
第26回杉戸町産業祭 杉戸町産業祭実行委員会事務局
㈲アグリパークゆめすぎと　☎ (38) 4189

問合せ

農産物品評会（即売会）
～丹精込めて育てた自慢の杉戸産農産物をぜひ出品してみませんか？～
申込方法　 産業課または JA 埼玉みずほ各支店にある申込書にてお申

し込みください。なお、産業祭当日の申し込みも可能です。
審査種目　①そ菜・根菜類、②いも類、③穀類、④花き類、⑤その他（果樹類等）
　　　　　※原則 1 農家 1 種目 1 品の出品にご協力ください。
受賞者特典　 埼玉県知事賞や杉戸町長賞など 9 つの賞があり

ます。各種入賞者には、賞状と記念品を授与す
る他、町ホームページでも公開します。

即  売  会　 品評会に出品された農産物は、審査終了後に販
売することもできます。

産業課 農業活性化担当　内線 322
JA 埼玉みずほ 杉戸東支店 ☎ (38) 1043、
杉戸中央支店 ☎ (34) 0551、
高野支店 ☎ (32) 0908、豊岡支店 ☎ (38) 0455

問合せ

日　時　11 月 3 日㈷　9 時 30 分～ 15 時 30 分
場　所　アグリパークゆめすぎと
駐車場　 アグリパークゆめすぎと駐車場
　　　　会場周辺の仮設駐車場
　　　　役場駐車場（役場から臨時シャトルバスを運行）
内　容　 町内事業所・団体による出店、
　　　　よさこいソーランなどのステージイベント、
　　　　地元農産物品評会・即売会など

◆図書室休室のお知らせ
　文化祭開催に伴い、10月21日㈫～28日㈫午前中（南公民館は17時）まで、公
民館図書室が休室となります。図書の返却のみ事務室の窓口でお受けします。

日時　10月24日㈮～26日㈰　各日9時～17時
場所　町内各公民館（5会場）
内容　【発表部門】日舞、フラダンス、体操、コーラス・合唱、民踊、
　　　　楽器演奏、手品、大正琴、フォークダンス、社交ダンスなど
　　　【展示部門】絵画、書、俳句・短歌、工芸、彫塑、写真、生花、
　　　　編物、折り紙、つるし飾りなど
その他　10月中旬から各公民館窓口でプログラムを配布します。

　各公民館で活動しているサークル団体や個人の作品展示、合唱やダンスなどの日ごろの活動成果を披露します。
　お近くの公民館へお越しいただき、活躍する皆さんを応援してください。そして、皆さんもその一員になりませんか？

日時　第 1・3 土曜日　14 時～ 14 時 30 分
　　　第 2 水曜日　11 時～ 11 時 30 分
　　　 第 4 土曜日　14 時 30 分～ 15 時
　　　※都合により日程が変更になる場合もあります。
場所　カルスタすぎと　おはなしのへや
内容　本の読み聞かせ、紙しばい、手あそび等
対象　乳幼児親子・小学生

おはなしかい

日時　10 月 26 日㈰　15 時～
場所　カルスタすぎと 多目的ホール　
内容　16ミリフィルム　アニメーション
　　　「わたしおてつだいねこ」　
上映時間　約 19 分　※入場無料（先着順）

子ども映画会
　赤ちゃん向けの絵本や「たべもの」をテーマにした
絵本を紹介します。
日時　11 月 5 日㈬　11 時～ 11 時 45 分
場所　カルスタすぎと　おはなしのへや
対象　 子育て中の方・子どもの本に関心のある方（お

子様も同席可）

0・1・2歳　親子で楽しむ絵本さがし

　今年度の「県展（第 64 回埼玉県美術展覧会）」で入賞・
入選した、町内在住の方の作品展を開催します。
日時　10 月 30 日㈭～ 11 月 2 日㈰　9 時～ 21 時
　　　※初日 13 時から、最終日 16 時まで
場所　カルスタすぎと　オープンギャラリー
費用　入場無料　その他　「すぎスポ」写真作品同時展示

平成26年度県展入選作品展

♠  10 月の休館日　1 日㈬・2 日㈭・3 日㈮・6 日㈪・14 日㈫・20 日㈪・27 日㈪・31 日㈮
※ 1日㈬～3日㈮までは特別整理期間、31日㈮は館内整理日のため、図書館は休館します（生涯学習センターは開

館）。なお、図書館休館日の資料（CD・DVDを除く）の返却は、ブックポストへお願いします。

カルスタ
すぎと 秋の愉しみ方

すぎと町民大学公開講座
「すぎと町民大学」の取り組みとして、誰でも参加することができる“無料公開講座”を開催します。

講師　ＮＨＫ気象キャスター
　　　平井 信行 氏
テーマ　「気象学」
　　　　～埼玉の気象の特徴～
日時　10月25日㈯　15時～
会場　カルスタすぎと　
　　　多目的ホール
対象　町内外どなたでも
定員　200名（申込順）　参加費　無料
参加方法　事前に事務局までお申込みください

講師　清地クリニック院長 髙井 孝二 氏
　　　東埼玉総合病院管理栄養士 志村 祐子 氏
テーマ　「生活習慣病における糖尿病の予防」
日時　11月22日㈯　14時～
会場　カルスタすぎと　多目的ホール
対象　町内外どなたでも
定員　200名（申込順）
参加費　無料
参加方法　事前に事務局までお申込みください

すぎスポ事務局　
☎(48) 5161 （月・水・金 10時～15時）

共催　杉戸町教育委員会

日 時 種 目（ 内 容 ） 場 所
10月21日㈫
　・22日㈬

　9時～16時 ターゲットバードゴルフ（大会） 国体記念運動広場（C・E・F）

10月30日㈭
～11月2日㈰

　9時～17時
すぎスポ歩み写真

（展示）
カルスタすぎと 
オープンギャラリー

11月1日㈯
　～2日㈰

　9時～16時 ラジコン飛行機（展示） 大島新田グラウンド

11月1日㈯ 　9時～12時 フットサル（大会） 国体記念運動広場（E・F)

11月2日㈰

9時30分～
11時30分

太極拳（デモ・試技会）
カルスタすぎと
多目的ホール

11時30分～
13時　　　

詩吟（発表会・交流会）
カルスタすぎと
多目的ホール

見学コース

※ 一般参加コースは参加費無料です。（参加賞・タオル等あり）
　雨天の場合は室内種目のみ実施となります。

一般参加コース

第 6 回すぎスポ祭
日　時 種　目（内容） 場　所

8時～12時 硬式テニス（大会）：ジュニア・一般　※要申込 杉戸西近隣公園 テニスコート（4面）
9時～16時 ディスクゴルフ（デモ・体験） 国体記念運動広場 （Ｄ）
9時～16時 グラウンドゴルフ（体験） 国体記念運動広場（Ｃ）
9時～16時 ニュースポーツ紙 飛行機（作成・飛行） 作成・集会室1・2 国体記念運動広場（Ｅ）
10時～12時 ヨガ（デモ・体験） カルスタすぎと 多目的ホール
13時～16時 ラージボール卓球（大会）　※要申込 杉戸中学校 卓球場
13時～15時 バドミントン（体験・試合） 西小学校 体育館
14時～16時 スポーツ吹矢（デモ・体験） カルスタすぎと 多目的ホール
16時～18時 親子でラジコンカー（体験） カルスタすぎと 多目的ホール
9時～15時 親子で遊ぼう（フットサル・竹とんぼ・たこ等） 国体記念運動広場（Ｃ・Ｄ） 集会室　1・2
9時～16時 グラウンドゴルフ（体験） 国体記念運動広場（Ａ・Ｂ）
10時～12時 英語で遊ぼう（英会話） 集会室　1・2
10時～15時 ペタンク・ターゲットバードゴルフ（ デモ・体験） 国体記念運動広場（Ｅ・Ｆ）
13時～15時 フロアーカーリング（デモ・体験） カルスタすぎと 多目的ホール
15時～18時 親子でラジコンカー（体験） カルスタすぎと 多目的ホール

11
月
１
日
㈯

11
月
２
日
㈰

第1弾 第2弾 実りを
愉しむ

中央公民館　☎ (34) 6840

問合せ第31回杉戸町文化祭文化を
愉しむ

学びを
愉しむ

スポーツを
愉しむ

読書・芸術を
愉しむ

杉戸町商工会　☎ (32) 3719

問合せ

町立図書館  ☎(33) 4056

問合せ

高野台HAPPYハロウィン
杉戸宿まちバリバル

街歩きを
愉しむ

申込・問合せ

すぎと町民大学事務局　
社会教育課　内線482・483

　 　　高野台HAPPYハロウィン
日時　10月19日㈰　10時～15時
会場　杉戸高野台駅西口くすのき通り
内容　高野台に仮装して集まれ！
　　　・ まちバリュー（駅周辺店舗にてお得な500円
　　　　メニューを提供）
　　　・仮装コンテスト
　　　・スタンプラリー
　　　・杉戸町の特色ある商品
　　　　を展示即売
　　　・ステージイベントなど
　　　・体験ブース（スポーツスタッキング）
主催　高野台商店会

対
象 事 業

す
ぎと

対
象 事 業

健　康
マイスター
健　康
マイスター

杉戸 の秋 を愉 しもう

申込・問合せ

たの

　　 　杉戸宿まちバリバル
期日　11月7日㈮～15日㈯
会場　町内・駅周辺の店舗
内容　 商店で使えるバルチケット（3枚つづり）を購入

し、まち歩き！　※詳細はチラシなどでお知らせします。
　　　【その他イベント盛りだくさん】
　　　・杉戸宿めぐり
　　　　11月8日㈯・9日㈰
　　　　参加費1,000円（昼食・保険代込み）
　　　・ 県民の日抽選会
　　　　11月14日㈮　バルチケット半券で抽選会
　　　・落語寄席　など
主催　杉戸中央商店会・高野台商店会
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