
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/

カルスタすぎと
 問合せ

町立図書館  ☎ (33) 4056カルスタすぎとカルスタすぎとカルスタすぎとカルスタすぎとカルスタすぎと
生涯学習センター・町立図書館

日時　8月 26 日㈬　15 時～
場所　カルスタすぎと　 多目的ホール
内容　「白雪姫」
上映時間　約 82分　　費用　無料（先着順）

子ども映画会

　赤ちゃん向けの絵本や「たべもの」をテーマに
した絵本を紹介します。
日時　9月 2日㈬　11 時～ 12 時
場所　カルスタすぎと　おはなしのへや
対象　 子育て中の方・子どもの本に関心のある方

（お子様も同席可）

０・１・２歳の絵本さがし

　怪談などのこわいおはなしがメインです。あ
つーい夏をひんやり涼しく過ごしてみませんか？
日時　8月 22 日㈯　17 時～ 18 時　
　　　※受付開始 16時 30 分～
場所　カルスタすぎと　和室 1
対象　小学生以上
その他　入場無料（先着順）

こわーいおはなし会

日時　第 1・4土曜日　14 時～ 14 時 30 分
　　　第 2水曜日　11 時 20 分～ 11 時 50 分
　　　 第 5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　　費用　無料

おはなしかい

♠ 8 月の休館日
　3日㈪・10 日㈪・17 日㈪・24 日㈪・28 日㈮・31 日㈪
　※ 28 日㈮は、館内整理日のため図書館は休館となります。（生涯学習センターは開館）

■健康スポーツ・文化教室

■エコ・スポいずみイベント

■放課後スポーツ教室参加者募集

エコ・スポいずみお楽しみ会（参加費無料）
　子供から高齢者まで一緒に楽しめるイベント。身体を動かすゲームやミニ縁日をお楽しみください。
日時　8月29日㈯　13時30分～
場所　エコ・スポいずみ内多目的スペース・ミーティングルーム・オープンスペース
内容　スタンプラリー、中国コマ・リボン・輪投げ・マグネットダーツ・ラジコンカー・昔遊び　ほか
その他　ボップコーン・飲み物・ヨーヨー等の販売あり　　主催　社会教育課

「卓球」教室
日時　毎週土曜日　13時～15時　　場所　杉戸小学校　体育館　　対象　杉戸町近隣　小学生男女　　
定員　10名程度（活動人数に満たない場合は実施見合わせ）
指導員　田村英次（すぎスポラージ卓球指導員）　　参加費　500円／月
持ち物　 運動出来る服装、体育館シューズ（上履き可）、用具貸出し有り

「バレーボール」教室
日時　毎週土曜日　9時～12時、毎週金曜日　18時30分～21時
場所　杉戸小学校　体育館　　対象　杉戸町近隣　小・中学生女子　　定員　10名程度
指導員　野口真紀（日本体育協会公認バレーボール指導員）　　
参加費　小学生1,000円／月、中学生500円／月
持ち物　運動の出来る服装、体育館シューズ（上履き可）

ＮＰＯ法人杉戸町総合型スポーツクラブ

す スぎ 情報ポ NPO法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ事務局
☎ (48) 5161（月・水・金10時～15時）

申込・問合せ

場所　エコ・スポいずみ　多目的スペース

（参加費無料、当日申込可）

教室名 実施予定日 内　容

健康体操
毎週木曜日（通年）
10時～ 11時

棒を使い音楽に合わせて楽しく身体を動かす体操です。

室内ペタンク
9月2日・9日・16日・30日
各水曜日全4回　13時～ 15時

目標物にビニール製のボールを投げ合い得点を競う
スポーツです。

（すぎスポ入会金1,000円、年間保険料800円が必要となります）

期日　9月 26 日㈯
内容（行先）
　火おこし体験（福島県文化財センター白河館「まほろん」）
　「3.11 を語る会」との震災学習（郡山市）
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）
費用　1,000 円（体験費・保険代等）
申込方法　 9 月 5 日㈯　10 時～ 11 時 30 分に杉戸町役

場第 2庁舎 2階第 1会議室にて受付・説明
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

体験学習バスツアー in 福島

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

　上記①～③に準ずる方
試験日　11月 1日㈰
試験会場　埼玉工業大学（深谷市）
受付期間　8月 10 日㈪～ 9月 18 日㈮　
　　　　　※ 受験案内を８月10日㈪から上下水道課に

て配布
申込方法　郵送（詳細は受験案内を参照）
受験料　10,000 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

　秋のスポーツイベント！第35回町民体育祭を陰で支
えていただける方を募集します。

町民体育祭運営ボランティア募集

【ボランティア概要】
期日　10月 11 日㈰　予備日　12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

募集人員　10人
募集期限　8月 28 日㈮まで
申込・問合せ　社会教育課　スポーツ振興担当　
　　　　　　　内線 493

ご存じですか？建築物や屋外広告物にはルールがあります
8月30日㈰～9月5日㈯建築物防災週間・9月1日㈫～10日㈭屋外広告物適正化旬間

　建築物防災週間とは、建築物に関連する防災知識の普及や防災関連法令・制度の
周知徹底を図るため、全国一斉に年2回行われるものです。
　東日本大震災では、耐震性が不十分な古い建築物の倒壊により大きな被害が発生
しました。
　杉戸町では、木造住宅の耐震診断、耐震改修工事の補助や無料簡易耐震診断を行
っていますのでご利用ください。
　また、広告板、立看板などの屋外広告物は、人々に様々な情報を提供し、まちの
活気やにぎわいを演出する一方で、無秩序な設置により景観が損なわれ、管理が不
十分であることにより人々に危害を及ぼすことがあります。
　屋外広告物を設置しようとする方や屋外広告物の設置場所を提供する方は、適正
な広告物の設置にご協力ください。

建築課　開発建築指導担当　内線345･346問合せ

　杉戸町近隣　小学生男女　　

対象　 国保加入者のうち、昭和 51年 4月 1日
　　　～平成 8年 3月 31 日生まれの方
　　　※ 対象者には、8月下旬に受診券（はがき）を

お送りします。
予約申込期間　9 月 1日㈫～ 9月 15 日㈫
　　　　　　　（休診日を除く）
　　　　　　　※ 指定医療機関（受診券を参照）に予

約をしてから受診
健診実施期間　10月 1日～ 11 月 30 日
　　　　　　　（休診日を除く 2ヶ月間）
費用　1,000 円（医療機関へ支払）
健診内容　 質問票、身体測定、血圧測定、
　　　　　血液検査、尿検査　等
　　　　　※ 「特定健康診査」に準じた健診項目
その他　 当日は「被保険者証」、「平成 27 年度杉戸町

国保健診受診券」を持参

問合せ　町民課　国民健康保険担当　内線 252・257

受けよう！国保健診

　健診結果は受診者本人に通知するともに、杉戸町国
民健康保険において保存し、必要に応じ保健指導等に
用いますので、ご了承ください。
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