が事実無根である場
合、投稿者の住所と氏名を特定する発信者情報開示請求を行うこと
が考えられます。
　現行法において発信者情報開示を行うためには、まず、①掲示板
管理者に対してＩＰアドレスの開示請求を行い、次に、②開示された
ＩＰアドレスを発行したプロバイダに対して住所・氏名の開示請求を
行う必要があります。難しい用語はさておき、要するに２回の開示
請求が必要です。掲示板管理者やプロバイダが任意に情報開示をし
てくれればよいのですが、現実は開示を拒否することが多く、その
場合２回裁判所での手続を行う必要があります。
　住所・氏名の開示を受けた後に、投稿者に対して損害賠償請求を
行います。ご質問のケースの場合、投稿内容が事実に反することを
証明できれば発信者情報開示や損害賠償請求は可能でしょう。
　ところで、前述のように、現行法では投稿者に損害賠償するにあ
たり最大３回も裁判所での手続を行う可能性があります。解決まで
にコストと時間がかかり、被害者の負担が重いという問題意識から、
発信者情報開示手続（投稿者の住所と氏名を特定する手続）の簡易
化が審議されており、法改正が予定されています。
物埼玉県弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　松本侑樹（弁護士）

回答

誹謗中傷と発信者情報開示

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

6 月各種無料相談
※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。

①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

腹毎週金曜日
　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）

物秘書広報課　☎奮３７３

②税理士相談
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

腹６月７日㈪
　午後1時～4時
複市民相談室
払６人（電話による事前予約制）

物秘書広報課　☎奮３７３

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６月14日㈪　午後1時～4時
　６月28日㈪　午前9時～正午
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

④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）

腹６月9日㈬
　午後1時30分～3時30分
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

⑤行政書士相談
官公庁へ提出する書類
・申請書の作成、離婚・
相続などについての相
談

腹６月21日㈪
　午後1時～4時
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

⑥司法書士相談
土地・建物の所有権移
転登記、相続などにつ
いての相談
※2週間前の木曜日午
前9時から電話予約

腹６月1７日㈭
　午後1時～4時
複市民相談室
払６人（電話による事前予約制）

物秘書広報課　☎奮３７３

⑦D 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

⑧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～正午
　午後1時～4時
複駅前出張所内相談室
払5人（電話による事前予約制）

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑩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６月2日㈬・1６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

⑪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

⑨人 権 相 談
プライバシーの侵害な
ど基本的人権について
の相談（人権擁護委員
が対応）

腹６月10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

⑫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６月７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

⑬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

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）

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

⑮若年者就職相談
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６月2日㈬・1６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

⑯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

⑰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

⑱子育て相談
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）

腹６月24日㈭
　午前9時～正午
複だいばら児童館（わんぱる）
払3人（電話による事前予約制）

物だいばら児童館�☎９９９－０３２１

⑲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

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
※相談はなるべく電話
でお願いします

腹６月６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
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▪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、一部のコンビニエンスストア、八潮駅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、 ６月10日㈭です。

申し込みは　�
秘書広報課（☎奮423）へ

「広報やしお」へ掲載する
広告を募集しています。

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

〈広　告〉

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

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
中華サラダ中華サラダレシピ㊽

　今月は、学校給食のメニューから、「中華サラダ」をご紹
介します。 物学務課☎奮366

●作り方
①�春雨を8分ゆでる。ざるにあげ水洗いして、食べやすい
長さに切る。
②�キャベツ、にんじんは千切り、小松菜は2～3センチメー
トルに切り、ゆでて水気をしぼる。
③�酢、ごま、しょうゆ、さとうを混ぜる。
④�①の水気をしぼり、ツナ、②③と和える。

●材料　4人分
春雨� 25グラム 　　　
キャベツ� 80グラム 　　　
にんじん� 40グラム 　　　
小松菜� 40グラム 　　　
ツナ缶� 70グラム 　　　
酢� 大さじ1と2分の1
ごま� 大さじ1　　　　
しょうゆ� 大さじ2分の1 　
さとう� 小さじ1　　　　

●運行日　毎日
●運行時間帯
〈北ルート〉　午前６時１０分～午後９時2分
〈西ルート〉　午前７時５分～午後９時3０分
●支払い
・現金、定期券、交通系ＩＣカード
●利用料金
・対キロ運賃（現金：１8０円～
2７０円、ＩＣカード１７8円～2６3円）
　利用料金など、詳しくは東武
バスセントラル㈱八潮営業所
（☎９９６-０８２２）へお問い合わ
せください。

　八潮市コミュニティバス「ハッピーこまちゃん号」は、駅を経由
して八條方面へのアクセスを考慮した北ルート、大曽根・古新田
方面へのアクセスを考慮した西ルートの2路線で運行しています。
　「ハッピーこまちゃん号」は、八潮市マスコットキャラクター「ハ
ッピーこまちゃん」と八潮の八つの野菜を描いたラッピングがし
てあります。ぜひご利用ください。

物交通防犯課☎奮3９７

八潮市コミュニティバス八潮市コミュニティバス
「ハッピーこまちゃん号」の運行「ハッピーこまちゃん号」の運行

物秘書広報課☎奮423

　令和4年１月１５日に八潮市制施行５０周年を迎え
ることを記念し、これまでの八潮市の歩みを写
真でご紹介します。

●完成したばかりの八潮市役所庁舎（昭和46年撮影：当時は八潮町）

イチオシヤシオシイチオシヤシオシ

●現在の八潮市役所庁舎（令和元年撮影）


