すぎとひろば （新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載内容が中止となる場合があります。詳しくは担当までお問合せください。）

11月27日㈯ 11時～ 11時55分
（受付10時30分～）
場所 すぎとピア 多目的ホール
講師 かがくと森田くん（科学実験芸人/吉本興業）
対象 町内の小学2 ～ 4年生
費用 無料
定員 30名（申込多数の場合は抽選）
申込期限 10月27日㈬
申込方法 電 話・FAX・郵送（10/27必着）またはす
ぎとピア窓口にて申込
参加可否通知の送付 11月1日㈪頃
申 ・ 問 〒345-0024 杉戸町堤根4742-1
すぎとピア ☎（33）8192、FAX（36）1687
日時

剪定枝粉砕機の貸出を行っています

神川町魅力発見バスツアー中止のお知らせ

杉戸町水道指定給水装置工事事業者
次の事業所を追加指定しました。
店名 株式会社クリーンライフ（令和3年7月26日指定）
所在 大阪府吹田市広芝町6番10号
☎06（6821）6133
株式会社協亜建設（令和3年8月17日指定）
行田市大字野2411番地1
☎048（559）0603
上下水道課 水道担当 ☎（37）1232

問

俳俳 句句
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長き夜の夫の寝顔に感謝する

ざ く ろ
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富樫

美津子

カウンターへ常連客の置く柘榴

駒田

年老いた兄弟揃ふ秋彼岸
勝

和子

薫子

勇

諄子

矢仲

栗の実が客呼ぶ秩父道の駅

若林

秋の雨しのぶる人の多くなり

岡

菊人形話しかけたき男振り

小野

さっぱりと間引き終りし竹の春

浜名

秋彼岸疎開地にある父母の墓

史女

治枝

維子

このコーナーは、中央公民館で活動する「光風会」
「杉風会」による投句を掲載しています。

すぎぴょんカフェ（認知症カフェ）
①10時～ 10時50分
②11時～ 11時50分
※3密を避けるため、二部入れ替え制とさせていただきます。
場所 ウエルシア杉戸倉松店 ウエルカフェ
参加費 無料
内容 参 加者同士の交流、もの忘れや認知症や健康・
介護に関する個別相談。認知症疾患医療センター
（久喜すずのき病院）相談員による相談。
定員 ①②とも各4名程度（申込不要ですが、個別相談
をご希望の方は事前にご連絡ください。）
※当日は、ご自宅で体温測定をし、マスクを着用して
お越しください。
問 高齢介護課 地域包括支援センター担当 内線302
日時

10月15日㈮

入学準備金貸付の申請案内
高等学校・専修学校及び大学に入学を希望する方の
保護者で、入学資金（入学金・制服・教科書等）の調
達が困難な方に貸付を行います。（杉戸町に在住する親
族の連帯保証人が必要になります。）
申込書類配布 11月1日㈪～
受付期間 第一回受付締切 12月2日㈭
第二回受付締切 令和4年1月28日㈮
書類配布・受付窓口 教育総務課 庶務管理担当
貸付可否の決定
入学準備金貸付審査会で審査のうえ、決定します。
審査会の開催は第一回受付分を12月、第二回受付分
を2月に予定しています。
問 教育総務課 庶務管理担当 内線393

内職提供事業所を募集しています
町では、町民の内職希望者へ内職を提供していただ
ける事業所を募集しています。
家庭でできる簡単な手仕事や、事務的な仕事があり
ましたらご連絡ください。
ただし、家内労働法第26条の規定に基づく届出（委
託状況届）を労働基準監督署へ提供している事業所に
限ります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「家内労働法の
概要」をご覧ください。
問 商工観光課 商工観光担当 内線309

町ホームページ

☎ 0480（33）1111

http://www.town.sugito.lg.jp/ ▲

なかよし広場
対象 町内在住の幼稚園就園前のお子様と保護者
内容 紙芝居、折り紙、ままごと、歌などの活動
その他 ◦集団内における子どもたちの関わりの中で、
お子様の状況を再認識できます。
◦参 加した保護者同士で率直にお子様につい
て語り合う場となります。
◦町 立幼稚園職員に子育ての悩みや不安につ
いて相談することができます。
日時・場所
期日

第11回
第12回

時間

10月15日㈮

10月19日㈫

10時～ 11時

場所

中

央

すぎと

※開 始時間15分前から受付を開始します。時間内であ
れば、途中参加も可能です。
※各回の実施内容の詳細は、直接園にお問合せください。
問 中央幼稚園 ☎（34）2961
すぎと幼稚園
☎（53）8266

愛犬しつけ方教室を開催します
「おすわり」や「待て」、飼い主のペースに合わせた
散歩など、家族の一員である愛犬との接し方を実技指
導します。愛犬のしつけ方や飼育マナーなどの質問に
もお答えします。
日時 11月13日㈯ 10時～ 12時
場所 役場 第3庁舎前 駐車場
（雨天の場合、役場本庁舎1階入口前で実施）
参加条件 杉 戸町に犬の登録があり、申込期限日まで
に令和3年度狂犬病予防注射が接種済みで
あること
定員 10組程度（マスク着用・愛犬同伴可）
持ち物 リード・犬のおやつ
費用 無料
講師 小佐野愛犬警察犬訓練所 代表 小佐野 恵司 氏
申込期限 10月29日㈮
※当日は犬の登録申請の受付は行いません。
申 ・ 問 環境課 環境保全担当 ☎（38）0401

﹁声の広報すぎと﹂ＣＤ無償貸出中！
問合
合せ
せ 秘書広報課 広報広聴担当 内線
問

毎年ご好評いただいています、杉戸町民だけの特別
バスツアー「神川町魅力発見バスツアー」は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、中止といたします。
楽しみにされていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、
ご理解賜りますよう、よろしくお願いします。
問 商工観光課 商工観光担当 内線305

店名
所在

佐々木

旅の宿夫婦の前に菊御膳

相馬

碇泊の船より洩るる夜涼の灯

毛利

あ さ げ

雄悦

ガラス皿替へて涼しき朝餉かな

新田

義雄

洋子

孝子

潭

美智栄

明方に昨日も今日も草むしる

荻野

鈴木

風鈴の鳴つてゐるなり無住寺

あしがる や な み

風涼し足軽家並の城下町

西松

竹林の葉擦れ涼しき散歩道

二宮

野坂

幹の間に青き海あり夏木立

いつでもどこでも「広報すぎと」を
閲覧可能！スマホ用アプリ
「マチイロ」

11月3日㈬に開催を予定していました町民交流フェ
スティバルですが、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、中止といたしました。何卒ご理解いただきま
すよう、お願い申し上げます。なお、産業祭は廃止と
なりました。
問 商工観光課 商工観光担当 内線305

10月16日㈯に開催を予定していた「いきいきふれあ
いまつり2021」は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、中止といたしました。予定していた以下の行
事は、下記のとおり開催します。会場はすぎとピアです。
福祉ポスター展：10月16日㈯～ 11月26日㈮
おもちゃの病院：10月9日㈯ 13時～ 16時
問 杉戸町社会福祉協議会 ☎（32）7402

杉戸町役場

保健

保健

町民交流フェスティバルの中止について

いきいきふれあいまつり2021中止について

すぎとひろば

子育て

子育て

町では、木質系廃棄物リサイクルと可燃ごみ発生抑
制のため、剪定枝粉砕機の貸出を行っています。貸出
を希望される場合は、事前にご連絡ください。
対象
◦町内に住所を有し、かつ、居住する者
◦町 内を本拠として活動する自治会、町内会、PTA、
子ども会、老人クラブ等、営利を目的としない団体
◦町内の幼稚園、保育園、小学校、中学校及び高等学校
◦その他町長が適当と認める者
費用 無料（電気代などの使用に関する費用は自己負担）
貸出場所 環境センター
持ち物 本人確認ができるもの
※粉 砕機により粉砕した剪定枝葉
は、環境課が収集する可燃ごみ
として排出できません。たい肥
または雑草の発生抑制等として
有効利用してください。
問 環境課 廃棄物担当
☎（38）0401

11月13日㈯
①10時～ 11時35分（受付9時30分～）
②14時～ 15時35分（受付13時30分～）
場所 すぎとピア 多目的ホール
上映作品 ぼくらの7日間戦争（アニメーション）
※日本語字幕付き
対象 町内在住の方
費用 無料
定員 各100名（申込多数の場合は抽選）
申込期限 10月27日㈬
申込方法 電 話または役場・すぎとピア窓口等に設置
の「映画上映会申込書」を記入のうえ、持参・
郵送・FAXにて申込
鑑賞券・抽選結果の送付 11月1日㈪頃
申 ・ 問 〒345-0024 杉戸町堤根4742-1
すぎとピア ☎（33）8192、FAX（36）1687
日時

町からの情 報は コチ ラ

カルスタ

カルスタ

任用期間 令和4年1月7日㈮～令和4年3月31日㈭
勤務日 月曜日～金曜日
勤務時間 9時～ 15時（5時間勤務）
勤務内容 ◦申告書、給与支払報告書等の整理
◦パソコンでの書類作成等
募集人数 4名
給与 日額4,757円～
※給与の日額は、令和3年10月1日時点。金額に変更が
生じる場合があります。
※詳細については、町ホームページをご覧いただくか
税務課へお問合せください。
問 税務課 町民税担当 内線242

すぎとピア「映画上映会」を開催します

すぎとひろば

すぎとひろば

杉戸町会計年度任用職員
（事務補佐員） 「教育」×「お笑い」＝勉強の楽しさ教えます！
を募集します
まなびピアを開催します

ふるさと元気村事前講習会
講習会を一度受講することで、以降「ふるさと元気
村（すぎとピア内トレーニング室）」をご利用いただけ
ます。
日時 10月21日、11月18日 毎月第3木曜日
10時～ 11時30分
場所 ふるさと元気村（すぎとピア内）
対象 町内在住の60歳以上の方
※要支援、要介護認定を受けている方を除く
定員 各月10名（申込順） 費用 無料
申込 電話またはすぎとピア窓口で申込
申 ・ 問 すぎとピア ☎（33）8192
広報すぎと

令和3年（2021年）10月号

286

10

