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　家族や友達同士で楽しみながら、ボランティアや防災な
どの福祉について学べるイベントを開催します。当日ボラ
ンティアとして、一緒にイベントを盛り上げましょう。

「いきいきふれあいまつり」ボランティア概要
日時・場所　10 月 18 日㈯ 8 時 30 分～ 16 時、すぎとピア
活動内容　受付・誘導・準備・片付など
募集期限　9 月 1 日㈪まで
申込・問合せ　杉戸町社会福祉協議会　☎ (32) 7402

「いきいきふれあいまつり」お助けスタッフ募集

● 40 歳以上向け
　日時　9 月 17 日㈬　10 時～正午（受付／ 9 時 30 分開始）
　内容　求人検索＆面接攻略法
● 40 歳未満向け
　日時　9月17日㈬　14時～16時（受付／13時30分開始）
　内容　魅力を感じてもらえる応募書類の作り方
共通事項
　場所　役場本庁舎 1 階会議室
　定員　各 25 人（先着順）　　費用　無料
　受付　8 月 18 日㈪より電話にて
　申込・問合せ　産業課　商工担当　内線 308

就職支援セミナー

　秋のスポーツイベント、「第 34 回 杉戸町町民体育祭」
を陰で支え、一緒に盛り上げてくださる運営ボランティ
アを募集します。

「町民体育祭」ボランティア概要
　期日　10 月 12 日㈰　予備日／ 13 日（月・祝）
　活動時間　集合／ 7 時 30 分　解散／ 16 時頃
　場所　杉戸第二小学校　校庭
募集人数　10 人
募集期限　8 月 29 日㈮まで
申込・問合せ　社会教育課　スポーツ振興担当　
　　　　　　　内線 493

「町民体育祭」運営ボランティア募集

　介護サービスを利用している方や、これから利用したい
方、またご家族からの相談や質問を、介護相談員がお受
けします。訪問による相談も行っていますのでお気軽にお
申出ください。
日時　8 月29 日㈮、9月26 日㈮、10 月30 日㈭
　　　13 時 30 分～15 時　（※予約制、無料）
場所　役場第 1 庁舎 1 階　相談室
申込・問合せ　高齢介護課　介護保険担当　内線 313・314

介護相談お受けします

　次の事業所を追加指定しました。
店名　入江水道工業株式会社
　　　久喜市本町 3丁目18 番 23 号　☎ (21) 0867
指定期間　平成 26 年 6月 6 日～平成 30 年 3月31日

杉戸町下水道排水設備工事指定店

　総務省では、9 月から 11 月までの 3 か月間にわたり
全国消費実態調査を実施します。
　この調査は、皆様に家計簿へ収入と支出を記入して
いただき、家計の構造を所得・消費・資産の 3 つの側
面から総合的に把握することを目的とした調査です。
　調査結果は、生活保護や年金給付の水準の検討、高
齢者対策の基礎資料など行政の推進に活用されます。
　調査の対象となった世帯には、8 月に統計調査員が
伺いますので、皆様のご協力をお願いいたします。
　※統計調査員は必ず調査員証を携行しています。
問合せ　コールセンター　☎ 0570 (01) 4194
　　　　※受付 8 時～ 22 時、12 月 15 日㈪まで
　　　　総務課　情報統計担当　内線 207

平成 26 年全国消費実態調査が始まります

　杉戸屏風深輪地区産業団地整備事業に係る環境影響
評価公聴会を開催します。
日時　9 月 7 日㈰　11 時～
場所　杉戸深輪産業団地地区センター会議室
　　　※ 公述申出者がない場合は中止となります。傍聴

を希望する方は、開催の有無をお問い合わせの
上、お越し下さい。

公述の申出　 環境保全の見地から意見のある方は、8 月
18 日㈪（必着 ) までに、県環境政策課ま
たは町産業団地拡張推進室にある公述申
出書に必要事項を記入の上、郵送（〒 330-
9301　所在地記入不要）、FAX 048 (830) 
4770、E-mail:a3010-03@pref.saitama.
lg.jp のいずれかの方法で県環境政策課へ。

問合せ　埼玉県環境政策課　☎ 048 (830) 3041
　　　　杉戸町産業団地拡張推進室　内線 326

環境影響評価公聴会のお知らせ

受験資格　次のいずれかに該当する方
　　　　　① 高等学校の土木工学科またはこれに相当す

る課程を修了して卒業した方
　　　　　② 高等学校を卒業した方で、排水設備工事等の設計

または施工に関し1 年以上の実務経験を有する方
　　　　　③ 排水設備工事等の設計または施工に関し2

年以上の実務経験を有する方
　　　　　④上記①～③に準ずる方
試験日　11月9 日㈰
試験会場　埼玉工業大学（深谷市）
受付期間　8 月18 日㈪～９月26 日㈮
※受験案内を、8 月18 日㈪から上下水道課にて配布します。
申込方法　郵送 ※詳細は受験案内を参照
受 験 料　11,000 円
問合せ　上下水道課　下水道担当 ☎ (37) 1232

排水設備工事責任技術者共通試験

　バリアフリーやノーマライゼーションという言葉をよく聞くことがあります。
　バリアフリーとは「障がい」というものが障がい者自身にあるのではなく、私たちが暮らしている社会にあり、
生活の妨げとなっているもの ( バリア ) を無くして ( フリー ) 生活しやすい環境をつくっていこうというもので
す。またノーマライゼーションとは、障がいがある方を排除するのではなく、誰もが同じように生活できる社
会こそが当たり前であるという考え方です。
　しかし世の中には、社会の役に立っているか、社会の速度に合わせられるかというものさしで人を見る風潮
があり、そのために障がいのある方が社会参加を阻害されたり、偏見の目で見られたりすることがあります。
　「障がい」とは、障がいのある方だけではなく、私たちが社会生活を営む上で出会うものであり、人と人との
助け合いで解決できるものです。誰一人として障がいを感じないで生活を送ることができる社会をみんなで実
現していきましょう。

『人と人とが助け合う社会へ』
それは 愛

人 権

社会教育課　社会教育担当　内線 482　人権・男女共同参画推進室　内線 217問合せ

８月は「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」です。

問合せ

人権啓発フェスティバル「ヒューマンフェスタ2014さいたま」
　人権講演会・吹奏楽部演奏・演劇部講演・人権作文表彰等の盛りだくさん！入場無料です。
　　▼日時　8 月 22 日㈮　10 時～ 15 時 30 分　▼場所　大宮ソニックシティ（さいたま市）

　　　　　埼玉県人権推進課　☎ 048 (830) 2255

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

日時　8 月 27 日㈬　15 時～
場所　カルスタすぎと 多目的ホール
内容　「人間になりたがった猫」
上映時間　約 112 分　※入場無料（先着順）

子ども映画会

♠  8 月の休館日　4 日㈪・11 日㈪・18 日㈪・
25 日㈪・29 日㈮

※�29日㈮は、館内整理日のため図書館は休館
します。（生涯学習センターは開館します）

日時　第 1・3 土曜日　14 時～ 14 時 30 分
　　　第 2 水曜日　11 時～ 11 時 30 分
　　　 第 4 土曜日　14 時 30 分～ 15 時

　　　　　　　　　（絵本を使わない素
すばなし

話中心）
※都合により日程が変更になる場合もあります。
場所　カルスタすぎと　おはなしのへや
内容　本の読み聞かせ、紙しばい、手あそび等
対象　乳幼児親子・小学生

おはなしかい

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ま～め～　　情報

問合せ

外国人の講師と楽しく英会話
Let’s enjoy together!!
　杉戸町国際交流協会では、これから英会話を始めようと
思っている方を対象に、英会話教室を開催します。ハロー
から楽しく英会話を学べるように、外国人講師が優しく楽
しく講義を行います。

日時　9 月 8 日・22 日・29 日、10 月 6 日・20 日・27 日（全 6 回）
　　　【いずれも月曜日】 18 時 30 分～ 20 時
場所　杉戸町役場 第 2 庁舎 2 階 第 1・第 2 会議室
　　　※網かけの日は、第 1 庁舎 3 階 会議室で行います。
　　　　 また、都合により日時・場所が変更となる場合が

あります。
講師　イギリス人講師
定員　20 名（申込順）　費用　2,000 円（全 6 回分）
対象　英会話初心者の方で、杉戸町国際交流協会会員の方

※ 杉戸町国際交流協会の会員でない方は、お申込みの際に
会員になっていただくことが条件となります。

　（個人年会費 2,000 円）

　　　　　杉戸町国際交流協会事務局　☎ FAX (36) 1470

　埼玉県では、「すべての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会」の実現に向けて、県、市町村は
もちろん県民総ぐるみで、「人権尊重社会をめざす県民運動」を展開しています。

広報すぎと縮刷版第3・4巻　無償配布申し込み　8月29日㈮まで受付中！
　詳細は、広報すぎと７月号、役場総合案内・秘書広報課窓口設置のパンフレット、町ホームページを
ご覧ください。 秘書広報課　広報広聴担当　内線286問合せ
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