
No 団  体  名 事  業  名 交付決定額（円）

1 さくら祭実行委員会 杉戸高野台さくら祭 150,000

2 三本木阿波踊り実行委員会 三本木阿波踊り事業 100,000

3 高野台南自治会 スポーツ大会＆ジュニアお楽しみ会 100,000

4 シニアお楽しみ会 シニアお楽しみ会 30,000

5 横町盆踊り実行委員会 横町盆踊り 100,000

6 杉戸中央ロータリークラブ 杉戸町音楽祭 100,000

7 上田地区自治会 上田サロン「いこいの会」事業 50,000

8 平成25年度上田夏祭り実行委員会 9-2区住民による手作り夏祭り 50,000

9 上田自治会文化祭実行委員会 上田文化祭 50,000

10 杉戸町美術展覧会実行委員会 第1回杉戸町美術展覧会 100,000

11 杉戸町立泉小学校おやじの会 泉小学校環境整備事業 100,000

12 高野台子育てサークル 子育てママのクッキング 50,000

13 子育てネット・ぽっぽはうす 親子自然体験教室 70,000

14 けやき会 住民による住民のためのボランティア活動 40,000

15 三小環境整備の会 杉戸第三小学校校庭の環境改善事業 100,000

16 千歳サロン 千歳サロン 100,000

17 つくし野サークル つくし野サークル（ボランティア） 50,000

18 杉戸町の生活と観光写真コンテスト実行委員会 杉戸町の生活と観光写真コンテスト 77,000

19 図書ボランティアたんぽぽ 絵本の読み聞かせ 6,000

20 内田団地コミュニティーまつり実行委員会 内田団地コミュニティーまつり 70,000

21 「夏祭り絆」実行委員会 夏祭り絆（シーアイマンション絆プラス） 100,000

22 杉戸第二小学校学校応援団 がんばれ杉二っ子 100,000

23 ルネッサンスプレミアム・わははの輪 ママ友の輪を広げましょう 30,000

24 老美会 中高年～高齢者の健康増進事業 100,000

25 むさし堤団地自治会ボランティアの会 河川敷及び公園美化と防犯支援事業 100,000

26 広島中学校応援団 学校整美事業 100,000

27 ふれ愛フレッシュ運営委員会 ふれ愛フレッシュサロン活動事業 100,000

28 春の小川プロジェクトすぎと 春の小川プロジェクトすぎと 20,000

29 東中応援団 東中学校区における教育活動を支援する事業 100,000

30 杉戸小学校学校応援団 杉小校区環境整備事業 100,000

31 杉戸中学校学校応援団 杉戸中学校応援事業 80,000

32 杉の子吹奏楽団
子どもたちに本物の音楽を届けよう

（第8回ファミリーコンサート）
80,000

33 ふれあいサロンさくら ふれあいサロンさくら 35,000

34 本島サクラ倶楽部 大島新田周辺さくら散策道プロジェクト 45,000

35 すぎとエコグリーン 有機で作る家庭菜園づくり推進事業 30,000 

36 杉戸元気会
杉戸町＋富岡町民交流会
～おらんとこ、よっでげ！～

100,000 

37 杉戸キャンドルナイト実行委員会
東日本大震災追悼・
100万人のキャンドルナイトin杉戸プロジェクト

95,000 

38 NPO法人すぎとSOHOクラブ
すぎとステージ祭り
 with 全国ご当地そばまつりin杉戸

100,000

計38件 2,908,000

平成 25 年度　 支援事業数：38事業　支援金額：2,908,000円

問合せ　　住民参加推進課 住民生活担当  内線 283

「平成25年度 みんなでつくるまちづくり支援事業」支援結果を公表します
　町では、住民団体が自主的・自発的に取組むことにより、まちづくりへつながる活動を支援するため、団体が実
施する事業に対して支援金を交付しています。平成 25 年度の支援結果は、下表のとおりです。
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風水害に備えましょう～いざ！という時のために～

　近年、全国各地で台風や低気圧、前線などによる風水害や土砂災害などが発生しています。昨年 9 月には、埼玉
県越谷市等の竜巻被害や京都府の桂川の氾濫など、全国各地で大きな被害が発生しました。
　台風や大雨の到来は予測できるからと安易に考えてはいけません。河川の氾濫は、雨量が多くなるほど発生しやすくな
るため、梅雨や台風の時期は十分な警戒が必要です。杉戸町は大きな河川に挟まれた低地にあるため、いつどこで被害が
発生しても不思議ではありません。日頃からこのような災害を予測し、事前に備えておくことが被害の軽減につながります。

住民参加推進課　交通防災担当　内線 288問合せ

日頃の備え

台風・大雨に対する備え

竜巻や突風などの備え
○気象情報に注意
　　台風や局地的大雨（ゲリラ豪雨）などの災害は、気象情報などから
　予測することにより、事前に備えることができます。ラジオやテレビ
　等で正確な情報を入手して、被害が最小限になるように備えましょう。
○自宅周りの点検
　　台風が接近する前に屋根、外壁、窓、雨戸等に破損はないか
　前もって確認し、破損箇所がある場合は修理しておきましょう。
○避難所の確認
　　町では、災害が発生した場合の避難場所を指定しています。
　もしもの時どこへ避難したらよいか確認しておきましょう。
○非常持出品の準備　
　　非常持出品や備蓄品の準備は防災対策の基本です。家族構成
　 に合わせて準備しましょう。飲料水と食料等は 3 日分を目安に

備蓄し、定期的に賞味期限を確認しましょう。

・ 気象情報を確認し、状況によっては遠出や外出は控えましょう。
・ 鉢植えや物干し竿など、飛散の危険の高いものは、室内へ移動しましょう。
・ 町から避難勧告や避難指示があったら、すぐに行動に移せるよ

う準備しておきましょう。

・ 気象情報をテレビやラジオ、インターネット
などで確認し、注意報や警報などに注意しま
しょう。

・ 頑丈な建物の中に避難しましょう。ただし、
車庫、物置、プレハブなどへの避難は危険です。

・ 避難するときは、瓦などの飛来物に注意しま
しょう。

すぎめー。
 「すぎめー。」では、防災・防犯・
子育て・生涯学習など、ジャンルご
とに様々な情報を発信しています。
皆様の登録をお待ちしています。

https://service.sugumail.com/sugito/

　杉戸町
    メール配信
　　  サービス

（QRコード）

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！

幸手市 -Satte City-
幸手夏祭り
日程　7 月 13 日㈰・17 日㈭・19
日㈯・20 日㈰
場所　幸手市中央通り
内容　13日には、関東三大神輿の
1つの宮出し。17日は、子供神輿
連合渡御。19日・20日には、7台
の山車が勢揃いし、お囃子ととも
に市内を練り歩く。祭りのクライ
マックスの花山では、7台の山車が
幸手駅前を勢いよく駆け上がる。
問合せ　 幸手市観光協会事務局
　　　　（商工観光課内）
　　　　☎ (43) 1111 内線 593

宮代町 -Miyashiro Town-
宮代町民まつり
日程　8 月 23 日㈯・24 日㈰
※ 時間等の詳細はお問合せください。
場所　 コミュニティセンター進

修館周辺
内容　流し踊り、みこしの巡行、
その他子どもから大人まで楽し
めるイベントが盛り沢山です。
問合せ　 コミュニティセンター

進修館 ☎ (33) 3846

白岡市 -Shiraoka City-
白岡まつり
日時　 8 月 2 日㈯ 
場所　 白岡市役所庁舎周辺特設

会場
内容　模擬店、白岡おどり、よ
さこいソーラン踊り、打上花火、
その他
問合せ　 白岡まつり運営委員会

事務局
　　　　☎ (92) 8151

久喜市 -Kuki City-

久喜提
ちょうちん

燈祭り「天王様」
日時　 7 月 12 日㈯・18 日㈮
　　　12 時～ 22 時
場所　久喜駅西口周辺
内容　昼の人形山車から、夜は
四面に約 500 個の提燈をつけた
提燈山車へと組み替え、市内を
巡行する様は圧巻です。
問合せ　 久喜市観光協会
　　　　☎ (21) 8632

蓮田市 -Hasuda City-
第 25 回 はすだ市民まつり
日時　8 月 23 日㈯ [ 雨天決行 ] 
　　　10 時 30 分～
場所　のくぼ通り（蓮田駅東口）
内容　おどりなどの市民参加イ
ベント、小学生鼓笛隊パレード
など盛りだくさん。
問合せ　 はすだ市民まつり実行委員

会事務局（蓮田市商工会内） 
　　　　☎ 048 (769) 1661

防災無線で放送した直前の内容がフリーダイヤルで確認できます。（放送内容は放送後 24 時間まで保存）

フリーダイヤル 0120-65-5714　固定電話の場合、市外局番 0480 以外の地域からはご利用できません。
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