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介護予防で元気アップ！介護予防で元気アップ！
　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。
　詳しい日程については、チラシ（長寿介護課、保健センターまたは市ホームページで入手）をご覧ください。

―①～⑥共通―
覆市内在住の６５歳以上の方（①は男性②は女性）
淵①②⑤⑥専門の指導員による運動の実技指導やアドバイス③歯
科衛生士による歯磨きの指導やお口の体操④管理栄養士による講
話や調理実習
沸①②③⑤⑥無料④５００円（食材料費）

仏①②⑤⑥４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３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。
③④４月１５日から、電話で長寿介護課（☎奮４４９）へ

物長寿介護課☎奮４４９

①俺の体操教室
腹５月３０日～９月５日（原則毎週
月曜日・全１４回）　午後１時３０分
～３時
複保健センター
払２０人
②ころばん介護予防教室
腹⑴５月３０日～９月５日（原則毎
週月曜日・全１４回）、⑵５月６日
～９月９日（原則毎週金曜日・全
１４回）　午前１０時～１１時３０分
複⑴保健センター⑵八潮メセナ
・アネックス
払各２０人
③オーラルフレイル予防教室
腹６月２２日㈬、９月２６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）

④おいしく食べよう栄養教室
腹４月２７日㈬、５月１７日㈫、６月
２２日㈬、７月２７日㈬、８月１８日㈭、
９月２６日㈪、１０月１８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）
⑤介護予防体操教室
腹５月１０日～９月６日（原則毎週
火曜日・全１４回）　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５月２日～９月２７日（原則毎週
月曜日・全１４回）　午前１０時～
１１時３０分

払１００人
●コミュニティセンター
腹５月１７日～９月１３日（原則毎週
火曜日・全１４回）　午前１０時～
１１時３０分
払２４人
●ゆまにて
腹５月１８日～９月１４日（原則毎週
水曜日・全１４回）　午後１時３０分
～３時
払３５人
●りらーと八幡（公民館）
腹５月２７日～９月２日（原則毎週金
曜日・全１４回）　⑴午前１０時～１１
時３０分⑵午後１時３０分～３時
払各４０人
●りらーと八條（公民館）
腹５月２６日～９月１日（原則毎週
木曜日・全１４回）　午前１０時～

１１時３０分
払８０人
●八潮メセナ・アネックス
腹５月１８日～９月２１日（原則毎週
水曜日・全１４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５月２６日～９月１日（原則毎週
木曜日・全１４回）　⑴午後１時３０
分～３時⑵午後３時１５分～４時４５
分
払各２５人
●古新田公民館
腹５月１９日～９月８日（原則毎週
木曜日・全１４回）　午後１時３０分
～３時
払１０人

令和４年度 人事異動令和４年度 人事異動 課長級以上職員課長級以上職員
※（　）内は旧職名※（　）内は旧職名

（４月１日付）（４月１日付）
物総務人事課☎奮253

【部長級】
▽総務部長（議会事務局長）峯岸
恒元▽生活安全部長（生活安全部
副部長）中西恵一▽議会事務局長
（建設部副部長兼下水道課長）岡
田亨▽監査委員事務局長兼公平委
員会（都市デザイン部副部長）石
塚清
【副部長級】
▽企画財政部副部長兼企画経営課
長（企画財政部副部長兼秘書広報
課長）菊池俊充▽健康福祉部副部
長兼新型コロナウイルス対策課長
（健康福祉部副部長）大出久美子
▽生活安全部副部長兼環境リサイ
クル課長（生活安全部市民課主幹
兼駅前出張所長兼駅前出張所係
長）横山道男▽市民活力推進部副
部長兼都市農業課長兼農業委員会
事務局長（学校教育部副部長）田

口周一▽建設部副部長兼市営住宅
課長（建設部副部長兼道路治水課
長）金子和広▽学校教育部副部長
（総務部資産税課長）高橋大祐
【課長級】
▽企画財政部政策担当主幹（埼玉
県から派遣）四宮鉄平▽企画財政
部企画経営課主幹（納税課副課長
兼納税係長）髙澤恵▽企画財政部
秘書広報課長（企画財政部秘書広
報課主幹）平野裕子▽企画財政部
秘書広報課主幹（健康福祉部社会
福祉課長）鈴木浩▽企画財政部人
権・男女共同参画課長（生活安全
部交通防犯課長）栗原眞一▽総務
部市民税課長（企画財政部企画経
営課主幹）鈴木健▽総務部資産税
課長（総務部市民税課長）鈴木武
▽健康福祉部社会福祉課長（企画
財政部人権・男女共同参画課長）

倉林昌也▽健康福祉部長寿介護課
長（子育て福祉部障がい福祉課長）
萩野範之▽健康福祉部国保年金課
長（生活安全部危機管理防災課長）
向忠義▽子育て福祉部障がい福祉
課長（企画財政部企画経営課長）
井上淳子▽生活安全部危機管理防
災課長（健康福祉部長寿介護課長）
神原淳一▽生活安全部交通防犯課
長（生活安全部交通防犯課副主幹）
柳町貴栄▽生活安全部市民課主幹
兼駅前出張所長兼駅前出張所係長
（生活安全部危機管理防災課副主
幹）市川敦士▽建設部道路治水課
長（建設部道路治水課副課長）武
田哲雄▽建設部下水道課長（建設
部下水道課副課長）中根健文▽都
市デザイン部都市計画課長（都市
デザイン部開発建築課長）山口雅
則▽都市デザイン部開発建築課長

（建設部市営住宅課長）本松勇治
▽教育総務部社会教育課長（教育
総務部社会教育課主幹）小林勝己
▽学校教育部指導課長兼小中一貫
教育推進室長（埼玉県から派遣）
和田進

【退職者】（３月３１日付）
▽會田喜一郎（総務部長）▽武内
清和（生活安全部長）▽晝間徳浩
（監査委員事務局長兼公平委員会）
▽恩田秋弘（市民活力推進部副部
長兼都市農業課長兼農業委員会事
務局長）▽篠原啓佑（企画財政部
政策担当主幹（埼玉県へ帰任））
▽友部洋子（健康福祉部国保年金
課長）▽中村典雅（生活安全部環
境リサイクル課長）▽千嶋淳一（学
校教育部指導課長兼小中一貫教育
推進室長（埼玉県へ帰任））

「文化スポーツセンター」および「だいばら児童館」利用中止のお知らせ

　市では施設の老朽化などを総合的に判断した結果、４月から利
用を全面的に停止することとしました。
　利用者の皆さんには、多大なご迷惑をおかけしますが、ご理解
をお願いします。
※体育施設利用の申請手続などは、当面の間、文化スポーツセン

ターで対応します。また、文化スポーツセンターの休館日（毎月
第１、第３、第５月曜日）に限り、エイトアリーナで一部の手続き
を行うことができます。
物�文化スポーツセンター☎９９６－５１２６��
子育て支援課☎奮８３９
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催し 日時 詳細

季節展示「端
たん

午
ご

の節句」
４月１６日㈯～５月８日㈰
午前９時から午後５時（古民家
は午後３時４５分まで）

複資料館古民家　淵古くから伝わる伝統行事「端午の節句」の由来や歴史を紹介（鯉のぼり、
五月人形などを展示）

昔の暮らし体験 ４月２３日㈯
午後１時３０分～３時３０分

複資料館古民家　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　払２０人（申込順）　仏４月１４日～

資料館 ☎９９７‒６６６６ 住所南後谷７６３‒５０

☎９９８‒２５００ 住所中央１‒１０‒１八潮メセナ
催し 日時 詳細

第２８回メセナロビーコンサート
古典音楽の集い

４月２４日㈰
午後１時３０分～

複八潮メセナロビー　淵筝
こと

、三
しゃ

味
み

線
せん

、鼓
つづみ

による邦楽の演奏　出演　雅
の会　司会　おいけ家

や

金
きん

魚
ぎょ

さん　払３０人（申込順）　仏４月１７日午前９
時から２３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

健康づくりの料理教室 ５月１９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「おいしく減塩！～塩分を減らす
工夫～」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４月１４日～

☎奮２９９都市農業課
催し 日時 詳細

枝豆栽培を親子で農業体験 ５月７日㈯
午前９時農園集合（小雨決行）

複やしお駅前公園西側の農園（茜町１－２－５付近）※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、親子で枝豆の種まきから収穫を体験（７
月中旬ごろまで）　払２０組（申込順）　沸１組１，０００円（農業体験代）　仏４月１４日～

☎奮４４９長寿介護課
催し 日時 詳細

フレイルチェック測定会 ５月２４日㈫
午後２時～４時

複資料館会議室、学習室　覆市内在住の６５歳以上の方　淵健康状態の確認、筋肉量などの測
定およびフレイル予防について　払２０人（申込順）　仏４月１５日から電話で西部地域包括支
援センターケアセンター八潮（☎９９４－５５６２）へ

☎奮３６５  墳shakaikyoiku@city.yashio.lg.jp社会教育課
催し 日時 詳細

生涯学習学校開放講座
「筝

そう

曲
きょく

教室」

５月７日～７月９日（５月２１日、６月
１８日を除く毎週土曜日・全８回）
午後２時～４時

複八條中学校　覆市内在住・在勤・在学の方　淵日本のメロディーの演奏　払２０人（申し込
み多数の場合、抽選）　仏４月２２日まで（電話、郵送、電子メール、市ホームページから電子申
請）

催し 日時 詳細
楽しく体験!!ヤッキーひろば
①昔あそび・わりばし鉄砲を作ろう！
②おもちゃの病院

４月１６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わりばし鉄砲
を作ってあそぶ②壊れたおもちゃを修理する　払①１５人（当日先着順）　沸②は必要に応じ
て部品代あり

やしお生涯楽習館 ☎９９４‒１　０００ 住所鶴ケ曽根４２０‒２

催し 日時 詳細

普通救命講習会Ⅲ ５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　淵小児・
乳児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１２人（申
し込み多数の場合、抽選）　仏４月２０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

公民館 第３５回八潮市歌謡大会 ５月１５日㈰
午前１０時～午後５時 複八潮メセナホール　淵成果発表　払２５０人（当日先着順）

公民館☎９９５‒６２１　６ 住所中央３‒３２‒１１りらーと八幡

催し 日時 詳細

公民館
園芸体験講座
自宅で実のなる作物を育て
収穫しよう

５月７日㈯
午前１０時～正午

複りらーと八條会議室⑵・図書館テラス　覆市内在住の小学生（保護者同伴）　淵野菜の栽
培・収穫方法を学ぶ。自宅で栽培後、収穫した作物の写真を公民館の写真展に展示　
講師　石

いし

井
い

康
やす

之
ゆき

さん　払１０人（申込順）　仏４月１６日～５月１日

公民館☎９９４‒３２００ 住所八條２７５３‒４６りらーと八條

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



（9）広報 No.857 令和４年（２０２２年）４月1０日

●産後ケア事業
　産後のお母さんの心身の回復や育児手技
の獲得のため、周囲のサポートが得られに
くい方や育児に不安があり専門職のサポー
トが必要な方などを対象に、助産師などの
専門職による支援を行う「産後ケア事業」
を開始しました。施設に宿泊する「短期入
所型」と、助産師などが継続的にご自宅を
訪問する「居宅訪問型」の２種類があります。
利用には条件があり、手続きが必要になり
ます。
　詳しくは、市ホームページをご覧いただ
くか、保健センターへお問い合わせくださ
い。

●高齢者肺炎球菌予防接種
接種期間　令和５年３月３１日まで
覆過去に一度も高齢者肺炎球菌ワクチンを
接種したことがない方で、次のいずれかの
用件を満たす方※ニューモバックスＮＰ（２３
価）ワクチンを接種したことがある方を除
く
①令和４年度に６５・７０・７５・８０・８５・９０・
９５・１００歳に達する方
②６０歳以上６５歳未満で、心臓・腎

じん

臓
ぞう

・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
※①の方には通知を発送しました。②に該
当し接種を希望される方は、保健センター

へお問い合わせください。

●産婦健康診査費用の一部を助成
　出産後おおむね１カ月の頃に行う「産婦
健康診査」について、令和４年４月１日以降に
受けた方を対象に費用の一部を助成します。
　母子健康手帳交付時に交付される産婦健
康診査助成券を市の委託医療機関に提出す
ることにより助成が受けられます。令和３
年度中に、母子健康手帳の交付を受けた方
については、助成券を個別発送します。
　市の委託医療機関以外で受診される場合
は、申請により助成を受けられますが、健
康診査内容などに条件がありますので、事
前に保健センターへお問い合わせください。

保健センターからのお知らせ 仏
物☎995－3381

対象の方には受診券を送付しています。ご自身の健康管理のため、ぜひご利用ください。
物国保年金課☎奮825

特定健康診査・健康診査が始まりました

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

５月１８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　�６月２４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
５月１８日㈬　午前１０時～１０時３０分
結果説明会　６月２４日㈮　午前１０時
３０分～１１時（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）

５月２７日㈮
午後１時～３時３０分

市内在住の４０歳以上
の方

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１６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

５月１５日㈰、１６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２０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、内視鏡検査も選択できます。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
―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、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

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 5月

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） ５月１１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） ５月１１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 ５月１７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 ５月１５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 ５月２５日㈬� 午前１０時３０分～正午 ５～６カ月児
⑥離乳食（後期）教室 ５月２６日㈭� 午前１０時３０分～正午 ９～１１カ月児
⑦プレママサロン ５月３０日㈪� 午後１時３０分～３時３０分 妊婦

税金の納付は、
安全・確実・
便利な口座振
替をご利用く
ださい。

特定健康診査 健康診査
対 象 者 ４０歳以上の国民健康保険被保険者 後期高齢者医療制度被保険者
実施期間 4月1日 ～ 11月30日

負 担 金
500円

※�令和３年度住民税非課税世帯の方、
今年度４０歳または７５歳になる方は無料

無料

受診券の
発送時期

・２月以前に資格取得手続きをされた方　→　３月に発送しました
・３月中に資格取得手続きをされた方　　→　４月末頃発送予定
・４月中に資格取得手続きをされた方　　→　５月末頃発送予定
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第２９回やしお市民まつり実行委員会委員（団体）の募集第２９回やしお市民まつり実行委員会委員（団体）の募集
腹５月～１２月（月１～２回の会議を予定）
覆やしお市民まつり実行委員会規約（市ホ
ームページに掲載）の趣旨に賛同し、午後
７時ごろから開催される会議に出席できる
市民団体
淵会議（全体会４回程度および各部会）の
出席、開催までの準備および当日の運営
主な部会および活動内容
◯総務　資金計画案および決算書の作成、
協賛金募金活動など
◯安全対策　交通規制や交通整理、駐輪場

の確保やその整理など
◯美化推進　各部会に美化活動についての
助言や当日の清掃活動など
◯広報記録　市民まつりの開催を広く周知
するための活動および記録など
◯パレード　パレードの企画および出演団
体の誘導や会場整理など
◯ふれあい広場　ふれあいを目的としたイ
ベントの企画、運営など
◯子どもまつり　子どもを対象としたイベ
ントの企画、運営など

◯スポーツ広場　子どもを対象としたスポ
ーツイベントの企画、運営など
◯わんぱく相撲　わんぱく相撲の企画、運
営など
仏４月２５日までに、やしお市民まつり実行
委員会加入申込書（市民協働推進課または
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やしお市民まつ
り実行委員会事務局（市民協働推進課内☎
奮４６５、墳ｓｈｉｍｉｎｋｙｏｄｏ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．
ｊｐ）へ

■一般書  
「私

わたし

の盲
もう

端
たん

」
朝
あさ

比
ひ

奈
な

秋
あき

　著
「ミシンと金

きん

魚
ぎょ

」
永
なが

井
い

みみ　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  
「はなになりました」� 南

みなみ

塚
ずか

直
なお

子
こ

　絵
内
うち

田
だ

麟
りん

太
た

郎
ろう

　文
「へそまがりねこマックス」

ソフィー・ブラッコール　作
石
いし

津
ず

ちひろ　訳

■５月の休館日  
りらーと八幡・八條　毎週月曜日
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日、３日㈷～５日㈷
物りらーと八幡（図書館）☎９９５－６２１５、りらーと八條（図書館）☎９９４－５５００

■５月の上映会の日  
○りらーと八條（図書館）
▼児童向け＝１日㈰　午前１１時～　２２日㈰　午前１１時～
▼一般向け＝８日㈰　午後２時～　２９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。

　学校の授業や避難所として使
用する体育館においては、近年
の猛暑や新しい生活様式である
マスク着用によって、熱中症の
リスクが高まることが想定され
るため、令和３年度から八條中
学校、八幡中学校、潮止中学校、
大瀬小学校の体育館空調設備の

設置を進めています。
　令和４年度には、八潮中学校、
大原中学校、潮止小学校の体育
館空調設備の設置を予定してお
り、来年度以降も計画的に小学
校の体育館空調設備の設置を進
めていく予定です。
物教育総務課☎奮４２４

図図書館だより書館だより
小中学校の体育館空調設備の設置

教育委員会らこ ち

●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１３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１３日㈮　午後２時～４時

※�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、各ひろばにお問い合
わせください。

※�７面に記載の通り、「だいばら児童館」・「だい
ばら子育てひろば」は、休止しています。

※�内容など、詳しくは
市ホームページをご
覧ください。

月子育て情報コーナー５
子育てひろば

やしお子育てほっとステーション

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▼子どもの発達相談＝１０日㈫　午前１０時～▼スタンプ遊び
＝１８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

りらーと八條
（公民館）

火～金
午前１０時～午後３時

▼身体測定＝１０日㈫～１３日㈮　午前１０時～▼保健センター講習＝１８日㈬　午前
１１時～▼ここちのよいだっこ講座（要予約）＝２６日㈭　午後１時３０分～

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～▼ピクニックごっこ＝毎週木曜日　午前
１０時３０分～　払毎週５組（先着順）▼栄養相談＝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＝１１日㈬～１３日㈮　午前１０時～▼音あそび＝２０日㈮　午前１１時～▼
フェルトフォトフレームづくり＝２５日㈬～２７日㈮　午前１０時～

⑤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＝２６日㈭・２７日㈮　午前１１時～、午後２時～▼栄養相談＝１７日㈫　午前
１１時～▼ツタの天井かざりづくり＝３０日㈪　午前１０時３０分からキットを配布　
払１５組（先着順）

⑥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＝１６日㈪～１８日㈬　午前１０時～、午後２時～▼お話し会＝４日㈷・１１日
㈬・２５日㈬　午前１１時～▼宝探しゲーム＝１２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。
※５月の休館日：３日㈷～５日㈷＝①～⑤

覆援助ができる方
物☎９５１－０３１２
●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
物☎９５１－０２６９
●駅前子どもの相談窓口（保育士相談）
腹２４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
物☎９５１－０２８５
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くらしの　知識豆

【事例１】小学生の息子のために、学習塾の特別講習を契約した。
費用は総額８万円、契約期間は４週間、支払い済みである。ところ
が、急に都合が悪くなり、一度も受講することなく解約を申し出
たが「規約のとおり一切返金しない」と言われた。
【事例２】中学生の娘を学習塾に通わせているが「やめたい」と
言い出した。退塾を申し出ると「前月の１５日までに申し出ないと、
翌月分の月謝はいただくことになっています」と言われた。

質問 　約半年前に私の父が死亡しました。私は、父と仲が悪く、
１０年以上連絡を取っていなかったので、相続の手続は行っ

ていませんでした。しかし、先日、消費者金融から、父は生前借金
をしており、相続人である私が返済債務を負うとの通知書が届きま
した。通知書のとおり、私が父の借金を返済しなければならないの
でしょうか。

　相続人は、被相続人（亡くなった方）の財産を相続しま
すが、プラスの財産だけではなく、マイナスの債務も当然

に相続します。そのため、相続発生後に何もしないと、借金の返済
債務ばかりを相続してしまう場合もあります。
　今回のように、被相続人の財産として、プラスの財産よりもマイ
ナスの債務の方が大きい場合には、相続放棄をすることが望ましい
です。相続放棄は、相続人が、戸籍などの必要書類と相続を放棄す
る旨を記載した申述書を家庭裁判所へ提出して行います。
　なお、被相続人の借金について、相続人の方が保証人となってい
た場合、相続放棄をしても返済義務は原則として消えませんのでご
注意ください。
　民法上、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを
知った時から３カ月以内」にしなければならないと定められていま
す（民法９１５条１項）。今回のケースでは、被相続人の死亡から３カ月
以上が経過していますが、相続人が借金の存在を全く知らず、これ
を知らなかったことに相当の理由があるなど、特段の事情のある場
合には、相続放棄の期限について、その債務の存在を知った時から
３カ月以内とされる場合もあります。このように、被相続人の死亡
から期間が経過していても相続放棄ができる場合がありますので、
お気軽に弁護士にご相談ください。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　高野広夢（弁護士）

回答

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学習塾での解約トラブルにご注意！

　学習塾は、長期間で高額な契約となる場合が多く、契約期間の途
中で辞めたいとなった際に、解約料や返金でトラブルになるケース
が見受けられます。
　学習塾との契約で、契約期間が２カ月を超え、契約金額が５万円を
超える契約は、特定商取引法に定める「特定継続的役務提供」に該
当し、概要書面・契約書面受領から８日間はクーリング・オフがで
きます。クーリング・オフ期間が経過した場合は、「既に提供を受
けているサービスの対価」と「解約料（法定金額）」の合計額を負
担することで中途解約ができます。なお、既払金額が合計額を超え
ている場合は差額分の返還を求めることができます。
【消費者へのアドバイス】
①規約・契約書は必ず確認しましょう。特に契約期間の途中で学習
プランを変更する場合や、やめる場合を想定し、支払いまたは返金
がどうなるかを確認し、文書などに残しておくとよいでしょう。
②消費者にとって、あまりにも不利な解約条件は無効になるケース
があります。
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

相続と債務

★相談日が祝日の場合はお休み
　です（⑮を除く）。

※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。

5 月各種無料相談
☎996-2111

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５月９日㈪　午後１時〜４時
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

④D 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

⑤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

⑦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５月１１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

⑧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

⑥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５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

⑨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５月９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

⑩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

⑪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

⑫若年者就職相談
若年者（おおむね４0歳
未満、学生など）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５月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

⑬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

⑭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

⑮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

⑯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５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

●法律相談 ※５月１８日㈬午前９時から電話予約
法律上の諸問題についての相談（弁護士が対応）

●税理士相談 ※５月６日㈮午前９時から電話予約
相続税など税金全般についての相談（税理士が対応）

●不動産相談
空き家、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）

●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）

●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（行政書士が対応）

●司法書士相談 ※５月６日㈮午前９時から電話予約
土地・建物の所有権移転登記、相続、会社設立、成年後見
制度などについての相談（司法書士が対応）

①総 合 相 談 物秘書広報課　☎奮３７３

次の６つの相談を合わせて開
催するため、複数の相談を受
けることができます。

腹５月２0日㈮
　午後１時２0分〜４時
複八潮メセナ

②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（５月６日分の

物秘書広報課　☎奮３７３
み５月２日㈪午前９時から予約開始）
腹５月６日㈮・１３日㈮・２７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、 5月10日㈫です。

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
こまちゃん和風あんかけ丼こまちゃん和風あんかけ丼レシピ�

　今月は、学校給食のメニューから、
「こまちゃん和風あんかけ丼」をご
紹介します。 物学務課☎奮366

●作り方
①�小松菜は２センチメートルに、
鶏もも肉は１口大に切る。にん
じん、たけのこは短冊切り、た
まねぎは縦半分に切りスライス、
はくさいはせん切り、生しいた
けは半分に切りスライスする。
②�フライパンに炒め油を入れ、中
火で鶏もも肉を炒める。鶏もも
肉が白っぽくなったら、小松菜
以外の野菜を入れてさっと炒め
る。
③②にⒶを入れて１5分ほど煮る。
④�③の野菜がやわらかくなったら、
小松菜を入れて、水溶き片栗粉
を回し入れ、全体にトロミがつ
いたら火を止める。
⑤�器にごはんを盛り付け、④をか
ける。

●材料　4人分
ごはん　　　　　400グラム
小松菜　　　　　60グラム
鶏もも肉　　　　240グラム
にんじん　　　　40グラム
たけのこ　　　　80グラム
たまねぎ　　　　60グラム
はくさい　　　　120グラム
生しいたけ　　　2枚
炒め油　　　　　適量
　　�さとう　　 大さじ1
　　�しょうゆ　 大さじ1
　　�みりん　　 大さじ2分の1
　　�かつおだし 小さじ2
　　�水� 150ミリリットル
片栗粉　　　　　大さじ1
水　　　　　　　大さじ2

Ⓐ

シティセールス
ＰＲ動画配信中

やしお840メール配信中

イチオシヤシオシイチオシヤシオシ

　３月１８日㈮、保健センターで『春を感じる！行楽弁当を作ろう』
をテーマに、健康づくりの料理教室が行われました。
　講師の指導のもと、グループごとに協力しながら、5品のメニュ
ーに挑戦しました。
　参加者からは、「さっぱりとした味付けで美味しかった」「春らし
い彩りで、見た目もとても良かった」「電子レンジで簡単に作るメ
ニューもあり新鮮だった」などの感想が聞かれました。

物保健センター☎９９５-33８１

※Facebook、Twitterでも同時配信中

完成した行楽弁当

登録はこちらから

〈広　告〉

いきいきいきいきやしおやしお写真館写真館
健康づくりの料理教室

物商工観光課☎奮202

　中川やしおフラワーパークでは、3月下旬に花桃と菜の花が
見ごろを迎えました。水辺の楽校では、4月にチューリップを
楽しむことができます。
　夏や秋にも季節の花で彩られ、四季折々の花を鑑賞すること
が出来ますので、ぜひ、お立ち寄りください。

中川やしおフラワーパーク&水辺の楽校
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