
ひろばすぎと
杉戸町役場　☎ 0480 (33) 1111

町ホームページ  http://www.town.sugito.lg.jp/

期日　8 月 16 日㈯・17 日㈰　一泊二日
場所　城峯公園キャンプ場　費用　5,000円（保険代等）
対象　小学 3 年生～中学 3 年生
定員　20 人程度（定員を超えた場合は抽選）
申込　 7 月 26 日㈯　10 時～ 11 時 30 分に役場本庁舎

1 階会議室で受付
主催　杉戸町青少年相談員協議会
問合せ　子育て支援課　子育て支援担当　内線 265

サマーキャンプへ行こう！

対象　スポーツ活動や文化活動などを行う5 名以上の団体
　　　 事故の補償範囲　団体管理下での活動中（国内）の事故など
掛金　 800円～11,000円（年齢・活動内容により異なる）
保険期間　加入日～平成 27 年 3月31日
※ 加入日とは加入依頼書郵送消印日と払込日のいずれか遅い日の翌日。
補償内容　傷害保険・賠償責任保険・突然死葬祭費用保険
※ 詳細は「スポーツ安全保険のしおり」または「あらまし」

をご確認ください。
申込手順　① 杉戸町社会教育課スポーツ振興担当で加入

依頼書を受け取る
　　　　　② 郵便局窓口で払込後、払込受付証明書を貼

付した加入依頼書を埼玉県支部へ郵送する。
問合せ　 （公財）スポーツ安全協会埼玉県支部　☎ 048–822–8950
　　　　杉戸町社会教育課　スポーツ振興担当　内線 493

平成２６年度スポーツ安全保険の加入受付

　町では、資源の有効利用を促進し、ごみの減量化を
図るため、地域で資源回収活動を実施する団体に対し、
奨励金を交付しています。
　資源回収活動は、リサイクル意識を高めるとともに、地
域の活性化やコミュニティづくりにもつながる事業です。
　また、奨励金を団体活動費に有効に活用できること
や資源物（新聞紙等）の抜き取り防止にもなりますので、
ご協力をお願いします。
対象団体　 地域住民で組織する営利を目的としない団体（要登録）
　　　　　※ 子ども会、自治会、町内会のほか、〇〇

会などの任意団体で登録可
　　　　　※年 4 回以上の継続的な有価物の回収が条件
対象品目　 新聞紙、雑誌、ダンボール、牛乳パック、布類、

アルミニウム
　　　　　※ 回収有価物は、資源回収業者に引取って

もらい、引取量の証明書を保管
奨励金の額　有価物 1キログラム当たり 3円
問合せ　環境課　廃棄物資源担当　☎（38）0401

資源回収団体を募集しています

手話やってみませんか？（入門課程）
日時　 9 月 6 日㈯～ 3 月 28 日㈯毎週土曜日・全 22 回 19 時～ 21 時
場所　すぎとピア　対象　聴覚障がい者に理解のある方
費用　 3,540円（テキスト3,240円（DVD付）＋保険代300円）
　　　※保育の必要な方はご相談ください。
主催　杉戸町
申込・問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402
　　　　　　　※前日まで受付しています

　平成 26 年 7 月 1 日付け、法務大臣から人権擁護委
員として、金子洋子さんが委嘱されました。
　人権擁護委員は、人権に関する悩み事だけでなく、
家庭や近隣のことなど様々な問題について相談をお受
けしています。町民相談日（P27 参照）に相談に応じ
ておりますので、お気軽にお申し出ください。
問合せ　人権・男女共同参画推進室　内線 217
　　　　秘書広報課　内線 286　

人権擁護委員に金子洋子さんを委嘱（新任）

―新規協力会員説明会のお知らせ―
日時　7 月 17 日㈭　13 時 30 分～ 15 時
　　　説明会後、その場で会員登録できます
場所　すぎとピア講座室

『すぎと・まごころとどけ隊』とは？
　日常生活にお困りの高齢者の方に地域の皆様が家事
援助サービスを提供します。住民同士お互いに助け合
う会員制のサービスをいいます。
　「ご近所支え合い」の新しいカタチとして、埼玉県内
に広がっています。杉戸町では平成22年度から始まり、
現在では利用登録会員 42 名、協力登録会員 57 名に広
がっています。皆さんも協力会員として活動してみま
せんか。（商品券の報酬あり）
問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎（32）7402

すぎと・まごころとどけ隊

　7月15 日㈫～ 24 日㈭「人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県」
　この時期は、夏休み中の児童・生徒の交通事故や、夏の開
放感や行楽の疲労による交通事故が発生しやすくなります。
　一人ひとりが交通ルールを守り、ゆとりを持った運転や交
通を心がけ、事故のない安心・安全な杉戸町を目指しましょう！

【町の重点目標】　○自転車利用者のマナーアップ
【県下統一目標】　○子どもと高齢者の交通事故防止
　　　　　　　　○自転車の安全利用の推進
　　　　　　　　○飲酒運転の根絶
問合せ　住民参加推進課　交通防災担当　内線 284

夏の交通事故防止運動実施！

日時　8 月 5 日㈫　13 時～14 時 30 分
場所　すぎとピア　多目的ホール　費用　無料
内容　 親しみやすいジャズやアニメソングを、みんなで歌っ

て踊りましょう。
演奏　杉戸町立東中学校吹奏楽部「フレッシュスターズ」
その他　当日お手伝いして下さる方を募集しています。
主催　介助ボランティアあじさいの会
後援・問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402

障がい者との心のふれあいコンサート

　夏休みの午後、親子や友達同士で、福祉体験してみませんか？
■ STT（サウンドテーブルテニス）体験
　日時　8 月 1 日㈮　13 時 30 分～ 16 時　場所　東公民館
　内容　視覚障がい者の皆さんと卓球を楽しみましょう。
■ミニ点字講座
　日時　8 月 19 日㈫　14 時～ 16 時　場所　西公民館
　内容　 点字シールを作って、オリジナル絵本を作りましょう。
■ミニ手話講座
　日時　8 月 21 日㈭　14 時～ 16 時　場所　泉公民館
　内容　あいさつや自己紹介を手話で表現しましょう。
■ミニ要約筆記講座
　日時　8 月 27 日㈬　14 時～ 16 時　場所　東公民館
　内容　聞いたことを書いて伝えてみましょう。
問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎（32）7402

ご近所福祉体験

　皆さんのご家庭等に設置の水道メーターは、水量の正
確性を確保するため、計量法施行令に基づき定期的に取
り替えることとなっています。
　今年度対象となるご家庭・事業所には、杉戸管工事業
協同組合・杉戸町水道指定給水装置工事事業者（身分証
明書携行）が事前確認に伺い、「水道メーター取替工事
のお知らせ」をご案内します。
　なお、取替期間については下表のとおりです。簡易的な工事の
ために、お客様の立ち会いは特に必要ありませんが、留守の場合
には敷地内に入り工事を行いますので、あらかじめご了承下さい。

　また、取替作業の際に支障にならないよう水道メー
ターや止水栓付近に犬等をつないだり、物を置いたり
しないようご協力をお願いします。
　水道メーターは取替工事期間中に限らず、いつも見
やすく清潔にしましょう。

8 月検針分（偶数月検針） 8 月下旬～ 9 月下旬

9 月検針分（奇数月検針） 9 月下旬～ 10 月下旬

取替期間（土 ･ 日を除く）

上下水道課　水道担当　☎（37）1232問合せ

　広報すぎと 3 月号で募集した「杉戸町福祉ボランティ
アまつり」新名称について、町内外 46 個の応募作を審
査した結果、高野台地区にお住まいの柴田周子さんの
作品「いきいきふれあいまつり」に決まりました。
　なお、「いきいきふれあいまつり」の内容は以下のとおりです。
日時　10 月 18 日㈯　10 時～ 14 時　場所　すぎとピア
内容　 福祉体験スタンプラリ－、福祉機器展、防災体験、

各種模擬店、Ko-1 によるマジックパフォーマンス
　　　（ 同時開催　すぎと健康フェスタ 2014　保健センターにて）
問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎（32）7402

新名称「いきいきふれあいまつり」に決定！

水道メーター取替えについて

地域の犯罪情報をメール配信 !!
埼玉県警察ホームページ（http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/）「犯罪情報管 News」から登録すると、
地域で発生した犯罪情報がメール配信されます。ぜひ登録して、防犯対策にお役立てください。

◆ 本人通知制度をご利用ください
～住民票等の不正請求を防ぐために～

　町では、代理人や第三者の請求により住民票の写し等（本籍記載のもの）を交付した場合、その交付した
事実について登録者本人に通知する「本人通知制度」を実施しています。
　これは個人の権利侵害を防止するとともに、不正請求・不正取得を防止するための制度です。制度利用には、
事前の登録が必要です。

○登録できる方　　杉戸町に住民登録又は本籍がある方。

○登録手続　 本人確認書類（運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券等）をお持ちのうえ、町民

課窓口で所定の申請用紙により、申請してください。

○登録期間　 無期限（ただし、住所・氏名・本籍等の登録事項に変更があったときは、変更の届出が必要です。

届出がない場合、登録が廃止となる場合があります。）　

町民課　住民・戸籍担当　内線　254・256申込・問合せ

　暑い夏を迎え、飲料等の消費とともにペットボトル（資源
ごみ）の排出も増えます。各ごみ集積所では、ペットボトル
の増加により回収用のネット袋が不足する場合があります。
　ペットボトルをつぶして出すことで多く運ぶことができます。
※回収できるのは、右下のペットマークがついているペットボトル。
※中身が入っているものは回収できません。
ペットボトルの出し方
　① キャップ・ラベルをとって、中を軽く

すすぎましょう。
　※ キャップとラベルは、「その他プラ」と

して分別しましょう。
　②つぶしましょう。
　③ ネット袋には、ペットボトルだけを入れましょう。
問合せ　環境課　廃棄物資源担当　☎ (38) 0401

ペットボトルはつぶしてから出しましょう
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