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催し 日時 詳細
楽しく体験！！ヤッキーひろば
①何度も使える！クラッカー
②おもちゃの病院

７月１７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紙筒とゴム風
船で、何度も使えるクラッカーを作る②壊れたおもちゃを修理する　払①１５人（当日先着
順）　沸①無料②は必要に応じて部品代あり

☎９９４‒１０００ 住所鶴ケ曽根４2０‒2やしお生涯楽習館

催し 日時 詳細

資料館講座「明治期の八潮における
水害とその対応」

７月２５日㈰
午後１時３０分〜３時３０分

複資料館視聴覚講座室　覆中学生以上　淵明治期に八潮を襲った水害について、明治４３年
の水害を中心に資料館が所蔵する当時の公文書を用いながら学ぶ　講師　資料館文書保存
専門員　払２０人（申込順）　仏７月１４日〜２３日

映画上映会
８月１１日㈬〜２０日㈮①午前１０
時３０分〜１１時②午後３時３０分
〜４時

複資料館視聴覚講座室　淵①「最後の空襲くまがや」②「青い目の人形物語」
払２０人（当日先着順）

資料館探検ツアー ８月８日㈷
午後１時３０分〜３時３０分

複資料館　覆小学生およびその保護者　淵普段は入ることのできない収蔵庫のバックヤー
ドツアーと仕事体験　払２０人（申込順）　仏７月１４日〜８月７日

☎９９７‒６６６６ 住所南後谷７６３‒５０資料館

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

：八潮市制施行50周年記念冠事業

●第１次試験
腹９月１９日㈰
淵①〜⑦教養試験、性格特性検査および論文試験⑧〜⑩専門試
験、性格特性検査および論文試験
●第２次試験
　第１次試験合格者の方に面接試験の日時を通知します。
�詳しくは、受験案内をご確認ください。
●採用予定日
令和４年４月１日以降
●受験案内・申込書の配布
・ホームページからダウンロード　８月１３日まで
・郵送請求　８月２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

募集職種 募集人数 年齢要件
①一般事務（大卒） １５人程度 平成７年４月２日以降に生まれた方
②一般事務
（短大、高校卒） ３人程度 平成９年４月２日以降に生まれた方

③一般事務（福祉）★ ５人程度 平成７年４月２日以降に生まれた方
④一般事務
（障がい者対象）★ 若干名 昭和５７年４月２日以降に生まれた方

⑤保育士★ ２人程度 昭和６２年４月２日以降に生まれた方

⑥精神保健福祉士★ １人 昭和６２年４月２日以降に生まれた方

⑦技能労務★ １人 昭和５７年４月２日以降に生まれた方
⑧保健師★ ２人程度 昭和５７年４月２日以降に生まれた方
⑨建築技師 １人 昭和６２年４月２日以降に生まれた方⑩土木技師 ２人
※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。
※２　�★は資格・免許などの条件があります。そのほか各職種の受験資格は、市ホーム

ページまたは受験案内をご覧ください。

市職員採用試験市職員採用試験
●受験申込受付
　７月１２日から８月１３日（消印有効）までに、受験票返送用とし
て、宛名を明記した長３サイズの返信用封筒（８４円切手を貼付）
を同封して、郵送で総務人事課人事担当へ

物総務人事課☎奮２５３

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
図書館を使った調べる
学習コンクール作品

　疑問に思ったことを学校図書
室や図書館で調べ、作品にして
ご応募ください。
　詳しくは、募集要項（八條図
書館で入手）をご覧ください。
仏９月１日から１０月８日までに、
作品ごとに応募票を添えて、八
條図書館（☎９９４－５５００）ま
たは駅前出張所図書窓口（☎
９３０－７５０１）へ
●「図書館を使った調べる学習」
のすすめ方講座
　作品の作り方を、攻略本や紙
芝居を使って説明します。

腹７月２３日㈷　午後３時３０分〜４
時３０分
複八條公民館会議室⑵
覆市内在住・在学の小・中学生
払１０人（当日先着順）
物八幡図書館☎９９５－６２１５、
八條図書館☎９９４－５５００

自衛官
募集職種①一般曹候補生
②自衛官候補生

③航空学生（海上自衛隊、航空
自衛隊）
覆①②１８歳以上３３歳未満の方③
海上自衛隊は１８歳以上２３歳未満
の方、航空自衛隊は１８歳以上２１
歳未満の方
淵試験日①９月１７日〜１９日②随
時③９月２０日
仏①７月１日〜９月６日②随時募集
③７月１日〜９月９日
　詳しくは、自衛隊埼玉地方協
力本部ホームページ（ｈｔｔｐｓ：／
／ｗｗｗ．ｍｏｄ．ｇｏ．ｊｐ／ｐｃｏ／ｓａｉｔａ
ｍａ／）をご覧ください。
物自衛隊埼玉地方協力本部☎
０４８－８３１－６０４３、朝霞地域
事務所☎０４８－４６６－４４３５

草加八潮消防組合職員
採用予定日：令和４年４月１日
第１次試験日：９月１９日㈰　午前
９時３０分〜
払若干名
　受験資格など、詳しくは募集
要項（草加八潮消防組合各施設
で入手）および試験申込書（草
加八潮消防組合ホームページ
〈ｈｔｔｐｓ：／／ｓｏｋａ－ｙａｓｈｉｏ１１９．ｊｐ〉
で入手）をご覧ください。
仏７月２０日から８月６日（必着）
までに、試験申込書などを窓口
または郵送で草加消防署総務課
（☎９２４－２１１２、〒３４０－００１２草
加市神明２－２－２）へ
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催し 日時 詳細 共通

きっず
チャレンジ
プログラム

①初心者向けダンス
８月１日、８日、１５日、２２日
（各日曜日・全４回）
午前１０時～１０時４５分

覆市内在住・在学の小学校１～６年生　淵基本姿勢、ステップなど
を学び、音楽に合わせてリズミカルにダンスをする　払１５人（申
込順）　沸１，２００円 複①文化スポーツセン

ター講堂②③エイトア
リーナ　仏７月１４日～各
教室の初回教室の１週間
前（③は７月２０日）（電話
〈受付＝午前９時～午後５
時〉）
※費用は、教室参加時に
お持ちください。

②かけっこ教室
（１部＝かけっこクラス、
２部＝スピードアジリテ
ィクラス）

８月９日㉁　１部＝午前９時～９
時４５分、２部＝午前１０時～１０
時４５分

覆１部＝市内在住・在学の小学校１～６年生、２部＝市内在住・在学の
小学校４～６年生　淵１部＝走ることが苦手な方を対象に走り方の
コツをつかむ動きづくりを行う、２部＝主にスポーツをしている
方を対象に競技スポーツに求められるスキルなどを磨き、パフォ
ーマンスの向上を図る　払各部１５人（申込順）　沸各部３００円

③ミズノ忍者学校

７月２２日㈷　１部＝午前１０時
３０分～正午、２部＝午後１時～
２時３０分、３部＝午後３時～４時
３０分

覆市内在住・在学の満４歳～小学校３年生（令和３年４月１日現在）　
淵身体作りに必要な体力と、運動発達に必要な３６の基本動作を、
忍者の術に見立てたプログラムを通して習得する　払各部２０人
（申込順）　沸各部５００円

☎９９6‒5126 住所八潮3‒31文化スポーツセンター

催し 日時 詳細

普通救命講習会Ⅰ ８月７日㈯
午前９時～正午

複草加消防署青柳分署　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１０人（申し込
み多数の場合、抽選）　仏７月２２日まで

☎９31‒3９７3 住所草加市青柳6‒23‒6草加消防署青柳分署

催し 日時 詳細

生涯学習学校開放講座「着付け教室」
８月２日㈪、１０日㈫、１７日㈫、２３
日㈪、３０日㈪（全５回）
午前９時３０分～１１時３０分

複中川小学校　覆市内在住・在勤・在学の方　淵浴衣の着付け　払１０人（申し込み多数の場
合、抽選）　仏７月２１日（消印有効）まで（電話、はがき、電子メールまたは電子申請）※講座名、
開催学校名、氏名（ふりがな）、住所、電話番号を連絡または記入

☎奮365 住所中央２‒１０‒１７ メールアドレス ｓhakaikyoiku@city.yasｈio.lg.jp社会教育課

催し 日時 詳細

健康づくりの料理教室 ８月１９日㈭
午前１０時～午後１時

複保健センター　覆市内在住の小学校５年生以上　淵「野菜をまるごとおいしく食べよう～
８月３１日は野菜の日～」をテーマに講話と調理実習　払１２人（申込順）　沸５００円（食材料費）
仏７月１５日～

☎９９5‒33８1 住所八潮８‒1０‒1保健センター

☎奮８11人権・男女共同参画課
催し 日時 詳細

原爆パネル展 ８月４日㈬　午前９時～７日㈯　
正午まで

複やしお生涯楽習館　淵戦争の悲惨さ、核兵器の恐ろしさや平和の大切さ、尊さを伝える展
示

シンポジウム「語り継ぐ
戦争―戦争と平和につい
て考える―」

８月２１日㈯
午後１時３０分～４時

複資料館視聴覚講座室　淵「戦時下の暮らしと子どもたち」をテーマとした基調講演と市内
戦争体験者によるパネルディスカッション　講師　吉

よし

田
だ

裕
ゆたか

さん（一橋大学名誉教授）　払２０
人（申込順）　仏７月１４日～８月２０日

八幡☎９９5‒6216（休館中のため、八條図書館で業務を行っています。）　八條☎９９4‒3200 住所八條2７53‒46公民館
催し 日時 詳細

八幡 洋らん栽培講習会

７月１７日、８月２１日、１０月１６日、
１２月１８日、令和４年２月１９日
（各土曜日・全５回）
午後２時３０～３時３０分

複資料館会議室　覆市内在住・在勤・在学の方（小学生以下は保護者同伴）　淵洋らん栽培の
講習　払５人（申込順）　沸１，０００円　仏７月１４日～

八條
夏の星座観望会　～天体望遠
鏡で金星や土星・木星をみよ
う！～

８月７日㈯
午後６時３０分～８時３０分

複八條公民館大ホール　淵金星、土星、木星などの天体観察。雨天時は、室内にてスクリーン
に投影した星座、日食などの映像を観賞　講師　細

ほそ

井
い

進
すすむ

さん（草加天文愛好会）　払４０人（申
込順）　仏７月１５日～

☎９９4‒5500 住所八條２７５３‒４６八條図書館
催し 日時 詳細

図書館ツアー＆図書館体験講座 ７月３０日㈮、８月１５日㈰
午後２時～４時

複八條公民館会議室（２）　覆小学校３年生以上　淵本棚の整理・資料の返却作業・本の探し方
などの図書館業務の実習。参加者には修了証を発行　払各日５人（申込順）　仏７月１５日～

本の帯　作り方講座 ８月４日㈬
午後２時～３時

複八條公民館会議室（２）　淵自分なりの本の帯を作る※完成した作品は第９回“本の帯”大賞
に応募可能　払１０人（申込順）　仏７月１５日～
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●７月２８日は世界肝炎デー
　肝臓は、病気があっても自覚症状が現れにくいことから「沈黙の
臓器」と言われています。肝炎ウイルスに感染したことに気がつか
ないまま放置すると、肝硬変や肝がんに進行する場合があるため、
早期発見、早期治療が大変重要です。
　保健センターでは、４０歳以上で過去に受診歴のない方を対象に、
肝炎ウイルス検診を１１月３０日まで実施しています。今年度４０・４５・
５０・５５・６０・６５・７０歳になる方は、無料で受けられます。肝炎ウイ
ルス検査を受けたことのない方は、この機会にぜひ受診しましょう。

●八潮市母子愛育会員を募集
覆市内在住の２０歳以上の方で、母子や地域住民の健康づくりに関心
のある方
淵地域での声かけ活動や出前講座、乳幼児のお世話についての講話
・実習、各種健診の受診勧奨など
沸１，０００円（年会費）

●こんにちは赤ちゃん訪問員を募集
覆市内在住の２０歳以上の女性で、子育て支援に関心のある方（８月
に予定している基礎研修を受講する必要あり）
淵妊婦や生後２カ月から３カ月までの赤ちゃんのいる家庭を訪問し、
子育てに関する不安、悩みを聴き、情報提供などを行う
※訪問件数により謝礼あり

●食生活改善推進員（食育アドバイザー）募集
　家族をはじめ、ご近所から地域へ広める「健康づくりのパイプ役」
として活躍してくれる市民を募集します。
覆市内在住の方
淵月１回の定例会（学習会）で食について学び、食
のボランティア活動（年数回）を実施
沸２，０００円（年会費）※１回５００円で学習会（調理実
習など）に参加可

保健センターからのお知らせ 仏
物☎995－3381

複保健センター
仏②③は電話④～⑥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 8月

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） ８月５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） ８月５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 ８月３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 ８月１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 ８月２４日㈫	 午前１０時３０分～正午 ５～６カ月児
⑥離乳食（後期）教室 ８月２５日㈬	 午前１０時３０分～正午 １０～１１カ月児

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 定員・費用

①	ヘルシーチェック
健康診査

８月２２日㈰　⑴午前９時～９時２０分
⑵午前９時２５分～９時４５分
結果説明会　	９月２６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
８月２２日㈰　午前１０時～１０時３０分
結果説明会　９月２６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胃がん（バリウム
検査）・肺がん検診

８月１７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（胃がん検診は、
令和２年度内視鏡検
査を受診した方を除
く）

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。

―共通―
複保健センター
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

　8月2日は、固定資産税・
国民健康保険税・介護保険料
の各第２期、後期高齢者医療
保険料第１期の納期限です。
安全・確実・便利な口座振替
で納付をお願いします。

特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう
　食べ過ぎや運動不足など不健康な生活習慣は、糖尿病をはじめとする生活習
慣病の原因となります。生活習慣病は、初期に自覚症状がないことが多いため、
毎年特定健診を受診して、健康状態をチェックしましょう！

特定健診などの受診で八潮市ハッピーこまちゃん
健康マイレージのポイントが貯まります！

物特定健診について＝国保年金課☎奮８２５
健康マイレージについて＝保健センター☎９９５－３３８１
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市民サッカー大会参加チーム募
集
腹９月２６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

八潮ハンドボールクラブ団員募
集
腹①毎週木曜日　午後７時～９時
②毎週金曜日　午後６時～９時　
複①大原中学校体育館②エイト
アリーナほか　覆小学生　淵投
げる、走る、飛ぶの運動基本要素
を学び、体力を向上させる　弗運
動のできる服装、室内用運動靴、
タオル、飲み物　沸月会費２，５００円　
物増山☎０９０－８３３０－０９４５

840伝言板

　八潮市制施行５０周年および平
和都市宣言１０周年を記念して、
第４５回企画展「語り継ぐ戦争」
を開催します。軍服や焼

しょう

夷
い

弾
だん

、戦
時中に書かれた日記など、新収
集資料を含む１００点を超える資
料を展示し、八潮とその周辺地
域の戦時下の様子を紹介します。
　戦後７５年が経過し、戦争を自
らの体験として語れる人が少な
くなっているのが現状です。今
後は、戦争を経験していない世
代が、戦争の悲惨さと平和の尊
さを後世に語り継いでいかなけ
ればなりません。そこで今回は、

「戦争を語り継ぐ」をテーマに
戦争経験者の方々への聞き取り
調査や、市内小中学生を対象と
して戦争と平和に関するアンケ
ート調査を行いました。これら
調査の結果も企画展で紹介しま
すので、ぜひご覧ください。
腹７月３１日㈯～９月２０日㈷
複資料館企画展示室
展示解説会
腹７月３１日㈯、９月１２日㈰
午後２時～３時
払１０人（申込順）
仏７月１４日～
物資料館☎９９７－６６６６

第４５回企画展
「語り継ぐ戦争」

教育委員会
らこ ち

図書館だより図書館だより

■一般書  
「うかれ十

じゅう

郎
ろ

兵
べ

衛
え

」
吉
よし

森
もり

大
だい

祐
すけ

　著
「東

とう

京
きょう

ディストピア
日
にっ

記
き

」
桜
さくら

庭
ば

一
かず

樹
き

　著

　新しく入った両館所蔵の図書の一部を紹介します。
■児童書  
「ぼくとがっこう」
はたこうしろう　絵　谷

たに

川
がわ

俊
しゅん

太
た

郎
ろう

　文
「くまさんがちいさくなっちゃった」

ジェーン・マッセイ　絵
トム・エリヤン　文

■８月の休館日  
八條図書館　２日㈪・１０日㈫・１６日㈪・２３日㈪・３０日㈪
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日、９日㉁
※八幡図書館は、令和４年３月３１日まで休館
物八條図書館☎９９４－５５００、八幡図書館☎９９５－６２１５

■８月の上映会の日  
○八條図書館
▼児童向け＝８日㈷　午後２時～
▼一般向け＝２２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。

日
の
丸
寄
せ
書
き

　広報やしお１１月号に「やしお文芸特集」
を掲載しますので、作品を募集します。やしお

文芸特集
覆市内在住・在勤・在学の方
淵短歌および俳句（未発表のものに限る）
払短歌・俳句あわせて１人３点まで応募可
仏はがきに氏名・住所・電話番号・年齢・作品（いずれも漢
字には必ずふりがなをふる）を記入し、９月３０日（消印有効）
までに、秘書広報課へ（電子メール不可）
※掲載作品には、投稿者の氏名を掲載します。
※応募された作品は返却しませんのでご了承ください。

物秘書広報課☎奮４２３

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（祝日を除く）
午前９時３０分～午後４時３０分
覆生後おおむね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７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
（子どもの発達相談）
腹１０日㈫　午前１０時～１１時
３０分
覆おおむね３歳に達する児
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、祝日　
午前中＝電車で遊ぼう
▼５日㈭　午前１０時～１０時
４５分＝おやこｄｅヨガ

覆おおむね生後６カ月から１
歳の乳幼児とその保護者
払１０組（申込順）
仏７月１５日から、窓口また
は電話で児童館へ
（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「フィルム
ケース積み」
▼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８

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▼うちわづくり＝４日㈬・５
日㈭・１０日㈫・１１日㈬　午前１０時～、午後１時～▼
ボランティアお話し会＝２４日㈫　午前１１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＝３日㈫～６日㈮　午前１０時～▼ママ
のおしゃべりタイム＝１７日㈫～１９日㈭　午前１０
時４５分～▼タッチケア＝２７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～▼夏のお
もちゃづくり＝毎週水・木曜日　払１５組（先着
順）※定員に達し次第終了▼ボランティアお話
し会＝１８日㈬　午前１１時～

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＝４日㈬～６日㈮　午前１０時～▼夏ま
つり＝１８日㈬～２０日㈮　午前１０時～▼保健セン
ター講習＝２５日㈬　午前１１時～

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＝５日㈭・６日㈮・１０日㈫　午前１０時～
▼ボランティアお話し会＝２日㈪　午前１１時～
▼スライム＝２６日㈭・２７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＝３０日㈪・３１日㈫　午前１１時～、午後
２時～▼リズム体操＝５日㈭　午前１１時～、午後２
時～▼バルーンアート＝２０日㈮　午前１１時～

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＝２３日㈪～２５日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼パネルシアター＝４日㈬　午前１１時～
▼お話し会＝１１日㈬・１８日㈬　午前１１時～

＊各ひろばへのご来場は公共交通機関をご利用ください。
※８月の休館日：９日㉁＝①～⑥、１０日㈫＝②、１３日㈮＝④
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くらしの　知識豆

【事例１】街頭で「エステのモデルになってほしい。施術は無料」
と誘われ、未成年だと断ったが関心はあり、連絡先を伝えた。成
人を迎えた誕生日直後に再び誘われ、１時間の施術を受けると「自
宅でも使える」と、２８万円の美容器具の購入を勧められた。ロー
ンを組めばよいと言われ、高額だったが契約した。
【事例２】スマホで初回無料の青汁を注文した。翌月、同じ商品
が届いたため定期購入だと気が付いた。私は未成年者なので未成
年者契約の取消しをしたいが、注文時に生年月日や年齢確認など
はなく、サイト内をよく見ると「未成年者は親権者の同意を得た
うえでサービスを利用すること」と書かれていた。

「未成年者」の消費者トラブルに注意

　令和４年４月１日から成年年齢が現在の２０歳から１８歳に引き下げら
れます。
　未成年者の契約で、親権者などの同意がない契約は、未成年者取
消権によって、原則、取り消すことができますが、成人になると、
その権利がなくなり、契約やローンを自分でできるため、より一層
の注意が必要です。
　なお、小遣い範囲の金額、自ら成年であるなどとうそをついた場
合などは、未成年者契約の取消しはできません。
【消費者へのアドバイス】
①契約前に契約内容を十分に理解し、自分にとって必要な契約かを
よく考え、不要なものや強引な勧誘はキッパリ断りましょう。
②未成年者契約の取消し以外にも、クーリング・オフや消費者契約
法などがあります。日頃から学び、身につけましょう。
③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
　当社では、ホームページのアクセス数向上や社内の雰囲
気を知ってもらうために、従業員が日替わりで会社のブロ

グを更新することになっています。就業後に自宅で、日常的な内容
のブログを作成することになっているのですが、会社からは業務で
はないとして手当は出ていません。そんなに難しいことでもないで
すし、会社のためにという気持ちもあるのですが、何となくスッキ
リしません。

　自宅でのブログ作成が労働にあたる場合には、会社は、
賃金を支払わなければなりません。

　労働基準法上の労働時間とは、労働者（従業員）が使用者（会社）
の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、場所が会社の外や
自宅であったり、会社の事業内容と直接関係ない業務であっても異
なりません。
　本件の場合では、会社が従業員に自宅でのブログ作成を指示して
いますので、作成に要する時間は労働時間に該当し、所定の賃金や
残業代を支払わなければなりません。ブログ作成のように労働者に
裁量があり、時間で労働量を測ることが適切でない場合には、１件
あたりいくらという形の手当などで支払う方法もありますが、その
場合であっても適正な対価でなければなりません。
　本件のような、労働者の善意ややりがいをあてにした無償労働の
強要は、善意・やりがいの搾取であり、前時代的な発想と言わざる
を得ません。労働時間を適切に把握し、適正な労働の対価を支払う
ことが現代の企業としての責務といえます。
　現在、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が急速に増加してい
ます。在宅勤務において労働時間の把握が困難な業務もあると思い
ますが、事業場外労働によるみなし労働時間制などを活用するなど
して、適切な労使関係を維持することが重要です。
　新しい労働形態に不安がある場合には、弁護士に相談されるとよ
いと思います。
物埼玉県弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　富田陽平（弁護士）

回答

自宅での業務

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

★相談日が祝日の場合はお休みです（⑲を除く）。
8 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8月2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8月2３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8月11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8月1６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8月19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8月4日㈬・18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8月12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8月2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8月4日㈬・18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8月19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8月1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、 ８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
こまちゃんの五目野菜炒めこまちゃんの五目野菜炒めレシピ㊿

　今月は、学校給食のメニュ
ーから「こまちゃんの五目野
菜炒め」をご紹介します。

物学務課☎奮366

●作り方
①�小松菜は、3センチメートルの長さに切る。キャベツ、に
んじんは千切り、玉ねぎは薄切り��にする。
②�フライパンに炒め油を入れ、豚肉を炒める。肉に火が通っ
たら、にんじん、玉ねぎ、キャベツの順に炒める。少しし
んなりしてきたら、コンソメ、塩、こしょうで味付けをする。
③�全体に火が通ったら、小松菜を入れ、さらに炒め、仕上げ
にしょうゆを回し入れる。

●材料　4人分
小松菜� 60グラム（2～3株）　
キャベツ� 120グラム（3枚程度）
にんじん� 20グラム 　 　 　
� （4センチメートル程度）
玉ねぎ� 60グラム 　 　 　
� （中くらいのもの2分の1個）
豚肉（こま切れ）� 150グラム 　 　　
コンソメ� 小さじ1 　 　 　
塩� 小さじ3分の1　 　
こしょう� 少々 　 　 　
しょうゆ� 大さじ1 　 　 　
炒め油� 大さじ1 　 　 　

〈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

新庁舎パネル展

「今と昔、これから」
　現在の庁舎と建設予定の新
庁舎について、パネル展を実
施します。パネル展では、新
庁舎の模型の展示や、八潮市
制施行５０周年を祝したバック
ボードを使用した撮影スポッ
トを設置します。
開催期間
　７月２６日㈪～3０日㈮
　８月3日㈫～１3日㈮
場所
　市役所ロビー

　新たな庁舎の整備に向け、令和元年度から取り組んできた設計業務が終了しました。
　建て替えにあたっては、現在使っている庁舎の耐震性が不足していることから、大きな地震や集中豪
雨などの災害にしっかり対応できるよう、災害に強い庁舎を整備します。また、脱炭素社会の実現に向
け、省エネルギーに優れた空調機器や照明機器の採用により、先導的な施設整備に取り組みます。
　なお、令和3年秋ごろから令和５年秋ごろまでの約２年間にわたる建設工事に着手し、令和６年１月に新
庁舎をオープンする予定です。 物アセットマネジメント推進課☎奮８４５

新庁舎全景イメージ新庁舎全景イメージ

八 潮 市 制 施 行 
５０周年記念冠事業

設計業務の終了設計業務の終了新庁舎建設工事新庁舎建設工事


