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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

☎９９４‒５５００ 住所八條２７５３‒４６八條図書館
催し 日時 詳細

ぬいぐるみのおとまり会

おはなし会：３月２４日㈭　
午後４時～４時３０分
ぬいぐるみのお迎え：３月２５日㈮
午後１時～５時

複おはなし会＝八條公民館会議室（１）、ぬいぐるみのお迎え＝八條公民館会議室（２）　覆２歳
～小学生（未就学児は保護者同伴）　淵おはなし会に参加後、参加者のぬいぐるみが一晩図
書館で過ごした姿を写真に収めて贈呈※ぬいぐるみは除菌します。払１０人（申込順）　仏３月
３日～

資料館 ☎９９７‒６６６６ 住所南後谷７６３‒５０

催し 日時 詳細

季節展示「ひなまつり」 ２月１９日㈯～３月１３日㈰ 複資料館古民家（旧藤波家住宅）　淵古くから伝わる伝統行事「ひなまつり」の紹介（地域に
より様式の異なるひな人形、段飾り、御殿飾り、つるしひななどの展示）

疫病に関する古文書を読む
２月２７日、３月６日・１３日（各日
曜日・全３回）
午後１時３０分～３時３０分

複資料館視聴覚講座室　淵疫病の歴史をくずし字から学ぶ　払２０人（申込順）　仏２月１５日
～２６日

意 見 募 集
①八潮市一般廃棄物処理基本計画（案）
　一般産業廃棄物処理の計画について、社会情勢の変化や新たな課題に対応する
ため、廃棄物処理事業の指標となる「八潮市一般廃棄物処理基本計画（案）」を
作成しましたので、意見を募集します。

� 墳ｋａｎｋｙｏ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ
物環境リサイクル課☎奮２３４

公表の場所　市役所（８４０情報資料コーナー・各
担当課窓口）および市ホームページでご覧くださ
い。②は市内公共施設においてもご覧いただけま
す。また、各担当課において、貸し出しを行いま
す。
募集期間　①２月２５日㈮（必着）まで②３月１１日㈮
（必着）まで
提出方法　①は「八潮市一般廃棄物処理基本計画
（案）に対する意見」②は「アクションプラン見
直し版（素案）に係る意見」と明記（メールの場
合は件名に）し、住所、氏名を記入のうえ、窓口、
郵送、ファクスまたは電子メールで各担当課へ

②八潮市公共施設マネジメントアクションプラン見直し版（素案）
　公共施設の更新・統廃合などについて、計画期間前半の取組状況や情勢の変化
などを踏まえて「八潮市公共施設マネジメントアクションプラン」を見直しまし
たので、意見を募集します。

� 墳ａｓｓｅｔ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ
物アセットマネジメント推進課☎奮４７０

やしお市民大学・やしお市民大学大学院　受講生募集やしお市民大学・やしお市民大学大学院　受講生募集

　八潮のまちについて学びたい方や、仲間と一緒に学習したい方
を募集します。 物社会教育課☎３９２、�やしお市民大学運営事務局☎９５１－０５２１

まちを知る、教養を高める、まちづくりの主役になる「市民
大学の概要」
　やしお市民大学・市民大学大学院は、皆さんの学びたい、
知りたいという気持ちに応えるとともに、八潮市の良さを知
ってもらい、まちづくりにつなげていくために開校しました。
　カリキュラムは、文学や健康、自己啓発に関する講座、福
祉や教育、防災、産業、都市基盤などの行政全般に関する講
座など、充実した内容となっています。
　また、講師は各専門分野でご活躍の大学教授、市民大学の
卒業生、市職員などさまざまです。

やしお市民大学卒業生の感想
●�数十年ぶりの学生生活がスタートしたみたいで、向学心と
情熱を持って、学生生活を送りました。
●�八潮市には、たくさ
んの文化財があるこ
とを知り、文化財な
どに興味を持つよう
になりました。
●�仲間がいっぱいでき、
授業、会話、見学な
どが楽しみでした。

やしお市民大学　第１９期生 やしお市民大学大学院　第１５期生
期間 ５月～令和６年３月（２年間） ５月～令和５年３月（１年間）

月３回、主に土曜日・全６０回（１学年
３０回、２学年３０回）
午後１時３０分～４時３０分（ホームル
ームを含む）

土曜日・全１３回　午前９時３０分～
１１時３０分

場所 やしお生涯楽習館、八潮メセナなど

対象 市内在住・在勤で、年間を通じて
学習できる方（高校生以上） やしお市民大学を卒業した方

内容

〈１学年〉
文章の基本・福祉・歴史・健康スト
レッチ・ディベート・コミュニケー
ション力など
〈２学年〉
文化財見学・環境・防犯・消防署見
学・学長講話・自主研究など
〈１・２学年共通〉
市民公開講座・学外研修など

大学教授などによるゼミ５回
自主研究５回
合同懇談会２回
研究発表会（公開）１回

定員 ３０人（申込順） １５人（申込順）
費用 １学年につき１万円 １万円

申し
込み

３月１４日から４月１１日までに、申込書（やしお市民大学運営事務局で入
手）をやしお市民大学運営事務局（やしお生涯楽習館内、受付＝月・水
・金曜日午前９時３０分～午後４時※祝日を除く）へ授業の様子
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催し 日時 詳細

八幡 第２３回八潮洋らん展
３月３日㈭～６日㈰
午前１0時～午後４時（３日は午
前１１時～、６日は午後３時まで）

複やしお生涯楽習館展示コーナー　淵洋らんの展示、栽培の相談会、植え替えの実習など

八條

終活講座～意外と知らない終
活のお金～

３月１２日㈯
午後１時～３時

複八條公民館大ホール　覆市内在住・在勤の方　淵「老後資金」について考えながら、不安と
疑問を解消し快適な生活を送るための知識を深める　講師　川

かわ

端
ばた

敏
とし

弘
ひろ

さん（ファイナンシ
ャルプランナー〈ＣＦＰ認定者〉）　払２0人（申込順）　仏２月１６日～

歴史講座「方言漢字」の聖地・
埼玉県～地域を彩る文字の方
言を考える～

３月１３日㈰
午後１時３0分～３時

複八條公民館会議室⑴　覆市内在住・在勤の方　淵八潮市の「垳」や埼玉県の「埼」を始めと
する身近な方言漢字について学ぶ　講師　昼

ひる

間
ま

良
りょう

次
じ

さん（八潮の地名から学ぶ会）　払１５
人（申込順）　仏２月２0日～

初めてのスマートフォン教室 ３月１６日㈬
午後２時～４時

複八條公民館会議室⑴　覆市内在住・在勤の方　淵スマートフォンの基本操作と実生活に
役立つ活用法の紹介※貸出用スマートフォン（シンプルスマホ）を１人１台用意します　
講師　スマートフォンアドバイザー　払１５人（申込順）　仏２月１６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

☎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 ３月１８日㈮
午前１0時～午後１時

複保健センター調理室　覆市内在住の６４歳以下の方　淵「春を感じる行楽弁当を作ろう」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２月１４日～

☎奮２９９都市農業課
催し 日時 詳細

じゃがいも栽培を親子で農業体験 ３月５日㈯
午前９時農園集合（小雨決行）

複大瀬４-１７付近の農園※駐車場はありません。　覆市内在住・在勤で小学生以下を含む親子
淵農業者の指導により、親子でじゃがいもの植え付けから収穫を体験（６月下旬ごろまで）　
払３0組（申込順）　沸１組１，000円（農業体験代）　仏２月１７日～

☎奮４４８長寿介護課
催し 日時 詳細

認知症サポーターステップアップ
講座

３月１２日㈯
午前１0時～１１時３0分

複八潮メセナ集会室　覆市内在住・在勤で認知症サポーター養成講座を受講したことがあ
る方　淵認知症に関する知識をより深め、認知症サポーターとして何ができるかを考える
払７0人（申込順）　仏２月１５日～３月１１日

☎９９８‒0１１９ 住所鶴ケ曽根１１８５八潮消防署
催し 日時 詳細

上級救命講習会 ３月５日㈯
午後１時～６時

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　淵救命に必要な応
急手当（成人・小児・乳児の心肺蘇生法および異物除去、ＡＥＤの取り扱い、止血法、保温法、
搬送法など）　払１0人（申し込み多数の場合、抽選）　仏２月１７日まで

☎奮473障がい福祉課
催し 日時 詳細

はじめての手話
３月２日・９日・１６日・２３日（各水
曜日・全４回）
午後７時～９時

複やしお生涯楽習館セミナー室４　覆市内在住・在勤の方　淵初心者向けの手話（あいさつ、
自己紹介、基本的な対応など）　払１９人（申込順）　仏２月１５日～２５日

催し 日時 詳細
楽しく体験!!ヤッキーひろば
①光を楽しむ折り紙
②おもちゃの病院

２月１９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半透明の折り
紙でステンドグラスのような窓飾りを作る②壊れたおもちゃを修理する　弗のり（スティ
ックタイプ推奨）　払①１0人（当日先着順）　沸②は必要に応じて部品代あり

大人のピアノ演奏DE朗読 ３月６日㈰
午後１時３0分～２時３0分

複やしお生涯楽習館多目的ホール　覆小学生以上（小学生は保護者同伴）　淵クラシックピ
アノの生演奏を取り入れた童話の朗読会「マッチ売りの少女」「泣いた赤鬼」　講師　築

つく

田
だ

き
り子

こ

さん（武蔵野音楽大学附属音楽教室講師）　払３0人（申込順）　仏２月１４日～２８日

日常生活をらくらくに
「キネシオテーピングを貼ろう」

３月１３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４　覆１８歳以上の方　淵日常生活で困っている肩・ひざ・腰
などの痛みやねんざにキネシオテーピングを貼って効果を体験する　講師　山

やま

本
もと

清
せい

次
じ

さん
（やしお山本接骨院院長）　払１0人（申込順）　沸５00円（テーピング代）　仏２月１６日～３月７日

浮世絵師歌麿と国芳
～江戸っ子の粋と洒落～

３月１６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４　覆１８歳以上の方　淵寛政・天保の改革時に町民の喝さい
を浴びた歌麿と国芳の作品を読み解く　講師　乙

おと

葉
ば

哲
さとし

さん（やしお楽習塾講師）　払１0人
（申込順）　仏２月１４日～３月１0日

やしお生涯楽習館 ☎９９4‒１000 住所鶴ケ曽根4２0‒２
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●健康寿命を延ばそう
　健康寿命とは、健康で自立した生活を送
ることができる期間で、県では６５歳から「要
介護２」以上になるまでの期間としています。
　健康寿命を延ばすためには、生活習慣病
の予防が大切です。
　保健センターでは、生活習慣病を予防し
て健康長寿な方を増やすために、出前講座
で「健康長寿サポーター養成講座」を実施
しています。サポーターになった方には「健
康長寿サポーター応援ブック」を贈呈しま
す。自分自身とともに、家族、友人など周
りの方の健康寿命を延ばしましょう。

●こころの健康を保ちましょう
　「こころの健康」は、人がいきいきと自
分らしく生きるためにとても重要です。こ
ころの健康を保つためには、ストレスと上
手に付き合うことが大切です。バランスの
とれた食生活、適度な運動、休養をとるこ
とを心がけ、心を健康に保ちましょう。　
　また、春は、就職や転勤など環境の変化
によるストレスがかかりやすい時期でもあ
ります。身近な人の「いつもと違う」とい
う気づきがこころの問題の早期発見や早期
対応に役立ちます。
　保健センターでは、精神科医による「こ
ころの健康相談」を月に１回実施していま
す。こころの健康について心配なことがあ
りましたら、お問い合わせください。

●造血細胞移植後の定期予防接種
費用の助成
　小児がんなどの治療のため造血細胞移植
を受けた２０歳未満の方で、移植前に接種し
た定期予防接種ワクチンの免疫が低下また
は消失したため、再接種が必要と医師が認
めた方に対して、任意で再度予防接種を受
ける費用を助成します。詳しくは、市ホーム
ページまたは保健センターへお問い合わせ
ください。

●女性の健康週間
　３月１日から８日までは「女性の健康週間」
です。
　女性は、思春期、妊娠・出産期、更年期、
老年期と生涯を通じて、ホルモンバランス
が大きく変動し、その影響で心と体にさま
ざまな変化が生じます。健康で明るく、充
実した日々を過ごすためには、自分の体を
知ることが大切です。この機会に健康につ
いて考えてみましょう。
　保健センターでは、健康相談を随時受け
付けています。心身に不調を感じたら、お
気軽にご相談ください。

●子ども予防接種週間
　３月１日から７日までは「子ども予防接種
週間」です。
　ワクチンで防ぐことができる病気（ＶＰ
Ｄ：Ｖａｃｃｉｎｅ　Ｐｒｅｖｅｎｔａｂｌｅ　Ｄｉｓｅａｓｅｓ）

から子どもたちを救うため、入園・入学前
であるこの時期に、保護者の方は未接種の
ワクチンがないかどうか確認しましょう。
　保健センターでは、ワクチンや接種スケ
ジュールなどの予防接種に関する相談を随
時受け付けています。お気軽にご相談くだ
さい。

保健センターからのお知らせ 仏
物☎995－3381

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） ３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） ３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 ３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 ３月１２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 ３月９日㈬	 午前１０時３０分～正午 ５～６カ月児
⑥離乳食（後期）教室 ３月１０日㈭	 午前１０時３０分～正午 １０～１１カ月児
⑦プレママサロン ３月１６日㈬	 午後１時３０分～３時３０分 妊婦

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 3月

特定保健指導を利用しましょう
　八潮市は県平均と比べてメタボリックシンドローム該当者の割合が高い状況です。
　メタボリックシンドロームは、高血圧・脂質代謝異常のリスクを高めます。
　該当の方は、特定保健指導を活用して健康管理に役立てましょう！

物国保年金課☎奮825
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八潮市 県平均

21.0% 20.8%
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市税等の納期限のお知らせ
固定資産税� ４期
国民健康保険税� ９期
介護保険料� ９期
後期高齢者医療保険料� ８期

納期限：２月２８日
口座振替の方は、残高確認
をお願いします。

　妊娠期は、お腹の赤ちゃんの成長や
妊婦さんの健康を維持するためにとて
も大切な時期です。しかし、特に妊娠
初期は外見からは見分けがつかないた
め、周囲から配慮を得られにくいこと
があります。
　「マタニティマーク」は、妊産婦さ
んが交通機関などを利用する際に身に
つけ、周囲に妊産婦であることを示し
やすくするものです。
　このマークを付けている妊産婦さん
を見かけたら、電車やバスなどで席を
ゆずる、近くでは喫煙をやめるなど思
いやりのある行動をお願いします。

「マタニティマーク」
をご存じですか？

特定健康診査受診者のうちメタボリックシンドローム該当者の割合の推移

　保健センターでは、妊娠届出時に
「マタニティキーホルダー」を配布
しています。
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No.855 令和４年（２０２２年）２月1０日

全国Ｕコン競技大会マスター
ズｏｆスタント２０２２
腹２月２６日㈯、２７日㈰　午前９
時～午後５時　複大瀬運動公
園野球場　淵Uコン競技大会
※マスク着用などのコロナ対
策を講じたうえで開催します　
物八潮市Ｃ／Ｌ競技連盟・森
下☎９９７－２８８５

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

　市では小中一貫教育を平成１８
年度に導入し、今年で１６年目を
迎えています。
　今年度は、「八潮スタンダー
ド（目指すべき授業展開モデル）
による授業改善の更なる推進」
を最重要課題に設定し、小中一
貫教育推進検討部会〔けいかく、
まなび（学力）、まなび（体力）、
こころ、しえん〕で研究を深め、
全校で八潮スタンダードを中心
とした授業を実践しています。
　１１月には、大原中学校ブロッ
ク（大曽根小学校・大原小学校
・大原中学校）で研究成果発表
を行いました。「深める授業・

高まる学力、学びを結ぶいきい
きトライ」を研究主題に設定し、
各校で八潮スタンダードとＩＣＴ
機器を活用した授業を公開しま
した。また、大原中学校では、
教諭と市教育委員会の栄養士に
よる成長期におけるカルシウム
摂取の重要性についての「食育」
の授業を公開しました。
　今後も、小中一貫教育の研究
を深め、全ての児童生徒に「学
力・体力の向上と豊かな心」を
育成していきます。

八潮市の小中一貫教育

教育委員会
らこ ち

図書館だより図書館だより
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■３月の休館日  
八條図書館　７日㈪・１４日㈪・２２日㈫・２８日㈪
特別整理休館　１５日㈫～１８日㈮
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日、２１日㈷
※八幡図書館は改修工事のため、３月３１日まで休館
物八條図書館☎９９４－５５００、八幡図書館☎９９５－６２１５

■３月の上映会の日  
○八條図書館
▼児童向け＝２７日㈰　午後２時～
▼一般向け＝６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。

ＩＣＴ機器を活用した授業

小・中学校臨時的任用教員、非常勤講師募集
市内小・中学校臨時的任用教員および非常勤講師を募集します。

物学務課☎奮３７８

職務
①小・中学校臨時的任用教員（病気休暇や育児休業などで勤務
することができない教員の代替）②小・中学校非常勤講師（初
任者研修などで不在となる教員の代替）

資格 小学校教員免許若しくは中学校教員免許（各教科）を有する者

勤務日時 ①月～金曜日（週５日）　１日７時間４５分
②月～金曜日のうち週１～２日　１日４～７時間

勤務場所 市内小・中学校
給与 県の規定により支給
募集人数 随時募集※東部教育事務所への登録が必要です。
申し込み 電話で学務課へ※任用期間については要相談

物小中一貫教育推進室☎奮３９８

子育てひろば

※内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

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３

●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２６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７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

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「割りば
しマジックハンド」

▼毎週土曜日　午後２時３０
分～＝なかよしひろば
（春休みイベント）
▼２５日㈮＝マジックハンド
作り▼２８日㈪＝ボウリング
大会▼２９日㈫＝バルーンス
ライム作り
時間　午後２時３０分～
覆小学生・保護者同伴の幼
児
払各１０人（要予約）
仏窓口または電話で児童館
へ

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

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＝８日㈫　午前
１１時～▼おもちゃづくり＝１４日㈪～　午前１０時
～、午後１時～　払２０組（先着順）

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～▼お楽
しみ会＝１５日㈫～１７日㈭　午前１０時４５分～▼タ
ッチケア（要予約）＝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～▼いちご
狩りごっこ＝木曜日　午前１１時～　払毎週５組
（先着順）▼ボランティアお話し会＝２３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＝２日㈬～４日㈮　午前１０時～▼あそ
べるおもちゃづくり＝９日㈬～１１日㈮　午前１０
時～▼あかみみ先生コンサート＝１７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＝３日㈭・４日㈮・７日㈪・８日㈫　午前
１０時～▼ボランティアお話し会＝７日㈪・２８日㈪　
午前１１時～▼カラフルフォトフレーム（要予約）
＝１０日㈭・１１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～▼おひなさまづくり＝１日㈫　午前１０時
３０分からキットを配布　払２０組（先着順）▼成長
記録カードづくり＝１８日㈮　午前１０時３０分から
キットを配布　払２０組（先着順）

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＝１４日㈪～１６日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼子どもの発達相談＝７日㈪　午前１０時
～▼お話し会＝２日㈬・９日㈬・２３日㈬・３０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。
※３月の休館日：２１日㈷＝①～⑥、２２日㈫＝②
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くらしの　知識豆

【事例１】トイレが詰まってしまったため、修理業者に電話した
ところ、すぐに作業員が来た。「修理をしてみないと費用はわか
らない」と言われたが作業を依頼した。作業終了後に１６万円を請
求され「高過ぎないか」と聞いたが「他社なら２０万円かかる」と
言われ、支払った。やはり高額だと思うので返金してほしい。
【事例２】ゴキブリが出たのでネットで駆除業者を調べて連絡し
たら、「費用は現場を見て見積もります」と言われ、自宅に来て
もらった。「今後１年以内は無料で駆除する」と口頭で言われ
９万８０００円の契約をし、駆除してもらった。その後、またゴキブ
リが出たので無料のつもりで駆除を依頼したところ、別の作業員
が来て「前回の契約に１年保証は付いてないので、作業ごとに費
用が発生する」と言われた。クーリング・オフできるか。

暮らしのレスキューサービスは慎重に！

　トイレの修理、害虫駆除など事業者に対処を依頼するレスキュー
サービスは、緊急を要する場合が多く、ネットなどを見て慌てて修
理を依頼してしまいがちです。利用には注意が必要です。
【消費者へのアドバイス】
①水回りのトラブル、害虫などの駆除作業は一様ではないため、広
告の表示や電話での説明のとおりの料金になるとは限りません。ま
た、契約を強要される、次々と高額な作業を提案されるなどの場合
は、特に注意が必要です。中には「今現金で払えば○万円値引きす
る」「今修理しなければ大変なことになる」など支払いを急かす、
不安をあおるケースもあります。落ち着いて対応しましょう。
②クーリング・オフができる場合もあります。勧誘や契約内容に納
得できない場合は、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

質問 　成人年齢が１８歳に引下げられると聞きました。市民生活
にどんな影響がありますか。
　民法の成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げる改正法が今
年４月１日から施行されることになりました。

　これにより１８、１９歳の若者は「親権」の対象から外れ、子の居所
を指定したり財産を管理したりする親の権限はなくなります。
　離婚した元夫婦が養育費の支払終期を「子が成人に達するまで」
と取り決めているケースでは、支払が１８歳までなのか２０歳までなの
かをめぐりトラブルになるおそれが指摘されています（その結論は
個別事案ごとの判断とならざるをえないと思われます）。
　何より、１８、１９歳の若者を狙い、判断力・知識経験の不足につけ
込み契約させるなどの消費者被害が増える懸念があります。
　民法は、未成年者は親権者の同意なく契約などの行為ができない
ものとし、仮に単独で契約などをした場合は取り消せる制度を設け
ています。もし未成年の若者が判断未熟のままローンを組んだり、
高額商品を購入したり、ＦＸ投資、マルチ取引、情報商材、ネット
ゲーム、スカウト商法などの契約をしてしまっても、未成年を理由
に親権者などが取り消せば、契約をなかったことにできるのです。
　改正法の施行後は、１８、１９歳の若者は、未成年者として扱われな
くなり、親の同意なく１人で高額商品の購入などができる反面、未
成年者であるという理由では契約の取消ができなくなります。
　このような成人年齢の引下げには賛否両論ありえたところで、弁
護士会が反対意見を表明してきた経緯もあります。改正法の施行後
は、１８、１９歳の若者も大人並みに賢く自衛し、もし消費者被害に遭
ったら弁護士などに相談する知恵も持たなければなりません。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　北川浩司（弁護士）

回答

１８歳で成人へ。若者を狙う消費者被害に注意

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

★①②④⑥⑩⑬⑯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（⑰を除く）。

3 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。

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３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３月14日㈪　午後1時～4時
　３月２８日㈪　午前９時～正午
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

④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３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

⑤D 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

⑥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

⑧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３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

⑨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

⑦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３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

⑩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３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

⑪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

⑫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

⑬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３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

⑭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

⑮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

⑯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３月1７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

⑰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

⑱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３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

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

物秘書広報課　☎奮３７３
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）
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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、 ３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
こまちゃんドライカレーこまちゃんドライカレーレシピ�

　今月は、健康づくりの料理教室のメニューから、「こまちゃん
ドライカレー」をご紹介します。 物保健センター☎995-3381

●作り方
①�たまねぎ、にんじん、レーズン、
にんにくはそれぞれみじん切り
にする。小松菜はゆでて水気を
しぼり、細かく切る。
②�フライパンに油を入れて熱し、
たまねぎ、にんじんの順に入れ
て中火でゆっくり炒める。たま
ねぎがしんなりとなったら、に
んにくを加えてさらに炒める。
③�たまねぎが甘く香るようになっ
てきたら、ひき肉を加えてほぐ
すように炒める。
④�肉の色が変わったら、レーズン
とカレー粉を加えてよく混ぜ合
わせる。
⑤�Ⓐを混ぜて、煮立ったら弱火に
して約10分煮込む。へらで底を
こすってみて線が書けるように
なったらゆでた小松菜を混ぜて
出来上がり。

●材料　２人分
たまねぎ　　　100グラム（2分の1個）
にんじん　　　50グラム
レーズン　　　大さじ1
にんにく　　　2分の1かけ
小松菜　　　　3分の1把
牛ひき肉　　　150グラム
カレー粉　　　大さじ1
油　　　　　　大さじ2分の1
　　�トマトの水煮缶詰カットタイプ
　　　　　　　　 200グラム
　　水　　　　　 1カップ
　　固形ブイヨン 2分の1個
　　塩　　　　　 小さじ3分の1
　　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

イチオシヤシオシイチオシヤシオシいきいきいきいきやしおやしお写真館写真館

　1月10日㈷、八潮メセナで、「令和4年八潮市成人式」が開催され
ました。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じた上で、3
部制にて実施しました。今年は、「共に未来へ。掴

つか

め人生の金メダ
ル！！」をスローガンとし、５８4人の新成人が出席しました。
　式典では、成人式実行委員長らが新成人としての抱負などを述べ
ました。
　また、会場では、成人式の看板の前で写真を撮る姿や、新成人が
友人との再会を喜ぶ姿が見られました。 物社会教育課☎奮365

令和4年八潮市成人式
物秘書広報課☎奮423

　令和4年1月1５日に八潮市制施行５0周年を迎えまし
た。これを記念し、これまでの八潮市のあゆみを写
真でご紹介します。

浮塚から内匠橋方面を望む綾瀬川
　昭和30年頃に撮影

令和4年撮影

八潮のあゆみ⑥

令和4年成人式実行委員会委員の皆さん
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