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杉戸町役場　☎ 0480 (33) 1111
町ホームページ  http://www.town.sugito.lg.jp/

　児童・生徒を交通事故から守る交通指導員を募集中です。
応募資格　 中央地区・泉地区に住所を有する方で次の

条件を満たす方
　①児童の登校時の街頭交通指導ができる方
　②年齢 20歳以上 65 歳未満で、普通自動車免許を有する方
　③健康で、交通安全に熱意があり、かつ指導力のある方
募集人数　杉戸小学校区、泉小学校区　各 1名
勤務内容　①小学校児童登校時における立哨指導
　　　　　②町主催事業等の交通指導
　　　　　③交通安全運動期間等の広報活動　など
　　　　　※報酬あり、装備品・制服一式貸与
応募方法　 1 月 29 日㈮までに応募書類（住民参加推進課

にあります。）に必要事項を記入し、同課へ提出。
問合せ　住民参加推進課　交通・防犯担当　内線 284

交通指導員を募集します

　町では、児童・生徒の学習や生活を支援するため、
町立小・中学校に教育指導補助員を配置しています。
現在、町立中学校で、教育指導補助員として活躍して
いただける方を募集中です。
応募資格　 身体を動かすことが好きで、健康な 20歳か

ら 60 歳までの方。
　　　　　※ 町内・外在住、性別、教員免許資格の有

無は問いません。
募集人数　若干名（中学校）
勤務内容　 ①学習指導補助　②生活支援　③その他学

校が必要とする事務　
　　　　　※ 8時 15 分から 15 時 15 分までの時間給制
申込・問合せ　学校教育課　指導担当　内線 388 まで

教育指導補助員を募集します

任期　平成 28年 4月 1日から平成 30 年 3月 31 日まで
報酬等　非常勤特別職としての報酬あり
募集人員　3名　
応募資格　 町内在住 20 歳以上の方で、学校給食に関心

のある方
応募方法　 応募用紙に必要な事項を記入の上、応募動

機を原稿用紙 2枚程度にまとめ、学校給食
センターまで持参または郵送

応募用紙　各公民館および教育総務課で配布
応募期間　1月 4日㈪～ 29 日㈮（当日消印有効）
選考方法　書類審査および面接（面接日時は後日連絡）
問合せ　学校給食センター　☎ (36) 7050

町立学校給食センター運営審議会委員の募集

　平成 28 年 4 月からの学校給食用賄材料入札の参加
申込受付を行います。
申請書等配布期間　12月 8日㈫～ 18 日㈮　
　　　　　　　　　※土・日除く　8時 30 分～ 16 時 30 分
申込期間　1月 6日㈬～ 20 日㈬　
　　　　　※土・日・祝日除く　8時 30 分～ 16 時 30 分
配布・受付場所・問合せ　学校給食センター　☎ (36) 7050

平成 28 年度学校給食用賄材料入札参加申込

　町では、町内で運行している巡回バスの運行のあり
方を見直し、より多くの町民の皆さんにご利用いただ
ける地域公共交通システムを作り上げるための検討を
進めています。調査の趣旨をご理解いただき、ご協力
をお願いします。
対象　無作為に抽出した町民 2,000 人
送付　12月上旬～中旬
問合せ　住民参加推進課　住民生活担当　内線 283

町内巡回バスのアンケート実施

　平成 27・28 年度物品等入札参加資格審査申請の追
加受付を実施します。
対象　町発注の物品等の入札参加を希望する者
受付期間　 2 月 1 日㈪～ 5 日㈮　9 時～ 11 時 30 分、

13 時 30 分～ 16 時
受付方法　持参による申請（郵送不可）
受付場所　財産管理課（または役場第3庁舎2階会議室1）
申請書類等　町ホームページよりダウンロード
参加資格の有効期間　 平成 28 年 4月 1日から
　　　　　　　　　　平成 29年 3月 31 日
問合せ　財産管理課　財産管理担当　内線 273

物品等入札参加資格審査申請の追加受付

　10月 23 日に次の事業所を追加指定しました。
店名　株式会社　荒川設備　
住所  川口市大字峯 810 番地の 12
電話　048 (297) 8999
問合せ　上下水道課　水道担当　☎ (37) 1232

杉戸町水道指定給水装置工事事業者

　水塚は、洪水の際に避難する蔵などの水防施設。
現在多くの水塚が失われつつありますが、ぜひ先人
たちの知恵をご覧ください。
日時　12月 15 日㈫～ 27日㈰　9時～ 21 時 30 分
場所　カルスタすぎと　オープンギャラリー
費用　無料　　主催　埼玉県東部地区文化財担当者会
問合せ　社会教育課　町史・文化財担当　内線 483

「水塚展」を開催します

　平成 28・29 年度杉戸町小規模契約希望者登録申請
の受付を実施します。
対象　 町発注の小規模（50 万円未満）の工事等を希望

する者　※入札参加登録業者は申請できません。
受付期間　 1 月 18 日㈪～ 22 日㈮　9時～ 11 時 30 分、

13 時 30 分～ 16 時
受付方法　持参による申請（郵送不可）
受付場所　財産管理課（役場第 3庁舎 2階）
申請書類等　町ホームページよりダウンロード
参加資格の有効期間　 平成 28 年 3月 1日から
　　　　　　　　　　平成 30年 2月末日
問合せ　財産管理課　財産管理担当　内線 273

杉戸町小規模契約希望者登録申請の受付

　私はわたしが守る！そんな方法を学びましょう。
日時　1月 23 日㈯　10 時～ 11 時 30 分
場所　カルスタすぎと　集会室
内容　①杉戸町の女性被害犯罪
　　　　を考える（講義）
　　　②すぐに使える護身術
講師　杉戸警察署員
費用　無料
定員　20名（定員次第締切）
申込・問合せ　人権・男女共同参画推進室　内線 217

女性のための護身術講座

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ま～め～　　情報

ボトルブラッシュ料理教室 参加者募集！

申込・問合せ

杉戸町国際交流協会事務局　☎・FAX　(36) 1470
Sugito International Association Secretariat

12 月 1日㈫～ 14日㈪
「人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県」

　年末年始は飲酒の機会が多くなります。｢しない、さ
せない、ゆるさない｣ を合言葉に、飲酒運転の根絶に
取り組みましょう。ドライバーは子どもと高齢者に思
いやりのある運転を心がけ、高齢者は自己の身体機能
の変化を認識し、ゆとりを持って行動しましょう。
 埼玉県の重点目標
　○高齢者の交通事故防止
　○自転車の安全利用の推進
　○ 飲酒運転の根絶および路上寝込み等による交通事
故防止

 杉戸町の重点目標
　○自転車・歩行者の交通事故防止
夕暮れ時早めのライト点灯運動実施
　交通事故は、特に 16 時から 18 時の時間帯に最も多
く発生しているため、自動車や二輪車は早めにライト
を点灯しましょう。また、歩行者は明るい色の服を着る、
反射材を身に付けるなどの工夫を心がけましょう。
問合せ　住民参加推進課　交通・防犯担当　内線 284

冬の交通事故防止運動実施！

問合せ

　太極拳は、気血の流れをよくし、体内バラン
スを理想的な状態に保ち、 肩こり・腰痛・ストレス解消・
集中力アップなどに大きな力を発揮します。
日時　 2 月 6 日、13 日、20 日【各土曜日、全 3 回】

10 時～ 11 時 30 分
場所　中央公民館　１階　研修室
対象　 町内在住・在勤 20歳以上の方で、全日程に参加

できる方
費用　500 円（保険代等）※当日集金
定員　25名（先着順）
持ち物　 運動の出来る服装・上履き（なるべく靴底の

薄いもの）・タオル・飲み物（事務局でも用意
しますが、自分にあった飲み物がある方はお
持ちください）

申込期限　1月 8日㈮まで
問合せ　 杉戸町コミュニティづくり推進協議会（事務局：

住民参加推進課　住民生活担当　内線 283）

健康講座「太極拳」参加者募集　　
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　杉戸町国際交流協会では、「第2回 ボトルブラッ
シュ料理教室」を開催します。
　ボトルブラッシュとは、姉妹都市である西オース
トラリア州・バッセルトン市に咲く花の名前で、姉
妹都市交流の際に役立つ楽しい料理教室です。

日時　1月12日㈫　10時～14時
場所　保健センター 調理実習室
　　　※ 調理実習室の床は滑りやすいので、必ず室

内履きをご用意ください。（スリッパは不可）
内容　 関西風稲荷ずし、鱈と野菜の甘酢あんかけ、

かぼちゃのポタージュスープ、ロールケーキ
費用　600円　　定員　16名（申込順）
申込期限　1月6日㈬まで

ＳＨＯＫＵＩＫＵ 食育だより
　町立保育園（泉・内田・高野台）では、食に関わる豊かな体験活動の一環として、役場農業振興課より提供
のサツマイモの苗を植え、育てて収穫し、さらに年長児がスイートポテト
を作り、全園児で食する取り組みを実施しています。
　5月下旬に植え付けしたサツマイモを、10月中旬に収穫した際、大きく育
ったサツマイモに、「すごい！」「大きい！」と大歓声が上がりました。
　水やりや草取りなどずっと世話をしてきた年長児は、見ていた小さい子
に採れたさつまいもを見せて、得意満面でした。
　その後、サツマイモのつるでリース飾りを製作しました。また、年長児
が作ったスイートポテトを各クラスみんなで味わいました。小さい子は、
年長児の活動や姿に感謝と憧れを持ち、年長児は満足感、充実感を味わう
ことができました。 問合せ 泉保育園　☎ (38) 0621

育てて掘って、スイートポテト

▲サツマイモを掘り起こす園児たち
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