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―①～⑩共通――
仏参加申込書（文化スポーツセン
ター、エイトアリーナまたは市ホ
ームページで入手）に参加費を添
えて、６月１４日から各教室の初回教
室の１週間前までに、文化スポー
ツセンター（☎９９６－５１２６、受付
＝午前９時～午後５時）へ
※①～④の教室で定員に空きがあ
るときは、１教室１回に限り、①②
６００円③④５００円で体験することが
できます。なお、当日参加を希望
する場合は事前にエイトアリーナ
（☎９９９－７０１１）に確認してくだ
さい。

―①～⑥共通―
複エイトアリーナ
覆市内在住・在勤・在学の１５歳以
上の方※中学生を除く
払３０人（申込順）

令和４年度令和４年度   ののスポーツ教室スポーツ教室 物スポーツ振興課☎９９６－５１２６

⑦ミズノ流忍者学校
腹８月１３日㈯　１部＝午前１０時～１１時３０分、２部
＝午後１時～２時３０分、３部＝午後３時～４時３０分
複エイトアリーナ　
覆市内在住・在学・在園の満４歳～小学校３年
生（令和４年４月２日現在）
払各部３０人（申込順）
沸各部５００円

⑨浦和レッズハートフルクリ�
ニック�
腹７月１７日㈰　午前９時～１０時（雨天
中止）
複八條北運動広場
覆市内在住・在学の小学校１～３年生
払３０人（申込順）
沸無料

⑩埼玉西武ライオンズ・ベースボール型スポーツ
イベント（親子）
腹７月２日㈯　午前１０時～正午（雨天中止）
複中川やしおスポーツパーク
覆市内在住・在学で野球未経験の年長～小学校２年生と
その保護者
払４０組（申込順）
沸無料

④サーキットトレーニング
腹７月１２日・２６日、８月２日・１６日（各
火曜日・全４回）　午後８時～８時４５分
沸１，６００円

⑤夜ヨガ
腹８月９日・２３日（各火曜日）
　午後６時３０分～７時３０分
沸各回５００円

⑥夜ピラティス
腹８月９日・２３日（各火曜日）
　午後７時４５分～８時４５分
沸各回５００円

②健康ダンベル
腹７月１２日～８月３０日（毎週火
曜日・全８回）　午前１０時４５分
～１１時４５分
沸４，０００円

③エアロ＆トレーニング
腹７月１２日・２６日、８月２日・
１６日（各火曜日・全４回）　
午後７時～７時４５分
沸１，６００円

⑧キッズダンス
腹８月７日～２１日（毎週日曜日・全３回）　１部＝午
前１０時～１０時４５分、２部＝午前１１時～１１時４５分
複りらーと八幡多目的室１
覆１部＝市内在住・在学の小学校１～３年生、２部
＝市内在住・在学の小学校４～６年生
払各部１５人（申込順）
沸各部９００円

①ピラティス
腹７月１２日～８月３０日（毎週火
曜日・全８回）　午前９時３０分
～１０時３０分
沸４，０００円

夏夏

浦和レッズハートフルクリニック

おしらせ コーナーおしらせＨＯＴコーナー
八潮市国民健康保険運
営協議会委員

任期　８月１日（予定）～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４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
する事項について審議
払１人（書類審査により選考）
報酬　市の規定により支給
仏６月２４日（必着）までに、住所、
氏名、電話番号、応募動機（４００
字以内、様式自由）を窓口また
は郵送で国保年金課（☎奮
８２５）へ

ふれあい農園利用者
利用期間　申込日～令和５年３月
３１日（１年ごとの更新）
複高橋農園（古新田２４５）
覆畑の管理ができ、徒歩または
自転車で通える方
淵１区画２０平方メートル
払５区画
沸１区画年額８，０００円
※農園の空き状況は、５月２５日

現在のものです。
物都市農業課☎奮２９９

夏期保育所・学童保育
所補助指導員
腹月～金曜日　①午前９時～午
後５時②午前８時～午後６時３０分
のうち７時間４５分※勤務日数・
時間については要相談
複①保育所４カ所②学童保育所５
カ所
覆①保育士資格取得を目指す学
生で、７～９月の間で自身が在籍
する学校の夏季休業期間（おお
むね１カ月）※高校生不可
②７月２１日から８月２４日までの期
間中に１０日以上勤務できる１８～
６０歳くらいまでの方※学生可
（高校生は除く）
淵①保育業務の補助など②学童
保育所運営の補助など
払①４人②８人（面接により選考）
報酬　①時給９５８円②時給１，１１７
円
仏６月２４日（必着）までに、「八
潮市会計年度任用職員登録票」
（写真貼付）を窓口または郵送
で保育課（☎奮８８４）へ

第５４回シラコバト賞候補者
覆市内で地域貢献活動を実践し

ていて次の基準を満たす個人や
団体（他薦のみ）
▼常時活動＝年３回以上で８年以
上継続▼定期活動＝年１回以上
で１２年以上継続
　詳しくは、募集冊子（市内公
共施設、（福）社会福祉協議会
または市民協働推進課で入手）
または彩の国コミュニティ協議
会ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。
仏６月３０日まで
物彩の国コミュニティ協議会事
務局☎０４８－８３０－２８１７、 八
潮市コミュニティ協議会事務局
（市民協働推進課内）☎奮４６５

市民活動コラボフェスタ
参加者

腹９月２５日㈰（参加者説明会＝７
月２２日㈮　午後６時～）
複やしお生涯楽習館
覆市内でボランティア活動、生
涯学習活動などをしている団体
・個人で、ステージ発表、交流
イベント、活動展示、体験など
の実施および当日運営協力がで
きる方
仏７月１０日までに、申込用紙（市
内公共施設、（福）社会福祉協議
会または市ホームページで入

手）を窓口、郵送、ファクスまた
は電子メールで市民活動コラボ
フェスタ実行委員会事務局（や
しお生涯楽習館内☎９９４－
１０００、鯖９９４－１００４、〒３４０
－０８０２鶴ケ曽根４２０－２〈受付
＝午前９時～午後５時〉、墳ｇａｋｕ
ｓｙｕｋａｎ＠ｃｉｔｙ．ｙａｓｈｉｏ．ｌｇ．ｊｐ）へ

第３９回八潮市美術展覧
会参加者
覆市内在住・在勤・在学の１５歳
以上の方（市内サークル所属者
を含む、中学生を除く）
淵洋画、日本画、彫刻、切り絵、
工芸、陶芸、写真※規格などは
お問い合わせください。
搬入　９月１９日㈷　午前１０時３０
分～正午
搬出　９月２５日㈰　午後４時～４
時３０分
払１人３点以内
沸１点＝１，０００円、２点＝１，６００円、
３点＝２，０００円
仏７月１０日までに、参加申込書
（市内公共施設または市ホーム
ページで入手）を文化協会事務
局（りらーと八幡【公民館】内
☎９９５－６２１６、〈受付＝午前９
時～午後５時〉）窓口へ
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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、担当課へ

☎奮４08長寿介護課
催し 日時 詳細

フレイルチェック測定会
リピーターの日

7月12日㈫
午後2時～4時

複エイトアリーナ　覆令和3年7月以前に参加した方　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の講座　払30人（申込順）　仏6月15日から、電話で東部地域
包括支援センターやしお苑（☎９９８－８８９５）へ※初めての方向けの「フレイルチェック測定
会（7月26日開催）」もあります。詳しくは、長寿介護課へお問い合わせください。

☎９９8‒２５00 住所中央１‒１０‒１八潮メセナ
催し 日時 詳細

夏休み工作教室
～夏を楽しむものづくり～

7月22日㈮・23日㈯
午前９時～正午

複八潮メセナ展示室　覆小学生　淵「夏を楽しむ」をテーマとしたものづくりを体験　
講師　まゆみさん（絵画造形教室代表）　払各日20人（申込順）　仏6月28日～7月15日

ダイヤモンドアフタヌーン
コンサート

7月30日㈯
午後2時～3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　ベートーヴェン／
ピアノソナタ第15番ニ長調Op.28『田園』ほか　出演　池

いけ

内
うち

堯
たかし

さん（ピアノ）　払60人（申込
順）　仏7月10日午前９時から2９日午後5時まで、八潮メセナ窓口でチケット配布

資料館 ☎９９７‒６６６６ 住所南後谷７６３‒５０

催し 日時 詳細
体験講座
「藍染めティーマットづくり」

6月25日㈯
午後1時30分～3時30分

複資料館学習室　覆小学生以上　淵八潮の地場産業である藍染めでオリジナルのティーマ
ットをつくる　払20人（申込順）　沸330円（材料費）　仏6月14日～23日

催し 日時 詳細
楽しく体験！！ヤッキーひろば
①木の車を作ろう
②チョークアートを体験しよう
③おもちゃの病院

①6月18日㈯
②7月16日㈯
③は両日開催
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色々なパーツ
を使い、自分だけの車を作る②チョークを使って絵を描く③壊れたおもちゃを修理する　
払①15人（当日先着順）②15人（申込順）　沸①②100円（参加費）③必要に応じて部品代あり
仏②6月1９日～

こどものバレエ 7月2日㈯
午前10時30分～正午

複やしお生涯楽習館軽運動室　覆4歳から8歳くらいの子ども　淵バレエの基本の動きを覚
え、音楽に合わせて楽しく踊る　講師　矢

や

嶋
じま

みどりさん（バレエ教室代表）　払15人（申込
順）　仏6月15日～30日

やしお生涯楽習館 ☎９９４‒１000 住所鶴ケ曽根４２０‒２

催し 日時 詳細

夏のリフレッシュヨガ教室 7月2日～8月6日（毎週土曜日
・全6回）　午後1時30分～

複りらーと八幡多目的室1　覆市内在住・在勤・在学の方　淵ヨガの呼吸法および体の動か
し方の実技　講師　深

ふか

谷
や

涼
りょう

子
こ

さん（ヨガ講師）　払20人（申込順）　仏6月14日～

生涯学習第４４回八潮市民謡民舞大会 7月10日㈰
午前11時～午後4時

複やしお生涯楽習館多目的ホール　淵文化協会加盟団体（八潮市民謡連盟）による成果発表
払70人（当日先着順）

公民館☎９９５‒６２１６ 住所中央３‒３２‒１１りらーと八幡

催し 日時 詳細

公民館

親子で体験するあんぜん教
室～通学路での犯罪編～

6月25日㈯
午前10時～正午

複りらーと八條大ホール　覆市内在住の小学校1・2年生とその保護者　淵犯罪から身を守
る方法を親子で学ぶ　講師　木

きの

下
した

史
ふみ

江
え

さん、安
あん

蒜
びる

まどかさん（子ども応援団・結）　払15組
（申込順）　仏6月16日～

布ぞうりの作り方講座 6月2９日㈬
午後1時～4時

複りらーと八條会議室⑴　覆市内在住・在勤の方　淵布ぞうりの製作方法を学ぶ　
講師　木

きの

下
した

史
ふみ

江
え

さん　払15人（申込順）　沸500円（材料費）　仏6月17日～

図書館
記念日新聞　あなたの記念
日を新聞で調べてみません
か？

6月18日㈯～25日㈯ 複りらーと八條図書館カウンター前閲覧スペース　淵自身や家族の記念日を新聞で調べる
※希望の方はコピー可（1部10円）

公民館☎９９４‒３２00　図書館☎９９４‒５５00 住所八條２７５３‒４６りらーと八條

☎９２４‒２１１４ 住所草加市神明２‒２‒２草加消防署
催し 日時 詳細

普通救命講習会Ⅰ 7月2日㈯　
午前９時～正午

複草加消防署　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20人（申し込み多数の場合、
抽選）　仏6月16日まで

☎奮３６５ 住所中央２-１0-１７社会教育課
催し 日時 詳細

親子名作映画会
「ボス・ベイビー ファミリーミッシ
ョン」

7月９日㈯
午前の部＝午前10時30分～
午後0時30分
午後の部＝午後2時～4時

複八潮メセナホール　払各部350人（申し込み多数の場合、抽選）　仏6月22日（消印有効）ま
でに、往復はがきで青少年育成八潮市民会議事務局（社会教育課内）へ。はがきの記載事項な
ど詳しくは、市ホームページをご覧ください。
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ラジオ体操講習会
腹７月８日㈮　午後６時３０分～８時
（受付＝午後６時～）　複エイト
アリーナ　覆市内在住・在勤・
在学の方　淵ラジオ体操の実技
指導　講師　西

にし

川
かわ

佳
よし

克
かつ

さん（ラ
ジオ体操指導者）　弗体育館シ
ューズ、タオル　払１００人（当
日先着順）　物八潮市スポーツ
協会☎９９７－９０９５

納期限のお知らせ
市県民税� 第１期
国民健康保険税� 第１期
介護保険料� 第１期

納期限：６月３０日
口座振替の方は、残高確
認をお願いします。

おとなの食育セミナー
腹７月８日、８月５日、９月２日、
１０月７日（各金曜日・全４回）　
午前１０時～　複保健センター
調理室　覆市内在住の２０歳以
上の食に関心のある方　淵講
話と調理実習　沸１，０００円（食
材料費４回分）　払１２人（申込
順）　仏６月１５日～

健康づくりの料理教室
腹７月２９日㈮　午前１０時～午
後１時　複保健センター調理
室　覆市内在住の小学校５年
生以上（親子での参加可）　
淵「和食のすばらしさを知ろ
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６月１４日～

●食中毒に注意しましょう
　食品に細菌やウイルスが付いていても、
見た目やにおい、味の変化はありません。
食中毒は少しの油断で、命に関わる危険も
あります。
〈食中毒を防ぐための３つの原則〉
①つけない…調理を始める前や食事の前、
生肉・魚・卵などを取り扱った後などは必
ず手洗いをしましょう。２度洗いが効果的
です。

②ふやさない…作った料理はすぐ食べまし
ょう。
③やっつける…ほとんどの細菌やウイルス
は加熱によって死滅します。中心部の温度
が７５度で１分以上が目安です。調理器具は
洗剤でよく洗いましょう。

●�毎年６月は「食育月間」、毎月１９日
は「食育の日」

　主食・主菜・副菜がそろった食事で栄養
バランスをとりましょう。

●�８０２０運動「８０歳になっても２０本
以上自分の歯を保とう」

　歯を失う二大原因
は、「むし歯」と「歯
周病」です。かかり
つけ医を持って、定
期的に検診を受けま
しょう。

保健センターからのお知らせ 仏
物☎995－3381

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

7月15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　�8月18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
7月15日㈮　午前10時～10時30分
結果説明会　8月18日㈭　午前10時20
分～10時30分（初めて受診の方のみ）

市内在住の20歳以
上の女性 問診、骨密度測定 払50人（申込順）

沸200円

③乳がん検診
（集団検診） 7月7日㈭　午後1時～3時30分

市内在住の40歳以
上の女性（令和3
年度に受診した方
を除く）

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。

払80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

7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3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

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 7月

保健保健センターのセンターの催催しし

事業名 日時 対象
①乳幼児相談（事前予約不要） 7月6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） 7月6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 7月5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 7月17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 7月13日㈬� 午前10時30分～正午 5～6カ月児
⑥離乳食（後期）教室 7月14日㈭� 午前10時30分～正午 9～11カ月児
⑦プレママサロン 7月20日㈬� 午後1時30分～3時30分 妊婦

※申し込みは、窓口または電話で保健センターへ
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第１２回すずらん会発表会
腹６月２６日㈰　午前１０時～（開
場＝午前９時３０分）　複八潮メ
セナ　淵歌謡、日本舞踊、ベリ
ータンス、ヨサコイの発表　
物小林☎０９０－４７１５－７９５３

レディスクラブ会員募集
腹毎週木曜日　午後７時３０分
～８時３０分　複やしお生涯楽
習館　覆女性　淵ストレッチ
や簡単なエクササイズを中心
に行い、筋力を高め、身体を改
善　講師＝三

み

宅
やけ

幸
さち

子
こ

さん　弗
ヨガマット、スニーカー、飲み
物　沸月会費２，８００円　物レ
ディスクラブ・渡辺☎０８０－
５５４６－１０１０

840伝言板

■一般書  
「さよならに反する現
象」� 乙

おつ

一
いち

　著
「スタッフロール」

深
ふか

緑
みどり

野
の

分
わき

　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  
「トントンとリッキのかいぞくせん」
やえがしなおこ　作　松

まつ

成
なり

真
ま

理
り

子
こ

　絵
「きょうりゅうバスでとしょかんへ」
リンシャオペイ　絵　リウスーユエン　文

■７月の休館日
りらーと八幡・八條　４日㈪・１１日㈪・１９日㈫・２５日㈪
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日、１８日㈷
物りらーと八幡☎９９５－６２１５、りらーと八條☎９９４－５５００

■７月の上映会の日  
○りらーと八條
▼児童向け＝１７日㈰　午前１１
時～、３１日㈰　午後２時～
▼一般向け＝１０日㈰・２４日㈰
午後２時～

○りらーと八幡
▼児童向け＝１０日㈰・１７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。

　就学相談は、小学校入学後の
学習活動や学校生活の中で、お
子さんの持っている力を確実に
伸ばしていくために、どのよう
な支援が必要で、どのような環
境が適しているかなどを一緒に
考えていくものです。保護者と
お子さんが一緒に教育相談所に
て面談をし、必要に応じて、発
達検査や学校見学も行います。
その後も、保護者が安心できる
まで相談を重ねていきます。
　面談は、臨床心理士や専任教
育相談員などの専門家や教育相
談所などの専門機関と連携を図

りながら行います。
　また、医師、特別支援学校コ
ーディネーター、保育所長、臨
床心理士や専任教育相談員、市
内の小・中学校の特別支援教育
コーディネーターらで構成され
た、八潮市就学支援委員会と連
携しながら、支援内容やふさわ
しい学びの場について、相談を
行っていきます。
　友だちの輪の中に入っていく
ことが難しい、自分の気持ちを
うまく言葉にできない、いつも
不安な気持ちで過ごしているな
どの悩みや心配が軽減され、安
心して学校生活が送れるよう、
一緒に考えていきましょう。
　相談は随時受け付けています。
お気軽にご連絡ください。
物指導課☎奮３５９

図図書館だより書館だより
就学相談

（個別相談・個別面談）

教育委員会
らこ ち

糖尿病性腎症重症化予防対策事業のお知らせ
　市では、前年度の特定健康診査の結果やレセプトデータに基づ
いて、糖尿病が疑われる方、糖尿病の治療を中断している方およ
び糖尿病を治療している方へ、通知を発送します。糖尿病を放置
すると重大な合併症につながることがあります。通知が届いた方
は、医療機関の受診や保健指導を利用してください。

物国保年金課☎奮８２５

対象となる方 通知文書 通知元の事業者
糖尿病が疑われる方
治療を中断している方 受診勧奨通知 日本システム技術（株）

（県が業務を委託）
糖尿病性腎症第２～４期で
通院している方 保健指導通知 （株）フィッツプラス

（県が業務を委託）

●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９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９日㈯　午後２時～４時
覆援助ができる方
物☎９５１－０３１２

●ホームスタート（訪問型支援）
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１２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

※�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。

※�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７

子育てひろば

やしお子育てほっとステーション

はちじょう子育てひろば

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▼七夕飾り＝４日㈪～　午前１０時～、午後１時～　払２０組（先
着順）▼タッチケア（要予約）＝７日㈭　午前１０時～

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＝５日㈫～８日㈮　午前１０時～▼栄養相談＝１５日㈮　午前１１時～▼夏
祭りごっこ＝２６日㈫～２８日㈭　午前１０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～▼七夕飾りづくり＝毎週木曜日　午前１０
時３０分～　払毎週５組（先着順）▼子どもの発達相談＝２０日㈬　午前１０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＝６日㈬～８日㈮　午前１０時～▼栄養相談＝１１日㈪　午前１１時～▼ボ
ールあそび大会＝２７日㈬　午前１１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＝２７日㈬・２８日㈭　午前１１時～、午後２時～▼七夕かざりづくり＝５日
㈫午前１０時３０分からキットを配布　払１５組（先着順）▼ボランティアお話し会＝
２０日㈬　午前１１時３０分～

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＝１９日㈫～２１日㈭　午前１０時～、午後２時～▼お話し会＝６日㈬・１３日
㈬・２７日㈬　午前１１時～▼図書館職員による読み聞かせ＝２８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。
※７月の休館日：１８日㈷＝①～⑤、１９日㈫＝②
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〈広告欄〉

「広報やしお」へ掲載する広告を募集しています。
詳しくは、秘書広報課（☎奮４２３）へお問い合わせください。広告募集

くらしの　知識豆

【事例１】学生の娘が無断で、後払いできるプリペイドカードの
アプリをダウンロードし、３万円分をチャージして買い物に使用
した。その後、支払いを放置していたようで、弁護士事務所から
債権譲渡通知書が届いた。
【事例２】ＳＮＳで「簡単に稼げる副業サイト」の広告を見て連絡
を取り「稼ぐためのマニュアル」を５,０００円で購入するように言
われ、チャージ式プリペイドカードの後払い決済で支払った。マ
ニュアルは役に立たず、サイト業者とも連絡が取れなくなった。
私は中学生で、親には相談していない。

質問 　先日、父が亡くなりました。相続人は、母と弟と私の３
人です。父名義の預金が６００万円あります。葬儀やお墓の

費用の支払いが必要ですし、母の年金は少ないので当面の生活費も
必要となります。そのため、この預金の払い戻しを受けたいのです
が、弟とは音信不通で手続きに必要な書類に署名捺印をもらうこと
ができません。このような場合、どうしたら良いでしょうか。

　以前は、相続人全員によって遺産分割協議が成立するま
で、金融機関で預貯金の払い戻しをすることができません

でした。そのため、相続人の中に音信不通の人がいたり、仲
なか

違
たが

いし
ていて相続の手続きに協力をしてもらえない相続人がいる場合、家
庭裁判所で遺産分割の手続きをする必要がありました。そうなると、
かなり時間がかかってしまい、預貯金の払い戻しを速やかに受ける
ことが困難でした。しかし、相続における預貯金の払い戻しについ
て、令和元年７月に改正法が施行されました。この改正により、預
貯金の一定割合については、相続人が単独で金融機関の窓口で支払
いを受けられるようになりました。具体的には、預貯金の額の３分
の１の中から、その払い戻しを請求する相続人の法定相続分につい
て払い戻しができるようになりました。設問のケースでは、預金は
６００万円なので、その３分の１の２００万円の中から、母の法定相続分２
分の１の１００万円と長女の法定相続分の４分の１の５０万円、合わせて
１５０万円の払い戻しが可能です（なお、１つの金融機関から払い戻し
が受けられるのは、１５０万円が上限となります）。
　この制度による払戻額だけでは、必要なお金を十分に工面できな
い場合もあります。そのような場合には、家庭裁判所に「仮分割の
仮処分」の申し立てをすることになります。上記の法改正により、
預貯金に限って条件が緩和されて、仮払いの必要性があると認めら
れる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所
の判断で仮払いが認められるようになりました。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　廣部俊介（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後払い決済のトラブルに注意！

　先に商品を手に入れ、後でコンビニなどにて支払いができる「後
払い決済サービス」は、クレジットカードを持たない人でも気軽に
利用できる決済手段として消費者の関心が高いサービスです。
　年齢制限を設けていない、利用条件が厳しくない、電話番号やメ
ールアドレスなどを入力するだけで利用できるようなサービスもあ
り、簡単なため、未成年者が本来は親権者の同意を得ていないのに
も関わらず、安易に後払い決済をし、トラブルになったという相談
が寄せられています。
【消費者へのアドバイス】
①後払い決済サービスを利用する際は、親権者などの同意を得るよ
うにし、支払えるか否かをしっかり考えましょう。
②滞納すると督促を受け、最終的に延滞金を加算されたり、次回以
降利用できなくなったりする場合があります。
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

故人の預貯金の払い戻し

★相談日が祝日の場合はお休み
　です（⑰を除く）。

7 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７月４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７月11日㈪　午後1時～４時
　７月２５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７月1３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７月２1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

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７月６日㈬・２0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７月1４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７月４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（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７月６日㈬・２0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７月３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、 7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

●材料　4人分
パン（8枚切り）� 4枚
卵� 3個
牛乳� 300㏄
小松菜� 100グラム
しめじ� 100グラム
ベーコン� 50グラム
こしょう� 少々
しょうゆ� 大さじ2
溶けるスライスチーズ� 2枚
ミニトマト� 4個

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
「小松菜のパンキッシュ」「小松菜のパンキッシュ」レシピ�

　今月は、健康づくりの料理教室のメニューから、「小松菜のパ
ンキッシュ」をご紹介します。 物健康増進課☎995-3381
●作り方
①�小松菜は1センチメートル幅に、
しめじは小房に、ベーコンは1
センチメートルのさいの目に
切る。

②�フライパンでベーコンを炒め、
さらに小松菜、しめじを加え
て炒める。水気がなくなった
ら、こしょう、しょうゆで味
を調える。

③�卵を溶きほぐし、牛乳を加え、
冷ました②の具材を加え混ぜ
る。

④�耐熱皿に食パンをはりつけ、
③を注ぎ入れる。

⑤�ちぎったスライスチーズ、半
分に切ったトマトをのせ200度
のオーブンで10～15分焼く。

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

〈広　告〉

〈認定対象〉
　工業製品、工芸品、加工品であり、一
定の条件をすべて満たすもの
〈応募対象〉
　市内事業者からの直接申請または市内
商工団体などからの推薦で、次の条件を
満たすもの
▼市内に本社または主たる事業所を有す
ること
▼申請日現在、市内で１年以上の事業実
績があること
▼製品基準において、一定の条件を満た
すもの（基準について詳しくは、お問い
合わせください）
応募方法
　７月８日までに、申請書または認定推薦
書（商工観光課で入手）などを、商工観光商工観光
課窓口へ

　市内の事業所で製造・生産・加工または
企画・販売された優れた製品などを認定す
る「八潮ブランド」を募集します。

物商工観光課☎奮４７9

　市では、令和4年１月１5日に市制施行50周年を迎えたことを記念し、㈱モンテ
ール、八潮高校、日本薬科大学、埼玉県立大学と産学官の連携により「とまと
のデザートワッフル」の開発に取り組みました。

物政策担当☎奮８８２

　八潮の八つの野菜（小松菜、ねぎ、枝豆、
ほうれんそう、とまと、なす、山東菜、天王
寺かぶ）の一つである「とまと」を使用した
ベジスイーツで、6月30日まで県内のス―パ
ーなどで販売しています。※販売エリアでも
取り扱いのない店舗があります。

「とまとのデザート
� ワッフル」が完成

募集

価格：172円(税込み)
販売者：㈱モンテール

アイデアを出し、商品の企画などに協力いただいた八潮高校の皆さん


	yashio_P7-hp
	yashio_P8-hp
	yashio_P9-hp
	yashio_P10-hp
	yashio_P11-hp
	yashio_P12-hp

