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お子様の用事でお越しになる際は母子健康手帳をお持ちください保　 健 保健センター���
（ 健 康 支 援 課 ）

　病気等で緊急に治療が必要な場合、下記の医療機関・
時間で診療を受けることができます。
診療時間　19時～ 22時（受付18時30分～ 21時30分）
診療科目　内科 
※必ず、電話してから受診してください。

月日 医療機関名 電話番号
12月3日㈰ 秋谷病院 (42) 2125

10日㈰ 堀中病院 (42) 2081
17日㈰ 堀中病院 (42) 2081
23日(土·祝) 秋谷病院 (42) 2125
24日㈰ 堀中病院 (42) 2081
31日㈰ 秋谷病院 (42) 2125

1月1日㈪ 秋谷病院 (42) 2125
2日㈫ 堀中病院 (42) 2081
3日㈬ 秋谷病院 (42) 2125
7日㈰ 堀中病院 (42) 2081
8日(月·祝) 秋谷病院 (42) 2125
14日㈰ 堀中病院 (42) 2081
21日㈰ 秋谷病院 (42) 2125
28日㈰ 堀中病院 (42) 2081

【冬期限定】休日夜間診療が始まります 　楽しく遊びながら育児やしつけについて考えてみませ
んか？
日時　1月12日㈮・19日㈮、2月1日㈭・9日㈮
　　　（計4回）10時～ 11時30分
場所　すぎと子育て支援センターたんぽぽ
内容　 友達づくり、親子遊び、お母さん同士の話し合い
対象　 1歳半～ 2歳（平成27年11月～平成28年4月生ま

れ）のお子さんと母親
定員　親子５組（申込順）
申込 　12月15日㈮　9時～　電話で保健センターへ 

ラッコ教室

ノロウイルスによる食中毒にご用心！
　ノロウイルスによる食中毒や感染性胃腸炎は年間を
通して発生しますが、12月～ 2月にピークを迎え、保
育園、学校、福祉施設等で発生した場合は、集団発生
につながりますので注意が必要です。
　基本的な予防対策は、次のとおりです。
① 手洗いを励行しましょう。特に2度洗いが効果的です。
② 加熱調理する料理は中心部まで十分に火を通しま

しょう。
③ 嘔吐物や便を片付ける場合には、マスクや使い捨て

手袋、エプロンを使用して行い、汚れた場所は塩素
系の薬剤で消毒しましょう。

問合せ　埼玉県幸手保健所　☎（42）1101

受付時間　13時～ 13時30分
持ち物　 母子健康手帳、バスタオル（3歳児健診は母子

健康手帳のみ）
※ 対象児には個別通知あり。健診日の1週間前までに通

知が届かない場合は、保健センターへご連絡ください。

名　称 対　象 実 施 日
3 〜 4か月児健診 平成29年9月生 1月24日㈬
9〜 10か月児健診 平成29年3月生 1月23日㈫
1歳6か月児健診 平成28年6月生 1月10日㈬
3歳児健診 平成26年8月生 1月31日㈬

乳幼児健診

12月·1月の小児休日診療当番医（杉戸町・幸手市）

診療時間　9時～ 12時
※必ず、電話してから受診してください。受診する際は「薬
剤情報カード（薬の説明書）」をお持ちください。

月日 医療機関 電話番号
12月29日㈮ 井上小児科皮フ科（杉戸町） (33) 8690

30日㈯ さって西クリニック（幸手市） (43) 8111
1月7日㈰ のうみクリニック（幸手市） (42) 7233

8日(月·祝) 井上小児科皮フ科（杉戸町） (33) 8690
14日㈰ 香日向クリニック（幸手市） (44) 3001
21日㈰ さって西クリニック（幸手市） (43) 8111
28日㈰ 井上小児科皮フ科（杉戸町） (33) 8690

赤ちゃんタイム（毎週水曜日10時～ 12時）

乳幼児健康相談（12月27日㈬10時～ 11時）

こども映画会� 入場無料
日時　12月16日㈯　14時30分上映（開場14時）
場所　生涯学習センター　多目的ホール
内容　「はれときどきぶた」（上映時間25分）
　　　「ミルクとチョコと七人の天使たち」

（上映時間47分）
　　　★2本立て（作品の間に途中休憩あり）

おはなしかい� 入場無料
　「町立図書館　おはなしのへや」で、本の読み聞かせ・
紙しばい・手あそび等を行います。
子どものおはなしかい（幼児親子・小学生対象）
日時　毎週土曜日　14時～ 14時30分
　　　（第4土曜日は絵本を使わない素話中心）
ちいさい子のおはなしかい（乳幼児親子対象）
日時　第2水曜日　11時30分～ 12時（赤ちゃんタイム内）

　12月の休館日　4日㈪、11日㈪、18日㈪、25日㈪
※ 28日㈭、1月4日㈭は、生涯学習センターは通常通り開館しますが、図書館は

館内整理日のため休館します。
★年末年始の休館のお知らせ
　町立図書館　28日㈭～ 1月4日㈭　生涯学習センター　29日㈮～ 1月3日㈬

第11回　親子で楽しむカルスタ劇場� 入場無料
　杉戸町や近隣市町村で活躍
する劇団ポップコーンを迎え
てのカルスタ劇場。今回は、
かしこいポリーとおっちょこ
ちょいのオオカミが織りなす
愉快なドタバタ劇です。
日時　12月17日㈰　14時～（開場13時30分）
場所　生涯学習センター　多目的ホール
内容　「ポリーとはらぺこオオカミ」（上演時間約60分）
出演　劇団ポップコーン

おとなのための�カルスタ・シネマ� 入場無料
日時　12月20日㈬　15時上映（開場14時30分）
場所　生涯学習センター　多目的ホール
内容　「深夜食堂」2015年作品（上演時間約119分）
　　　作： 真辺克彦　出演：小林薫ほか

0・1・2歳の絵本さがし� 入場無料
　赤ちゃん向けの絵本や「あそび」をテーマにした絵
本を紹介します。
日時　1月8日㈪　11時～ 12時
場所　町立図書館　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

子様も同席可能）

女性の人権を守る　～女性に対するDVのない社会に向けて～

　性別によって差別されない、男女平等の理念が日本国憲法には明記されています。しかし、配偶者や恋人な
ど親密な関係にある者から振るわれる暴力（ドメスティック・バイオレンス＝DV）が後を絶ちません。この
DVは、男性に対するものに比べ、女性の被害がはるかに多く発生しています。
　DVには、相手を支配し服従させるために振るう暴力などがあり、そのうち身体的、精神的、経済的、性的な
暴力や社会的隔離などが挙げられます。これらの暴力が複雑に絡み合い、繰り返し起きている場合が少なくあ
りません。警察庁の発表では、配偶者等からの身体に対する暴力及び生命等に対する脅迫を受けた被害者の相
談件数は、平成28年に全国で69,908件ありました。これは、配偶者暴力防止法の施行された平成13年以降で最
も多く、その中で、85％が女性からの被害相談となっています。
　女性が社会のさまざまな分野で活躍するためには、その前提として、女性に対する暴力はあってはなりません。
暴力は、決して許されるものではないと誰もがあたりまえのことと思えることが重要ではないでしょうか。
　世界人権宣言が国際連合総会で採択された1948年12月10日を記念して、国では毎年12月4日から10日まで
を人権週間と定めています。
　これをうけて、埼玉県では、12月4日から10日まで「人権尊重社会をめざす県民運動強調週間」としています。

問合せ　社会教育課　人権教育担当　内線482 ／人権・男女共同参画推進室　内線217問合せ

平成29年度グリーンカーテンコンテスト入賞者決定!!
　家庭や事業所でチャレンジしていただいた「第4回グリーンカー
テンコンテスト」の入賞者が決定いたしました。今年も素晴らしい
作品がそろい、来年のグリーカーテンの作品が今から楽しみです。

問合せ　環境課　環境保全担当
　　　　☎（38）0401
問合せ

受賞者（敬称略）
個人部門　　　　　　　　　　団体部門　
　最優秀賞　遠藤　栄　　　　　最優秀賞　杉戸消防署　
　　優秀賞　福岡　耀子　　　　　優秀賞　埼玉みずほ農協
　　　〃　　日向野　宏　　　　　　　　　　　杉戸中央支店
　　　〃　　松本　留夫

最優秀作品（個人部門）

　広報すぎと平成29年10月号P4・5に
て掲載した「平成28年度決算報告」に、
誤りがございましたので、お詫びして
訂正いたします。

訂正箇所 正 誤

一般会計
説明文

歳入額 129億8,219万円 129億8,096万1千円
前年度との比較額 5億4,799万9千円 5億4,922万8千円
歳入総額から歳出総
額を差し引いた額 4億7,282万8千円 4億7,159万9千円

実質収支額 3億6,133万7千円 3億6,010万8千円
【一般会計歳入総額】 129億8,219万円 129億8,096万1千円
円グラフ 国・県支出金 2,177,788 2,176,559

「平成28年度決算報告」に関するお詫びと訂正

町ホームページでは、
修正後の記事がご覧い
ただけます。▶︎

29日㈮～ 1月3日㈬まで
は、ブックポストへの返却
は出来ませんので、ご注意
ください。

！

問合せ　 会計課　会計担当　内線233問合せ

カルスタすぎと
�問合せ
町立図書館  ☎ (33) 4056

生涯学習センター・町立図書館

1617 広報すぎと　平成 29年 12月号 広報すぎと　平成 29 年 12 月号

話  

題

保  

健

す
ぎ
と
ひ
ろ
ば

特
派
員
レ
ポ
ー
ト

楽
し
い
子
育
て
ラ
イ
フ

杉
戸
町
役
場　
☎
33
・
１
１
１
１


