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　元気なうちから介護予防に取り組み、い
つまでもいきいきとした健康長寿を目指し
ましょう。

①�ころばん介護
予防教室

腹９月３０日 ～１２月
２３日（１１月２５日を
除く毎週木曜日・
全１２回）午前１０時
～正午
②�俺の体操教室

腹９月３０日 ～１１月
１８日（毎週木曜日
・全８回）午後２時
～４時
－①②共通－
複八潮メセナ・ア
ネックス
払２０人

④�おいしく食べよう栄
養教室

腹９月２７日 ㈪、１０月１９日
㈫、１１月１７日㈬、１２月２１
日㈫　午前１０時～午後０
時３０分
複保健センター
払各１３人（申込順）

③�オーラルフレイル
予防教室

腹９月２１日 ㈫、１２月１７
日㈮　午後１時３０分～３
時３０分
複保健センター
払各２０人（申込順）

⑤介護予防体操教室
腹９月１４日㈫、１０月５日㈫・１３日㈬
・２５日㈪、１１月２日㈫・９日㈫・１５
日㈪・２２日㈪　⑴午前１０時～１１時
３０分⑵午後１時～２時３０分⑶午後３
時～４時３０分
複保健センター
払各２０人

⑥若返るぞ！シニア体
操教室
●エイトアリーナ
腹９月２７日 ㈪、１０月１３日
㈬、１０月１８日～１１月２２日
（毎週月曜日・全８回）　
午前１０時～１１時３０分
払１００人
●文化スポーツセンター
腹９月２４日～１１月２６日（１０
月８日、１１月１２日を除く

毎週金曜日・全８回）　午
前１０時～１１時３０分
払１００人
●コミュニティセンター
腹９月７日～１１月９日（９月
２８日、１０月２６日を除く毎
週火曜日・全８回）　午前
１０時～１１時３０分
払２４人
●ゆまにて
腹９月２２日～１１月２４日（１０

月６日、１１月３日を除く毎
週水曜日・全８回）　⑴午
後１時３０分～３時⑵午後３
時１５分～４時４５分
払各３５人
●八條公民館
腹９月９日～１１月４日（９月
２３日を除く毎週木曜日・
全８回）　午前１０時～１１時
３０分
払８０人

●八潮メセナ・アネックス
腹９月１５日～１１月１０日（１１
月３日を除く毎週水曜日
・全８回）　⑴午前１０時～
１１時３０分⑵午後１時３０分
～３時
払各６０人
●資料館
腹９月９日 ～１１月１１日（９
月２３日、１１月４日を除く
毎週木曜日・全８回）　⑴

午後１時３０分～３時⑵午後
３時１５分～４時４５分
払各４０人
●古新田公民館
腹９月１６日～１１月２５日（９
月２３日、１０月２１日、１１月
１８日を除く毎週木曜日・
全８回）　⑴午前１０時３０分
～正午⑵午後１時３０分～３
時
払各１０人

―①～⑥共通―
覆市内在住で６５歳以上の方（①は女性②は男性）
淵①②⑤⑥専門の指導員による運動の実技指導や自宅でできる運
動紹介と実技、運動継続のアドバイス③歯科衛生士による歯磨き
の指導、噛む力、飲み込む力など、口

こう

腔
くう

機能低下を予防するお口
の体操④管理栄養士によるバランスのよい食事についての講話や
調理実習

沸①～③⑤⑥無料④５００円（食材料費）
仏①②⑤⑥８月１９日（消印有効）までに、往復はがきを長寿介護
課へ▼往信裏面＝氏名（ふりがな必須）、郵便番号と住所、生年
月日、電話番号、⑤⑥は、希望する会場と時間（第２希望まで記入）
※申し込み多数の場合、抽選。複数事業の申込不可。
③④８月１６日から、電話で長寿介護課へ

物長寿介護課☎奮４４９介護予防で元気アップ！

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー

募集募集
八潮市振興計画審議会委員

任期　委嘱の日から２年間
覆令和３年９月１５日現在、市内に
１年以上在住している１８歳以上
の方で、市政に対する関心があ
り、平日の昼間に開催する会議
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「第５次八潮市総合計画（基本
計画）」の見直しに関する審議
払３人程度（書類審査により選考）
報酬　市の規定により支給
仏９月１５日（必着）までに、Ａ４用紙
に住所、氏名、生年月日、性別、
電話番号、「八潮市のまちづく
りについての考え」（４００字程度）
を記載した文書（様式自由）を
窓口、郵送、ファクスまたは電
子メールで企画経営課（☎奮
８８５、メールアドレスｍ－ｋｉｋａｋ
ｕ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ

八潮市廃棄物減量等推
進審議会委員

任期　１０月１日～令和４年３月３１日
覆令和３年１０月１日現在、市内に
１年以上在住している２０歳以上
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
淵ごみの減量やリサイクルに関
する事項の審議および施策への
協力
払１人（書類審査により選考）
報酬　市の規定により支給
仏９月１０日（必着）までに、住所、
氏名（ふりがな）、生年月日、年
齢、性別、電話番号、小論文「ご
みの減量やリサイクルについ
て」（４００字程度）を記載した文
書（様式自由）を窓口、郵送ま
たはファクスで環境リサイクル
課（☎奮２３４）へ

国民健康保険運営協議会委員
任期　１０月１日～令和６年９月３０日
覆八潮市国民健康保険の加入者
で、令和３年４月１日現在、市内

に１年以上在住している２０歳以
上の方※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
淵国民健康保険事業の運営に関
する事項
払５人（書類審査により選考）
報酬　市の規定により支給
仏８月２４日（必着）までに、応
募の動機を４００字以内にまとめ、
窓口または郵送で国保年金課
（☎奮８２５）へ

第37回八潮市民音楽祭
参加者

腹１１月２８日㈰
複八潮メセナホール
覆市内在住・在勤・在学または
市内で音楽活動を行っている団
体・個人（テープなどによる演
奏は不可）
淵音楽演奏発表会
仏８月１１日から９月１０日までに、参
加申込書（八條公民館、資料館、
ゆまにて、八潮メセナ、やしお
生涯楽習館または市ホームペー
ジで入手）を文化協会事務局（八

條図書館内☎９９５－６２１６、受
付＝午前９時～午後５時）窓口へ

高齢者向け優良賃貸住宅
覆６０歳以上の単身者または夫婦
（内縁を含む）のどちらかが６０
歳以上の世帯
募集住宅　安心ハウスやしお
（大瀬９３２－６）鉄骨３階建て３階
間取り　ワンルーム（２７平方メ
ートル）
※冷暖房完備、広い談話室、エ
レベーターあり、バリアフリー
払１戸（申し込み多数の場合、
抽選）
沸月額６５，０００円（ほかに共益費
など１０，０００円）※所得に応じ減
額（上限３０，０００円）あり
仏８月２３日（必着）までに、申込
書（㈱小山不動産で入手）に必要
書類を添えて、窓口または郵送
で㈱小山不動産（〒３４０－００５３草
加市旭町３－５－３※窓口の場合
は、毎週土・日曜日を除く）へ
※なお、募集定数に達しない場
合は、引き続き募集します。
物市営住宅課☎奮３２６
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催し 日時 詳細
楽しく体験!!ヤッキーひろば
①クイズことばさがし５７５７７!?
②おもちゃの病院

８月２１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おもしろい言
葉をさがして短歌を作ろう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

やしお生涯楽習館 ☎９９４‒１０００ 住所鶴ケ曽根４２０‒２

催し 日時 詳細

普通救命講習会Ⅲ ９月４日㈯
午前９時〜正午

複草加消防署西分署　覆八潮市または草加市に在住・在勤・在学の中学生以上　淵小児・乳
児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８月１８日まで

草加消防署西分署 ☎９２５‒３２５１ 住所草加市西町１０８‒２

催し 日時 詳細

昔の暮らし体験 ８月２８日㈯
午後１時３０分〜３時３０分

複資料館　覆小学生以上　淵カマド・石臼・糸車などの道具を使って、昔の暮らしを体験す
る　払２０人（申込順）　仏８月１４日〜２７日

☎９９７‒６６６６ 住所南後谷７６３‒５０資料館

☎９９５‒３３８１ 住所八潮８‒１０‒１保健センター
催し 日時 詳細

健康づくりの料理教室 ９月１５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　淵「日常備蓄品を上手に使って料理をしよ
う〜災害時における食事〜」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８月１６日〜

☎０４８‒８３０‒２２５８県人権推進課
催し 日時 詳細

ヒューマンフェスタオンライン２０２１ １０月１日㈮
午前０時まで

複インターネット特設サイト（https://saitama-jinken.com/）　淵オンラインによる人権
啓発イベント（①著名人による人権メッセージ動画②人権啓発ポスターやパネルなどの
WEB展示③人権啓発クイズ）

家族介護教室は☎奮４９１、第２期生フレイルサポーター養成講座は☎奮４０８長寿介護課
催し 日時 詳細

家族介護教室 ８月２８日㈯
午前１０時〜１１時

複八潮メセナ会議室　覆市内在住で、これからの介護について学びたい方、在宅で介護をし
ている方　淵仕事と介護の両立のために利用できる制度や介護する際のポイントについて
払２０人（申込順）　仏東部地域包括支援センターやしお苑（☎９９８-８８９５）へ　

第２期生フレイルサポーター養成講
座

①９月１０日㈮
②９月１７日㈮
午前１０時〜午後４時

複①八潮メセナ会議室②八潮メセナ集会室　覆市内在住で２日間養成講座を受講でき、養成
講座終了後、フレイルサポーターの活動に参加できる方　払１５人（申込順）　仏８月１６日〜
※フレイルサポーター…ご自身の健康を維持したり、フレイルチェック測定会の運営に参
加する、地域のフレイル予防応援ボランティアのこと。

催し 日時 詳細

八幡

Ｍｙ 地球儀をつくろう！
～手のひらで考える地球のミ
ライ～

８月２９日㈰
午後１時３０分〜４時

複中馬場公民館　覆市内在住・在勤・在学の小学校４年生以上　淵ミニ地球儀を製作し、環境
問題について学ぶ　講師　渡

わた

辺
なべ

美
み

和
わ

子
こ

さん（ミニ博物館“地球＆宇宙”館長）　払１５人（申込
順）　沸８００円　仏８月１４日〜

プロカメラマンが教える
魅力的な写真の撮り方

９月２３日㈷
①午前１０時〜正午
②午後１時３０分〜３時３０分

複八潮メセナ研修室🄐　覆市内在住・在勤・在学の方　淵①インスタ映えする写真を撮ろう
（スマートフォン・デジカメ講座）②本格的な写真を撮ろう（一眼レフ講座）※それぞれの内
容に合わせた基礎知識と実践指導　講師　恩

おん

田
だ

郁
いく

江
え

さん（元ブライダルカメラマン）　払各
回１５人（申込順）　仏８月１４日〜

八條 茶道入門講座 ９月２５日㈯
午後１時〜４時

複八條公民館和室　覆市内在住・在勤の方（小学生以下は保護者同伴）　淵お茶を点
た

てる楽
しさを体験する　講師　髙

たか

橋
はし

宗
そう

綾
りょう

さん（裏千家）　払８人（申込順）　沸５００円（お菓子代）　
仏８月２４日〜

公民館 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

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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●夏バテ予防のため夏野菜を食べましょう
　夏休みや休日は、朝食と昼食を一緒にとったり、食欲がないから
と欠食することが多くなり、必要な栄養素や水分が不足しがちです。
　「規則正しく」「１日３食」「バランスよく」食べることが大切です。
水分が多く含まれている夏野菜や果物を上手に取り入れ、元気に夏

を乗り切りましょう。
　また、疲労回復に効果のあるビタミンＣや抗酸化作用のある栄養
素が豊富に含まれている野菜を１日３５０グラムしっかり食べましょう。
【主な夏野菜と果物】
　かぼちゃ・トマト・なす・冬瓜・きゅうり・ゴーヤ・みょうが・
ピーマン・すいか・メロン・桃・ぶどう・梨など

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④～⑦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 9月

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） 9月2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） 9月2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 9月7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 9月26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 9月29日㈬	 午前１０時３０分～正午 ５～6カ月児
⑥離乳食（後期）教室 9月３０日㈭	 午前１０時３０分～正午 １０～１１カ月児
⑦プレママサロン 9月１４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

9月１6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　１０月１５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
9月１6日㈭　午前１０時～１０時３０分
結果説明会　１０月１５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）

9月27日㈪・28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（多少時
間がかかります）
※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

9月2０日㈷・2１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３１日は、市県民税
・後期高齢者医療保険料
の各第２期、国民健康保
険税・介護保険料の各第
３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。

物国保年金課☎奮825

特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう
　八潮市国民健康保険では、以下の項目で特定健診を実施しています。
約１０,０００円かかる健診が、ワンコイン（５００円）で受けられますので、
ぜひご自身の健康管理にお役立てください。

必須項目 医師が必要と認めた場合
健診条件に該当した場合・診察　　　・身体計測

・腹囲測定　・血圧測定 
・尿検査　　・血液検査

・貧血検査　・心電図検査
・眼底検査

ワンコイン（500円）で健康チェック！
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短歌勉強会
腹８月１８日㈬・２５日㈬・２９日㈰、９
月８日㈬・１２日㈰・１５日㈬・２２日㈬
・２６日㈰　午後１時３０分～２時４５
分、午後３時１５分～４時３０分　複
資料館（９月１２日・２２日はやしお
生涯楽習館）　淵短歌づくりを
学ぶ　弗筆記用具　沸無料　物
森下☎０８０－５４８３－３０７９

卓球教室
腹９月７日～１０月２６日（毎週火曜
日・全８回）　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（小中学生は保
護者同伴）　弗動きやすい服装、
室内用運動靴、ラケット（貸し
出しあり）　払３５人（申込順）　
沸２，０００円（保険料、ボール代な
ど）※中学生以下は１,０００円　
仏８月２０日までに、上原（☎０９０
－７４１６－０１１８）へ

840伝言板 ８４０伝言板の掲載について
　こちらのコーナーは、市民の
皆さんから寄せられたサークル
・団体などの会員募集や、催しの
案内を掲載しています。
※営利または、宣伝・広告を目的
とするもの、指導者などが生徒
を募集するもの、求人に関する
ものなどは掲載できません。な
お、掲載にあたっては事前に内
容の確認をお願いしています。

連絡がとれないなど、確認がで
きない場合は掲載できませんの
で、ご了承ください。
仏掲載希望月の前月５日までに、
広報やしお８４０伝言板掲載依頼
書（秘書広報課または市ホーム
ページで入手）を、窓口、郵送、
ファクスまたは電子メールで提
出
物秘書広報課☎奮３７３

　八條北小学校では、「外国語
教育の充実」「小中一貫教育・
交流学習の充実」「体験学習の
充実」を図り、少人数ならでは
のきめ細やかな指導や特色ある
教育活動を展開する小規模特認
校制度を実施しています。
　体験入学や令和４年度の入学
などの手続きについて、詳しく
は、要項をご覧ください。要項
・申請書などは学務課窓口、八
條北小学校で配布します。また、
市ホームページでもご覧になれ
ます。

●体験入学など
期間　９月２７日㈪から１０月１日㈮
のうち３日から５日の範囲内
覆小学校新１年生～６年生
仏９月６日から１５日までに、体験
入学参加申込書を、窓口または
郵送で学務課へ
※新１年生は、期間中に、保護
者同伴で見学をお願いします
（午前のみ）。
●入学などの申請手続き
仏１０月１２日から１１月２６日（受付
＝午前９時～午後５時）までに、
小規模特認校入学等申請書を学
務課窓口へ
物学務課☎奮３７８

八條北小学校の
小規模特認校制度

教育委員会
らこ ち

図書館だより図書館だより

■一般書  
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内
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　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  
「チバニアン誕
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生
じょう

」
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■９月の休館日  
八條図書館　６日㈪・１３日㈪・２１日㈫・２７日㈪
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日、２０日㈷・２３日㈷
※八幡図書館は改修工事のため、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

■９月の上映会の日  
○八條図書館
▼児童向け＝１２日㈰　午後２時～
▼一般向け＝２６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。

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２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

◆提供会員講習会
腹２日㈭　午後２時～４時
覆援助ができる方
●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
（保育士相談）
腹１４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、祝日
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「ボウリン
グ」
▼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９

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▼おべんとうづくり＝１３日
㈪～１６日㈭　午前１０時～、午後１時～▼防災教室
＝２８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＝７日㈫～１０日㈮　午前１０時～▼ミ
ニ運動会ごっこ＝１４日㈫～１６日㈭　午前１０時４５
分～▼ボランティアお話し会＝２４日㈮　午前１１
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～▼敬老プ
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▼防災教室＝２９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＝１日㈬～３日㈮　午前１０時～▼子ど
もの発達相談＝１０日㈮　午前１０時～▼防災教室
＝３０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＝２日㈭・３日㈮・６日㈪・７日㈫　午前
１０時～▼保健センター講習＝９日㈭　午前１１時
～▼スタンプあそび＝１６日㈭・１７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～▼敬老の日プレゼントづくり＝９日㈭　
午前１０時３０分からキットを配布　払２０組（先着
順）※定員に達し次第終了▼保健センター講習
＝１５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＝２７日㈪～２９日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼バルーンアート＝９日㈭　午前１１時～
▼保健センター講習＝２４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。
※９月の休館日：２０日㈷・２３日㈷＝①～⑥、２１日㈫＝②
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くらしの　知識豆

【事例１】突然訪問してきた業者に、太陽光パネルと家庭用蓄電
池の設置を勧められ、「売電すれば月額２万円の収入になる」「蓄
電池もあれば電気代も安くなる」と聞き、契約した。業者が帰っ
てからよく考えたら、発電は天候にも左右されるもので、本当に
収入になるのか不安が募ってきたので解約したい。
【事例２】我が家は太陽光パネルを設置し余剰電力を売電してい
るが、じきに固定価格での売電期間が終了するので、家庭用蓄電
池の電話勧誘に応じ、自宅で説明を受けることにした。
　「家庭用蓄電池を設置すれば、自宅用に電気を利用できるので、
電気代が絶対お得」「今日ならキャンペーン価格になる」と説明
され、契約したが、後になって支払いが心配になってきた。

太陽光発電設備の訪問や電話勧誘に注意

　「売電・自家消費すれば絶対にお得になる」などと断定的に言わ
れた、「今日までなら安い」などの営業トークにせかされた、何時
間も勧誘が続き疲弊し、十分な検討をしないまま契約してしまった
というケースがあります。業者の虚偽説明による契約トラブルも発
生しています。
　契約後も、工事内容や補助金関連のトラブルに注意が必要です。
【消費者へのアドバイス】
①突然の訪問や電話勧誘でも、不要であればキッパリ断りましょう。
②その場で契約をせず、複数社から見積もりを取って比較検討する
ようにしましょう。
③パネルや蓄電池の設置条件や使用上の注意、保守管理、運用コス
ト、補助金などを十分確認しましょう。
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
　私は夫と１０年前に結婚しました。昨年から夫はＡと不貞
行為をするようになりました。今年、私は夫と離婚しまし

た。Ａとの不貞が原因と考えています。私はＡに対し、何か法的に
請求できないでしょうか。

　ご質問の事例の場合、Ａに対し精神的苦痛を被ったとし
て慰謝料請求できる可能性があります。

　不貞行為と離婚が関係する場面での「慰謝料」には、一般に、２
種類あるとされます。不貞慰謝料と離婚に伴う慰謝料です。不貞慰
謝料は、字のごとく、配偶者が不倫相手と不貞をしたことで発生す
る慰謝料です。他方、離婚に伴う慰謝料とは、不貞行為が原因とな
って、離婚に至ったことについての慰謝料です。
　ところで、不貞相手に対し、上記の離婚に伴う慰謝料を請求した
案件で、近年、最高裁は重要な判断をしました（平成３１年２月１９日）。
すなわち、不貞行為が原因となって離婚せざるを得なかったとして
離婚に伴う慰謝料を不貞相手に請求することができるのは、単に不
貞行為を及ぶにとどまらずその夫婦を離婚させることを意図してそ
の婚姻関係に不当な干渉をするなどした場合に限られるとしました。
つまり、不貞慰謝料とは異なり、離婚に伴う慰謝料は、配偶者と不
倫相手が不貞行為をしただけでは足りず、不倫相手が離婚させるこ
とを意図して不当な干渉をしていたなどといえない限り、認められ
ないと判断しました。
　この最高裁の考えによると、ご質問の事例では、Ａに対し、不貞
慰謝料と離婚に伴う慰謝料を請求できる可能性がありますが、離婚
に伴う慰謝料については、元夫とＡが不貞行為をしていたことを証
明するだけでは足りず、Ａが、質問者らが離婚するよう意図し不当
な干渉をして離婚に至ったというところまで証明する必要がありま
す。
　不貞慰謝料については、立証活動を念頭においた法的知識が必要
になります。弁護士に相談することをお勧めします。
物埼玉県弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　黒澤洋介（弁護士）

回答

不貞慰謝料

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（⑱を除く）。

9 月各種無料相談
☎996-2111

※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9月６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9月1３日㈪
　午後1時～4時
　9月2７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9月8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9月1６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

⑥D 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

⑦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

⑨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9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）

物社会福祉協議会�☎９９５－３６３６

⑩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

⑧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9月9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

⑪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9月６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

⑫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

⑬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

⑭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9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（電話による事前予約制）

物ゆまにて　☎９９６－０１２３

⑮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

⑯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

⑰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9月1６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

⑱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

⑲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9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

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、 9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
こまちゃんツナサラダこまちゃんツナサラダレシピ�

　今月は、学校給食のメニューから「こまちゃんツナサラダ」
をご紹介します。 物学務課☎奮366

●作り方
①�小松菜は、2センチメートルの長さに切り、ゆでて絞って
おく。にんじんは、薄いいちょう切りにし、ゆでて水分を
切っておく。
②マカロニを、袋に記載されている時間通りゆでる。
③ツナ缶は油を切っておく。
④チーズは、角切りにしておく。
⑤�①、②、③を混ぜ合わせ、マヨネーズ、塩・こしょうで味付
けし、器に盛りつけて、上にチーズをのせる。

●材料　4人分
小松菜� 100グラム（4～5株）
にんじん� 30グラム　 　　　
マカロニ� 40グラム　 　　　
ツナ缶� 70グラム　 　　　
チーズ� 20グラム　 　　　
マヨネーズ� 大さじ2 　 　　　
塩・こしょう� 少々 　 　 　　　

〈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
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アンケート

八
や

潮
しお

市
し

での聖
せい

火
か

リレーはいつ実
じっ

施
し

されたでしょうか
①7月7日　②7月8日　③7月9日
ヒント：１2ページ

　クイズの正解者の中から、八潮市制施行50周年を記念して、
抽選で50人にハッピーこまちゃんのぬいぐるみをプレゼント
します。 物秘書広報課☎奮４２３

覆市内在住・在勤・在学の方
仏９月１0日（必着）までに、①クイズの答え②アンケートの回答③
住所④氏名⑤年齢⑥電話番号を記入のうえ、市ホームページ内応募
フォーム（2次元コードからアクセス）、窓口、郵送または電子メー
ルで秘書広報課（メールアドレスhishokoho@
city.yashio.lg.jp）へ
※応募は１人１通まで。
※当選は、ハッピーこまちゃんのぬいぐるみの発送
をもって代えさせていただきます。

東京２０２０オリンピック聖火リレー

いきいきいきいきやしおやしお写真館写真館

　７月７日㈬、八潮市内で聖火リレーが
行われました。
　清

し

水
みず

達
たつ

夫
お

さんら聖火ランナーが、沿
道の皆さんからの応援を受け、手を振
りながら走りました。
　また、八條中学校の吹奏楽部の皆さ
んによる演奏が行われ、聖火リレーを
盛り上げました。

約
13
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

物企画経営課☎奮227


