
住民基本台帳の閲覧状況を公表します 町民課　住民・戸籍担当
内線254

問合せ

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（毎週水曜日10時～ 12時）
　乳幼児連れの保護者が、気兼ねなく図書館を
利用できるように、館内に軽音楽が流れ、お子
様の元気な声で少々騒がしくしても気にならな
いひと時を提供します。 乳幼児健康相談（1月17日㈬　10時～ 11時）

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

　1月の休館日　1日㈪～ 4日㈭・9日㈫・15日㈪・22日㈪・29日㈪・30日㈫～ 2月2日㈮
※ 30日㈫～ 2月2日㈮は特別館内整理期間等のため図書館・一部の公民館図書室（西公民館30日㈫・31日㈬、南

公民館2月1日㈭、東公民館2月2日㈮）は休館します。この期間中の資料返却は、返却ポストへお願いします。
（CD・DVDを除く）

　なお、4日㈭、30日㈫～ 2月2日㈮の生涯学習センターは、通常どおり開館します。

ブックスタートボランティア募集
　赤ちゃんとその保護者に読み聞かせを行い、「絵本」
を手渡しするボランティアです。絵本を通して親子のふ
れあいの大切さを伝えるお手伝いをしてみませんか？
応募要件　 ブックスタートに興味

がある方、地域の親子
を応援したい方、赤ち
ゃんとふれあいたい方
など（経験不問）

活動日　 月1回程度（平成30年1月
以降の3 ～ 4か月児健診日を予定）

活動場所　保健センター
申込・問合せ　町立図書館　☎ (33) 4056

久喜市 -Kuki City-
鷲宮催馬楽神楽の奏演
日時　2月14日㈬　11時～ 15時頃
場所　鷲宮神社神楽殿（久喜市鷲宮1-6-1）
内容　 鷲宮神社の年越祭で、国指定重要無形民俗文

化財である鷲宮催馬楽神楽が演じられます。
問合せ　久喜市教育委員会　文化財保護課
　　　　☎(85)1111　内線372

蓮田市 -Hasuda City-
子育てでつながろうMiNiフェスタ
日時　2月3日㈯　10時～ 13時
場所　蓮田市総合市民体育館（パルシー）
内容　 親子ものづくり教室、子ども服をgetしよう！、

おもちゃ病院、アニメ上映会　など
問合せ　蓮田市子ども支援課　企画担当
　　　　☎048(768)3111　内線154

幸手市 -Satte City-
第9回幸手水仙まつり
日時　1月上旬～ 2月上旬　開花状況により変更有
場所　県営権現堂公園（幸手権現堂堤）
内容　 約60万本の水仙が堤を彩ります。まつり期間

中は、峠の茶屋自家製パンの販売あり。保存会
による水仙の植栽や堤の歴史案内あり。

問合せ　権現堂公園管理事務所　☎(44)0873

　
白岡市 -Shiraoka City-
ランチタイムコンサート
内容　1月18日㈭　フラメンコギター演奏
　　　2月5日㈪　箏演奏、3月20日㈫　琴と尺八演奏
時間　12時20分～ 12時50分
場所　白岡市役所庁舎　1階市民ラウンジ
問合せ　白岡市教育委員会　生涯学習課
　　　　文化振興担当　☎(92)1111　内線274

宮代町 -Miyashiro Town-
第39回宮代町民文化祭　文化公演会
日時　2月4日㈰　14時～（開場13時30分）
場所　宮代町コミュニティセンター進修館　大ホール
内容　アミューズ・クインテットコンサート
　　　 人気の映画音楽と本格クラシックの名曲をお

届け。（全席自由）
チケット　一般1,000円、小・中学生500円
販売場所　宮代町教育委員会・進修館
問合せ　宮代町教育委員会（生涯学習担当）
　　　　 ☎(34)1111　内線434

田園都市づくり協議会(杉戸町を含む4市2町)のイベント
情報を掲載しています。お気軽にお出かけください。

となりまちへ行こう！

閲覧日 閲覧目的 閲覧主体者（委託者） 閲覧申請者 閲覧に係る住民の範囲
平成28年
11月4日

くらしと生活設計に関
する調査

一般財団法人ゆうちょ財
団

株式会社日本リサ
ーチセンター 大字下高野在住の満20歳以上の男女

平成28年
11月22日 職業に関する意識調査 学校法人明星学苑明星大

学
一般社団法人中央
調査社

大字清地在住の満20歳以上満69歳以下の男
女

平成28年
11月29日

安全安心な社会とレジ
ャーに関する調査

国立大学法人お茶の水
女子大学

株式会社日本リサ
ーチセンター 杉戸3丁目在住の18歳から79歳の男女

平成28年
12月13日

2017年「全国たばこ
喫煙者率調査」 日本たばこ産業株式会社 株式会社ビデオリ

サーチ
杉戸2丁目在住の昭和2年5月1日から平成9
年4月30日生まれの男女

平成29年
6月7日

平成29年度埼玉県政
世論調査

埼玉県県民生活部広聴広
報課

株式会社サーベイ
リサーチセンター 杉戸2丁目在住の満18歳以上の男女

平成29年
6月16日

平成29年度埼玉県警
察県民意識調査

埼玉県警察本部警務部警
務課

株 式 会 社 タ イ ム・
エージェント 清地6丁目在住の満20歳以上の男女

平成29年
9月20日

平成29年度県民満足
度調査

埼玉県企画財政部計画調
整課

株 式 会 社 タ イ ム・
エージェント 高野台東1丁目在住の満18歳以上の男女

平成29年
9月29日

青少年のインターネッ
ト利用環境実態調査

内閣府政策統括官（共生
社会政策担当）付参事官

（青少年環境整備担当）
株式会社日本リサ
ーチセンター

大字本郷、大字堤根、清地1 ～ 6丁目在住の
平成11年11月2日から平成19年11月1日生
まれの男女

平成29年
10月11日 メディア利用動向調査 NHK放送文化研究所 一般社団法人中央

調査社
内田2丁目在住の16歳以上（平成13年12月
末日まで生まれ）の男女

平成29年
10月25日

青少年を被害から守る
ための調査 警察庁生活安全局少年課 株式会社日本リサ

ーチセンター
高野台南5丁目、高野台西１～ 6丁目、高野
台東１、2丁目、大字下高野在住の平成11
年4月2日から平成17年４月1日生まれの女

　平成28年11月1日から平成29年10月31日までの住民基本台帳の閲覧状況を公表します。

　住民基本台帳の閲覧については、平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正により、国・県等が閲覧する場合
や、公益性の高い場合に限り閲覧を認めることとなり、年1回「閲覧状況」について公表するものです。

1213 広報すぎと　平成 30年 1月号広報すぎと　平成 30年 1月号

町の作成物への有料広告を募集します！
　町では、財源確保・住民サービスの向上・地域経済の活性化等を図るため、広報紙・町ホームページ・
町郵送用封筒に広告を掲載してくださる広告主を募集します。ぜひ、会社やお店のイメージアップ
にご活用ください。

広報すぎと・町ホームページ広告

町郵送用封筒広告

秘書広報課　広報広聴担当　内線286申込・問合せ

会計課　会計担当　内線234申込・問合せ

受付期間　2月26日㈪～ 3月2日㈮　9時～ 17時
申込方法　 所定の申込書（秘書広報課窓口にて配布、または町ホームページからダウンロード）に必要事項をご記入の

うえ、秘書広報課広報広聴担当へお持ちください。　※掲載希望月が重なる場合、申込順とさせていだきます。

受付期間　1月22日㈪～ 1月31日㈬　9時～ 17時
申込方法　 所定の申込書（会計課窓口にて配布、または町ホームページからダウンロード）に必要事項をご記入の

うえ、会計課会計担当へお持ちください。　※掲載希望が多数の場合、申込順とさせていだきます。

【広報すぎと】
対象期間　平成30年5月号～平成31年4月号
掲載回数　最大6回まで
掲載位置　表紙を除くページの下段
広告の規格　・1号（1枠）  縦4.5cm×横18cm
　　　　　　・2号（1/2枠）縦4.5cm×横8.5cm
掲載料　・1号　16,000円（1回の発行につき）
　　　　・2号　  8,000円（1回の発行につき）

【町ホームページ】
対象期間　平成30年4月～平成31年3月
掲載期間　1か月単位で最長12か月
掲載位置　トップページ
広告の規格　縦50ピクセル×横150ピクセル（1枠）
　　　　　　※画像はGIF形式
掲載料　10,000円（1か月）
　　　　（例）12か月継続掲載の場合 ⇒ 24,000円分割引

長期継続割引あり！

【町郵送用封筒】
対象期間　平成30年4月以降概ね1年、または封筒がなくなるまで
掲載位置　郵送用封筒の裏面
広告の規格　角2封筒の場合　　縦3.5cm×横8.0cm
　　　　　　長3封筒の場合　　縦3.5cm×横8.0cm
　※募集広告の枠数についてはお問い合せください。
広告の色　黒1色　　掲載料　1枠10,000枚につき、10,000円

裏面 表面

掲載例（長3封筒の場合）

広告枠

広告枠

広告枠

広告枠

広告の掲載は「杉戸町広告掲載要綱」に基づきます。掲載できない広告もありますので、詳しくはお問合せください。


