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　高等学校・専修学校およ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。申込書類は、教育
総務課窓口で配布します。
受付　 11 月 1 日㈮～平成 26 年 1 月 31 日㈮（土・日・

祝日、年末年始を除く）
貸付の決定　 入学準備金貸付審査会で審査のうえ決定します。

審査会は、12 月・2 月の 2 回開催する予定です。
問合せ　教育総務課 庶務管理担当　内線 394

大学・高校入学準備金貸付の受付

　あなたの安全運転健康度を、教習所の指導員がチェックします。
日時　10月19日㈯　14 時～17 時（受付／13 時 30 分～）
場所　春日部自動車教習所
対象　普通免許をお持ちの 65 歳以上の方
定員　12 名程度　　　費用　無料
内容　 教習所のコースを利用して、体験講習や討論会

などを行ないます。忘れかけていた運転の基本
を復習し、今後の安全運転に役立てます。

　　　※  70 歳以上の方が免許更新の際に受講する「高
齢者講習」ではありません。

申込・問合せ　住民参加推進課 交通防災担当　内線 284
　　　　　　　杉戸警察署交通課　☎ (33) 0110

シルバードライバードック 2013

対象　 地域の交通事故防止のためのボランティア活動
に興味がある方（町内在住の女性）

活動内容　 シートベルト着用促進、交通安全反射材・
啓発ちらし等の配布、世帯訪問など

会費　なし
申込・問合せ　住民参加推進課 交通防災担当　内線 284

「交通安全母の会」会員募集

　「仕事と家事・育児の両立ってできるの？」という不安を
抱えて、働くことに踏み出せない女性のためのセミナーです。
日時　11 月 8 日㈮　10 時～ 11 時 30 分
場所　保健センター 2 階 研修室
内容　 テーマ「仕事と家庭の両立ってどうしているのかしら？」
　　　講師／埼玉県女性キャリアセンターのカウンセラー
対象　再就職を希望する女性（託児なし・子ども同伴可）
定員　15 名程度　　　費用　無料
申込期間　10 月 18 日㈮～ 11 月 5 日㈫
　　　　　9 時～ 17 時（土・日・祝日を除く）
申込・問合せ　人権・男女共同参画担当　内線 217

就職支援セミナー参加者募集

日時　10 月19 日㈯　10 時～15 時
場所　すぎとピア
内容　 手話や車いすなどの福祉体験スタンプラリー、各

種模擬店、消火・煙体験、ミニ福祉機器展など
主催　杉戸町福祉ボランティア連絡会
問合せ　杉戸町社会福祉協議会
　　　　☎ (32) 7402、FAX (36) 1687

第 6 回 杉戸町福祉ボランティアまつり
日時　10 月 19 日㈯　10 時～ 15 時
場所　保健センター
内容　 食事診断コーナー、身長・体重・体脂肪測定、尿

検査、アルコールパッチテスト、健康相談など
その他　 「国民健康保険加入者の特定健診結果相談会」

を同時開催します。
問合せ　保健センター（健康支援課 健康づくり担当）
　　　　☎ (34) 1188

すぎと健康フェスタ 2013

　災害が発生した際に高齢者に起こりやすい症状や、
避難所で生活するうえでの注意点などを学びます。
日時　11 月 26 日㈫　13 時 30 分～ 16 時
場所　すぎとピア 集会室
募集定員　30 名（応募者多数の場合は抽選）
講師　日本赤十字社 埼玉県支部
受講料　無料
講習内容　 災害が高齢者に及ぼす影響、接するときの

心づかい、ボランティアの心得など
持ち物　風呂敷 2 枚、タオル 2 枚、ビニール袋 1 枚
申込締切　11 月 12 日㈫まで
申込・問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402

災害時高齢者生活支援講習会
日時　11 月 9 日㈯　10 時～ 12 時
場所　すぎとピア 多目的ホール
対象　町内在住・在勤の障がい者・介護者
内容　スポーツ・レクリエーション
定員　50 名程度　　参加費　無料
締切　10 月 23 日㈬
申込・問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402

「ふれあいのつどい（障がい者のつどい）」
参加者募集

　次の事業所を追加指定しました。
店名　有限会社湯山設備工業所
　　　川越市大字今福 213 番地 2　☎ 049 (242) 5064
　　　指定日　平成 25 年 8 月 1 日

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　有限会社湯山設備工業所
　　　川越市大字今福 213 番地 2　☎ 049 (242) 5064
　　　指定期間　平成 25 年 8月1日～平成 29 年 3月31日
店名　株式会社中央設備工業
　　　上尾市今泉 1 丁目 1 番地 3　☎ 048 (725) 3232
　　　指定期間　平成25年8月26日～平成29年3月31日

杉戸町下水道排水設備工事指定店

　住基ネット関連機器のメンテナンス作業のため、住
基ネットを使用した業務が利用できなくなります。ご
不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
日時　11 月 12 日㈫　11 時～終日
停止する業務　 住基カードの申請・交付、広域交付の住

民票の発行、住基カードを使用した転出
入の手続、公的個人認証の発行など

問合せ　町民課 住民・戸籍担当　内線 254

住基ネットの一時停止について

社会教育課 社会教育担当　内線 483

申込・問合せ

日時　10月29日㈫
　　　14時～15時40分
場所　カルスタすぎと 多目的ホール
内容　 「国際化の中での青少年の

育成はどうあるべきか」
　　　東洋大学名誉教授
　　　大塚賀弘 氏
定員　150 名
入場料　無料
主催　 杉戸町青少年健全育成連絡

協議会

青少年育成に関する
公開講演会

　「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。
日時　10 月 19 日㈯　10 時～ 12 時 ※小雨決行
　　　※ 予備日／ 11 月 2 日㈯ 10 時～ 12 時（予備日

が大雨の場合は、西公民館で講義のみを実施
します。その際、愛犬は参加できません。）

場所　倉松公園 子ども広場
定員　30 名（愛犬同伴）　　　費用　無料
講師　小佐野愛犬・警察犬訓練所 所長　小佐野 恵司 氏
申込期限　10 月 17 日㈭まで
申込・問合せ　環境課 生活環境担当　☎ (38) 0401

愛犬しつけ方教室

消防特別点検を実施します

住民参加推進課 交通防災担当　内線 282問合せ

　杉戸町消防団員・埼玉東部消防組合杉戸消防署
職員による ｢消防特別点検｣ を、高野台小学校にお
いて実施します。この点検は、ポンプ車操法（放水）・
消防車両の行進など、日ごろの訓練の成果を披露し、
災害への備えを確認するために行うものです。
　見学は自由（雨天のため表彰式のみを行う場合を
除く）。総勢 150 名、はしご車をはじめ多くの消防
車両が会場に集結します。消防音楽隊による演奏や、
普段は見ることができない訓練風景等を、ぜひ間近
でご覧ください。
日時　11 月 10 日㈰　9 時～
場所　高野台小学校 校庭（高野台西 5-16）
　　　※ 雨天時は、すぎとピアにて表彰式のみ行います。

　杉戸町を含む埼葛 12 市町では、10月に人権啓発活動を実施します。
地域において人権問題に取り組む様々な団体が主体となり、同和問題
をはじめとするあらゆる人権問題の早期解決に向けた活動を行います。

「埼葛人権を考える月間」

人権・男女共同参画担当　内線 217
社会教育課社会教育担当　内線 482

問合せ

 啓発イベント  「第22回 埼葛人権を考えるつどい ～出会い ふれあい 思いやり～」

　日時　10 月 17 日㈭　9 時 30 分～ 16 時
　場所　アスカル幸手
　内容　各種団体の発表・展示・販売　　入場料　無料

 啓発作品

　小・中学生が人権への想いを綴ったメッセージ飾り「夢 希望… 
埼葛 10 万人の願い」、被災地の復興を願う「届け はばたけ 埼葛の鶴」
をイベント会場に展示します。

10月は

議会事務局　内線 224問合せ

　杉戸町議会議員による、「第 6 回 
議会報告会」を開催します。報告会で
は、平成 24 年度一般会計決算を中心
に、9 月議会で審議された内容などを
議員が報告します。
　また、質問コーナーを設け、来場者
の皆様からの質問にもお答えします。
皆様のご来場をお待ちしています。
日時　10 月 26 日㈯
　　　10 時～ 12 時
場所　役場第 2 庁舎 2 階 
　　　第 1・第 2 会議室

議会を身近に！

第6回 議会報告会
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