
（7）広報 No.851 令和３年（２０２1年）1０月1０日

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

催し 日時 詳細
楽しく体験！！ヤッキーひろば
①カラー魚

ぎょ

拓
たく

②おもちゃの病院

１１月１３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木の葉や貝殻
を油絵の具できれいに写し取る②壊れたおもちゃを修理する　払①１０人（申込順）　沸①
１００円（材料費）②は必要に応じて部品代あり　仏①１１月１日〜

やしお生涯楽習館 ☎９９４‒１０００ 住所鶴ケ曽根４２０‒２ ：八潮市制施行50周年記念冠事業

図書館公民館（八幡・八條）の愛称を募集図書館公民館（八幡・八條）の愛称を募集

育児休業代替任期付職員採用候補者登録試験育児休業代替任期付職員採用候補者登録試験

　図書館公民館が、市民の皆さんの知識・情報・文化活動の拠
点として、また、未来を担う子どもたちの地域における学びの
拠点として、親しみやすく、末永く愛される施設となるよう、
それぞれの愛称を募集します。

　育児休業代替任期付職員を募集します。

物八幡図書館☎９９５－６２１５

物総務人事課☎奮２５３

応募資格　市内在住・在勤・在学の方
応募に当たっての留意事項
▼図書館公民館の愛称としてふさわしいもの▼漢字、ひらがな、
カタカナ、数字、アルファベットを使用したもの▼応募は各施
設１人１点まで
　詳しくは、募集要領（市内公共施設または市ホームページか
ら入手）をご覧ください。
仏１２月１０日（消印有効）までに、所定の応募用紙（市内公共施
設または市ホームページから入手）を窓口、郵送またはファク
スで八幡図書館事務室（八條図書館内〒３４０－０８０１八條２７５３－
４６、鯖９９７－９０２１）へ

募集職種 募集人数 受験資格など

①一般事務 １０人程度
高等学校卒業以上の学歴を有し、かつ、パ
ソコン操作（文書作成や表計算処理など）
および窓口対応や電話対応などができる方

②保育士 ３人程度 保育士の資格を有する方
③保健師 １人 保健師の資格を有する方
※�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。

ご長寿おめでとうございますご長寿おめでとうございます
　令和３年度に１００歳を迎える９人の方に、長寿のお祝いをしま
した。 物長寿介護課☎奮４４７
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　ヒサエ　さん（松之木在住）
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　ミヨ　さん（中央四丁目在住）
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下
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　サダオ　さん（伊草在住）
※５０音順で掲載しています。基準日　９月１５日現在

試験日　１１月１４日㈰
試験内容　①教養試験および作文試験�②③作文試験
登録時期　１２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　１０月２９日まで
・郵送請求　１０月２５日（消印有効）まで
　封筒の表面に「登録試験案内書請求」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　１０月２９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。

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー

募集募集
令和４年度版ごみ収集カ
レンダーに掲載する広告
淵５２，０００部発行し、町会などを
通して配布のほか転入者へ配布
規格　縦２．５センチメートル×
横１１センチメートル
掲載期間　令和４年４月から１年間
払６区画
沸１区画５０，０００円
※掲載に関する条件あり
仏１０月２９日までに、申込書（環
境リサイクル課または市ホーム
ページで入手）に原稿（電子デ
ータ）を添えて環境リサイクル
課（☎奮２３５）へ

第１５回八潮市新人オー
ディション参加者

腹１２月１１日㈯　正午〜午後５時
複八潮メセナホール
覆１５歳以上３５歳以下（令和３年
１２月１１日現在）
淵ピアノ・声楽・器楽（弦・管）
のソロ（伴奏者１人まで。ピア
ノ使用は１台）
払２５人
沸１人６，０００円
仏１１月３日までに、ピティナ提
携コンクールホームページ（ｈｔｔ
ｐｓ：／／ｐａｒｔｎｅｒｓ．ｐｉａｎｏ．ｏｒ．ｊｐ）へ
物八潮メセナ☎９９８－２５００

彩の国動物愛護推進員
淵動物の愛護や正しい飼い方に
関する知識情報などの普及啓発
仏１１月３０日までに、県ホームペ
ー ジ（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｒｅｆ．ｓａｉｔ
ａｍａ．ｌｇ．ｊｐ／ａ０７０６／ｄｏｕｂｕｔｕ／ａｉ
ｇｏｓｕｉｓｈｉｎｉｎｋｏｕｂｏ２．ｈｔｍｌ） へ
※詳しくは、募集要領（各保健
所、県動物指導センター窓口で
入手）をご覧ください。
物県生活衛生課☎０４８－８３０－
３６１２

埼玉県介護職員雇用推
進事業等参加者

　県では、介護職に興味がある

方に対し、経験の有無などに応
じて、研修の受講から県内介護
施設などへの就職までを幅広く
支援しています。
①介護職員雇用推進事業②介護
助手の養成・確保③高齢者等介
護職員就労支援事業
※詳しくは、埼玉県介護職員雇
用推進事業ホームページ（ｈｔｔ
ｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｉｇｏ－ｍａｎａｂｕ．ｃｏ
ｍ／）をご覧ください。
物受託事業者①②㈱シグマスタ
ッフ大宮支店☎０４８－７８２－
５１７３③㈱ソラスト錆０１２０－
９９７－９６３
※事業委託元：県高齢者福祉課
☎０４８－８３０－３２３２
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☎奮４４８長寿介護課
催し 日時 詳細

認知症に関する講演会 １１月１２日㈮
午前１０時～１１時１５分

複八潮メセナ会議室　覆市内在住・在勤の方　淵認知症本人大使「埼玉県オレンジ大使」の
体験談と認知症の正しい知識について　払３０人（申込順）　仏１０月１５日～

催し 日時 詳細

八幡

陶芸教室
～貴方だけの器を作ってみ
ませんか～

①１１月１３日②１１月２7日（各土
曜日・全２回）
①午後１時～4時
②午後１時～３時

複①中馬場公民館②やしお生涯楽習館陶芸室　覆市内在住・在勤・在学の中学生以上の方　
淵①粘土を成形する②釉

ゆう

薬
やく

をかけて焼く　講師　とうぼく窯　鈴
すず

木
き

健
けん

祭
さい

さん（創造美術会
会員）　払１０人（申込順）　沸２，０００円（材料費）　仏１０月１4日～

文化振興公演会
「三枚のおふだ」

１２月１２日㈰
午後２時～３時

複八潮メセナホール　覆市内在住・在勤・在学の方　淵かかし座　影絵劇（幼児からファミ
リー向け）　払２6０人（申し込み多数の場合は抽選）※定員変更の場合あり　仏１０月２５日（消
印有効）までに、往復はがきで八潮市文化協会（八條図書館内）へ。往信表面に宛先（〒３4０-
０８０１八條２7５３-46）、往信裏面に申込者全員の住所、氏名、連絡先（はがき１枚につき6人まで申
込可）、返信表面に代表者の住所、氏名を記入※抽選結果は、１１月１０日までに返信はがきでお
知らせします。

八條 整理収納アドバイザーに学 
ぶ！楽しい整理収納講座

１１月２7日㈯
午後１時３０分～３時３０分

複八條公民館大ホール　覆市内在住・在勤の方　淵整理・収納に興味のある方、方法が分か
らない方のための講座　講師　浅

あさ

野
の

博
ひろ

美
み

さん（整理収納アドバイザー）　払２０人（申込順）　
仏１０月２８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

☎奮４7９ メールアドレス shokokanko@city.yashio.lg.jp商工観光課
催し 日時 詳細

事業承継セミナー １１月１7日㈬
午後6時３０分～８時３０分

複八潮メセナ会議室　覆市内在住・在勤の方（主に経営者・後継者）　淵事業承継セミナー第
１部：歴史で学ぶ事業承継、第２部：やさしい事業承継のススメ　講師　稲

いな

垣
がき

秀
ひで

行
ゆき

さん、新
あら

井
い

輝
てる

明
あき

さん（（一社）事業承継協会埼玉支部会員）　払２０人（申込順）　仏１０月１4日～（窓口、電話、
ファクスまたは電子メール）

☎９９８‒２５00 住所中央１‒１０‒１八潮メセナ
催し 日時 詳細

ダイヤモンドアフタヌー
ンコンサート

１１月２０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　「ベートーベン／
ピアノソナタ第１4番月光」「ラフマニノフ／リラの花」ほか　出演　笠

かさ

井
い

萌
もえ

さん（ピアノ）
払6０人（申込順）　仏１１月4日午前９時から１９日午後５時まで、八潮メセナ窓口でチケット配布

☎９９５‒33８１ 住所八潮８‒１０‒１保健センター
催し 日時 詳細

ウオーキング講習会
「ウオーキングで健康づくりを！」

１１月１日・８日・１５日
（各月曜日）
午後１時３０分～３時３０分

複エイトアリーナ集合　覆市内在住の方　淵「八潮市健康づくりウォーキングマップ」のコ
ース（4～6キロメートル）の市内散策　講師　やしお歩け歩け協会インストラクター　払各
回２０人（申込順）※参加は１人１回まで　仏１０月１５日～（申込書（市内公共施設で入手）を窓口
へ）

健康づくりの料理教室 １１月８日㈪
午前１０時～午後１時

複保健センター　覆市内在住の方　淵「骨コツ貯金で元気よく～骨を強くする食事～」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１０月１4日～

生活習慣病予防講座 １１月２０日㈯
午後２時３０分～4時4０分

複保健センター会議室　覆市内在住・在勤の方　淵コロナ禍で増加する“眼精疲労”と“視力
低下”～長時間のパソコンやスマホに要注意！視力低下の対策について～　講師　丸

まる

山
やま

勝
かつ

彦
ひこ

さん（医師）　払4０人（申込順）　仏１０月１4日～（電話または市ホームページから電子申請）

☎９９４‒５５00 住所八條２７５３‒４６八條図書館
催し 日時 詳細

聞かせ屋。けいたろう
読み聞かせライブ

１１月7日㈰
①午前１０時３０分～１１時
②午前１１時３０分～正午

複八條公民館会議室１　覆市内在住・在勤・在学の方　淵聞かせ屋。けいたろうさんによる絵
本の読み聞かせ　払各回１５人（申込順）　仏１０月１6日～

バリアフリー上映会
「くちびるに歌を」

１１月１３日㈯
午後１時３０分～4時

複八條公民館大ホール　覆市内在住・在勤・在学の方（障がいのある方優先）　淵聴覚や視覚
に障がいのある方にも楽しんでいただけるよう、字幕や音声ガイド付の映画を上映　払２０
人（当日先着順）※席の確保が必要な障がいのある方は、１０月２３日から予約受付

資料館 ☎９９7‒６６６６ 住所南後谷７６３‒５０

催し 日時 詳細

昔の遊びツアー １０月２３日㈯
午後１時３０分～３時３０分

複資料館・併設の古民家　覆小学生　淵こま、けん玉、ヨーヨー、めんこなどの昔の遊びをス
タンプラリーで体験する　払８０人（当日先着順）

催し 日時 詳細

普通救命講習会Ⅰ １１月6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　淵成人の救
命に必要な応急手当（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１０月２０日まで

草加消防署西分署 ☎９２５‒3２５１ 住所草加市西町１０８‒２
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●�高齢者インフルエンザ予防接種
腹令和４年１月３１日まで
※６５歳以上の方に、受診通知書（青色）を９月下旬に送付しました。
複八潮市・草加市委託医療機関
覆市内在住で、接種当日６５歳以上の方、または６０歳以上６５歳未満で、
心臓・腎

じん

臓・呼吸器などに障がいがあり、身体障害者手帳１級相当
に該当する方
沸１，５００円（生活保護受給世帯の方は、受給証提示により無料）

●歯周疾患検診は１１月３０日まで
　令和３年度中に４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳になる方へ、４月に
受診券を送付しています。お手元に受診券がない方は、保健センタ

ーへ連絡してください。
　歯周病の予防と早期発見のため、早めに受診しましょう。

●�１０月はがん検診受診率５０パーセント達成集中キャン
ペーン月間

　市では胃・肺・大腸・子宮頸
けい

・乳・前立腺のがん検診を実施して
います。年１回は受診をしましょう。お手元に受診券がない方は、
保健センターへ連絡してください。

●１０月は骨髄バンク推進月間
　骨髄バンクへのドナー登録にご協力ください。献血ルームやドナ
ー登録会などで登録することができます。また、市では、ドナーと
なって骨髄などの提供をした方への助成を行っています。

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 11月

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） １１月４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） １１月４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 １１月２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 １１月６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 １１月２４日㈬	 午前１０時３０分～正午 ５～６カ月児
⑥離乳食（後期）教室 １１月２５日㈭	 午前１０時３０分～正午 １０～１１カ月児
⑦プレママサロン １１月５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

１１月１１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　１２月１０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
１１月１１日㈭　午前１０時～１０時３０分
結果説明会　１２月１０日㈮　午前１０
時～１１時３０分（初回の受診者のみ）

市内在住の２０歳以上
の女性

淵問診、骨密度測定
弗保険証

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）

１０月３１日㈰
午前９時～１１時３０分
１１月１０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

１１月１９日㈮・２０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

　11月1日は、市県民税第3
期、国民健康保険税、介護保
険料第5期、後期高齢者医療
保険料第4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

特定健康診査を受けましょう特定健康診査を受けましょう

実施期間　１１月３０日まで
※予約制の医療機関では、期間中でも今年度の受付が終了してしま
う場合がありますので、余裕を持って受診しましょう。

　八潮市国民健康保険では、満４０歳以上の被保険者を対象に、生活習慣病予防のため、
計測（身長・体重・腹囲）、血圧、糖代謝、脂質代謝、肝機能、腎機能の検査を行う「特
定健康診査」を実施しています。自分の健康管理のために受診しましょう。

・受診の際に必要なもの
　保険証、受診券、問診票（医療機関に行く前に記入を済ませてく
ださい）、自己負担金（５００円）
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お口の体操・平家物語
腹毎月第１・３金曜日　午後１時３０
分～３時３０分　複やしお生涯楽
習館セミナー室１　淵平家物語
の音読で口筋を鍛える　弗筆記
用具　沸資料代１００円　物坂本
☎９９５－６００９

「かいぼり隊」募集
腹１１月３日㈷　午前９時～午後０
時３０分　複大曽根ビオトープ　
淵干満に合わせ長年の泥

どろ

堆
たい

積
せき

で
浅くなった池底に水路を掘る。
指導者＝認定ＮＰＯ法人生態工
房　片

かた

岡
おか

友
とも

美
み

さん、佐
さ

藤
とう

方
まさ

博
ひろ

さ
ん　弗飲み物、長袖長ズボン、帽
子、長靴、マスク、軍手、着替え、
履き替えの靴、持っている方は
胴長　物大曽根の湿地ビオトー

プを守る会　戸髙☎０９０－２４８８
－９６３２

英会話・ジュネック会員募集
腹毎週木曜日　午前９時４５分～
１１時４５分　複やしお生涯楽習館　
淵英会話（初級から）　沸月会
費２，０００円　物ミナミ☎０９０－
８４３８－１２９７

840伝言板
　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。
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秘書
広報課（☎奮３７３）へ

８４０伝言板の掲載について

　市では、学習内容が難しくな
ってくる小学校５年生を対象に
平成２８年度から「学習塾との連
携事業　８ゼミ」として、学習
塾の講師による８回の学習指導
を行っています。８ゼミが目指
すのは、一人ひとりのつまずき
を把握し、個々の学力を伸ばす
ことです。
　昨年度は、開催日を土曜日か
ら平日の放課後に、会場を各小
学校に変更したことで、これま
でで一番多い、２４０人の児童が
参加しました。
　参加した児童からは、「苦手な

ところの復習ができたので、自
信がついた」「少ない人数で学
習ができるのでたくさん発表で
きてうれしかった」「分からな
いところが質問しやすかった」
などの感想がありました。
　また、保護者からは、「応用問
題など学校とは違う問題が解け
ることが大変よかった」「コロ
ナ禍で学習の遅れの心配があっ
たが８ゼミを開催してもらえて
ありがたい」などの声をいただ
きました。
　今年度も、３学期に各小学校
で、平日の放課後に実施する予
定です。
　習熟度別の少人数クラスで、
既習内容の復習から応用問題ま
で、幅広く問題を解くことで学
力の向上を目指します。
物指導課☎奮３５８

学力の確実な定着を目指す
「学習塾との連携事業　８ゼミ」

教育委員会
らこ ち

図書館だより図書館だより

■一般書  
「夜

よ

ごとの才
さい

女
じょ

」
赤
あか

川
がわ

次
じ

郎
ろう

　著
「陰

おん

陽
みょう

師
じ

　水
すい

龍
りゅう

ノ
の

巻
まき

」
夢
ゆめ

枕
まくら

獏
ばく

　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  
「ふしぎなヒーローやさん」
みやにしたつや　作・絵

「まーるいまーるい」
せなけいこ　作・絵

■１１月の休館日  
八條図書館　毎週月曜日
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日、３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

■１１月の上映会の日  
○八條図書館
▼児童向け＝１４日㈰　午後２時～
▼一般向け＝２８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１６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１６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９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…４日㈭、１０日・１７
日・２４日（各水曜日）
▼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、祝日の
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「ホース
輪投げ」
▼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11

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▼保健センター講習＝１１日
㈭　午前１１時～▼くるくるおもちゃづくり＝１５
日㈪～１８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＝２日㈫・４日㈭・５日㈮　午前１０時～　
▼子どもの発達相談＝１０日㈬　午前１０時～▼タ
ッチケア（要予約）＝２６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～▼でんで
んたいこづくり＝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
＝１７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㈪・４日㈭・５日㈮　午前１０時～　
▼栄養相談＝１１日㈭　午前１１時～▼ゴスペルコ
ンサート＝１５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㈮・８日㈪・９日㈫　午前１０時～　
▼みのむしリースづくり（要予約）＝１８日㈭・１９
日㈮　午前１１時～▼子どもの発達相談＝２２日㈪　
午前１０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＝２９日㈪・３０日㈫　午前１１時～、午後
２時～▼リズム体操＝１１日㈭　午前１１時～、午後
２時～▼栄養相談＝２２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＝２４日㈬～２６日㈮　午前１０時～、午
後２時～▼ゴスペルコンサート＝２９日㈪　午前
１１時～▼お話し会＝３日㈷・１０日㈬・１７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。
※１１月の休館日：３日㈷・２３日㈷＝①～⑥、４日㈭＝⑤、２４日㈬＝④
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くらしの　知識豆

【事例１】私宛に荷物が届き、特に確認せず受け取って開封すると、
化粧品と請求書が入っていた。注文した覚えはないし、送付元に
も心当たりがない。家族に聞いても誰も頼んでいないと言う。ど
うしたらよいか。
【事例２】自宅の郵便受けに荷物が国際郵便で届いていた。送付
状の宛名や住所は私のもので間違いないが、差出人は分からない。

「送り付け商法」にご注意！

　特定商取引法が改正され、令和３年７月６日以降、注文や契約をし
ていないのに、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商
品（荷物）は、受け取ってすぐに処分できることになりました。
　また、その商品の代金の請求や返品・補償を要求されても応じる
必要はなく、誤って支払った金銭は返金するよう求めることができ
ます。また、海外から送付された場合にも適用されます。
【消費者へのアドバイス】
①身に覚えのない商品は受取拒否しましょう。また、家族が注文し
た、親族・友人などからの贈り物、懸賞の当選品といった可能性も
ありますので、一旦、受け取りを保留し、確認してから受取拒否も
しくは再配達を依頼しましょう。いずれの場合も伝票番号や送り主、
商品名などをメモしておきましょう。
②受け取っても、誤配送や未開封であれば受取拒否できる場合があ
るので、開封前に荷物が届く心当たりや商品名、宛先、送付元など
を確認しましょう。
③クレジットカードの利用明細に不審な請求は無いか確認するよう
にしましょう。
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
知人に貸したお金の返済期限が過ぎているのに、催促して
も返してもらえないので、訴訟提起を考えています。ただ、

判決を取れたとしても、相手にお金を支払うだけの財産があるのか
どうかよく分かりません。どうやってお金を回収すればよいのでし
ょうか。

　訴訟を提起して、「○万円を支払え」と命じる判決をも
らったり、「〇万円を支払う」という和解が成立したのに、

相手が判決や和解に従って任意に支払いをしてくれないことがあり
ます。
　このような場合には、判決や和解調書など（これらを「債務名義」
といいます）に基づいて、裁判所に強制執行（差押などの手続）の
申し立てをして、国家の強制力によって判決や和解の内容を実現す
ることができます。
　金銭を回収する場合の強制執行の種類には、①相手の土地、建物
などの不動産や自動車を差し押さえて売却し、その代金を回収に充
てる方法（不動産執行・自動車執行）、②相手の給料、預金などを
差し押さえて、それを雇い主、銀行などから取り立てて回収に充て
る方法（債権執行）、③相手の家財道具、商品類、貴金属などを差
し押さえて売却し、その代金を回収に充てる方法などがあります。
　ただし、差押えを行う相手の財産は、自分で探して特定する必要
があります。また、運よく財産が見つかったとしても、価値が低い
場合などは費用倒れになることもあります。
　そこで、金銭回収の実効性を確保するために、令和２年４月に施行
された改正民事執行法により、判決などの債務名義があり、一定の
要件を満たす場合には、相手の不動産、給与（勤務先）、預貯金・
株式といった財産に関する情報を関係機関に提供してもらう手続を
申し立てることが可能となりました（第三者からの情報取得手続）。
　なお、実効的に金銭を回収するには、どの手続をどのような順序
で申し立てるか、どのような書類を用意するかなど、十分な調査・
検討・準備が求められます。ぜひ、一度弁護士にご相談ください
物埼玉県弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　若生直樹（弁護士）

回答

お金を回収する方法

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）。
１１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（水曜日が

祝日の場合は翌日午前9時から）
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11月1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11月8日㈪
　午後1時～4時
　11月22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11月10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11月1５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11月18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1５分～午後0時30分
　午後1時30分～3時4５分
複駅前出張所内相談室
払4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11月10日㈬・1７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11月11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11月1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11月1７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11月2５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11月７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、11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
こまちゃんサンドこまちゃんサンドレシピ�

　今月は、学校給食のメニューから「こまちゃんサンド」を
ご紹介します。 物学務課☎奮366

●作り方
①�小松菜をゆでて水気をしぼ
り、２センチメートルの長
さに切る。
②�ツナフレークとマヨネーズ
を混ぜ①を加える。
③�バターロールに切れ目を入
れ、バターを塗り②をはさ
む。
●ポイント
作ってすぐに食べる時は、バ
ターを塗らなくても大丈夫で
す。食べるまでに時間があく
時は、水分が出てくるので、
バターを塗るほうがおすすめ
です。

●材料　５個分
バターロール　　5個
バター　　　　　25グラム
小松菜　　　　　25グラム
ツナフレーク　　70グラム
マヨネーズ　　　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

イチオシヤシオシイチオシヤシオシ
　大曽根小学校の北側に位置する（仮称）八潮南部西地区近隣公園
整備工事が始まりました。
　約１．０ヘクタールある公園内に７つの広場を配置し、幅広い世代の
方々に喜んでいただける公園となるよう、広場の利用目的に合った
公園施設などを設置します。
　開園予定は、令和５年４月です。 物公園みどり課☎奮４６７

⑤噴水広場

①芝生広場

②児童広場

⑥幼児広場⑦健康広場

完成イメージ図

③虫取り広場

④ボール広場

至　大曽根小学校

サブエントランス

サブエントランス

築山

防災施設
トイレ

メインエントランス

（仮称）八潮南部西地区近隣公園整備工事を開始

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あゆみを写真でご
紹介します。

八幡小学校
　昭和39年撮影（当時の校名は八潮第三小学校）

令和3年撮影

八潮のあゆみ③


