
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/

　4月 1日より、「すぎと幼稚園・すぎと保育園」の開
園に伴い、町内巡回バスの停留所名が一部変わります。
＜北コース＞
「シルバー人材センター前」
 ➡「すぎと幼稚園・すぎと保育園前」
「中央第２幼稚園」➡「旧中央第２幼稚園前」
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「あいあい号」の停留所名が一部変わります

　4月 1日から役場の受付窓口が一部変更となります。

問合せ　総務課　職員担当　内線 212

事　務　分　掌 新たな所管課

幼稚園に関すること 子育て支援課

放課後児童クラブに関すること 学校教育課

役場組織が一部変わりました

　転倒予防や健康づくりのために、簡単な筋力トレー
ニングマシン利用を学ぶ講習会です。修了後は、自主
トレーニングで元気に過ごせる体をつくりましょう。
事前講習日　 平成 28 年 4 月から平成 29 年 3 月までの

各月第 3木曜日
時間　10時～ 11 時 30 分
場所　すぎとピア　ふるさと元気村
対象　町内在住 60歳以上の方
　　　※ 要支援・要介護認定を受けている方を除く
定員　各月 10名 ( 先着順 )
申込　 各月講習日の前月中に電話またはすぎとピア窓

口にて申込み
問合せ　すぎとピア　☎ (33) 8192

筋力トレーニング講習会

日時　4月 26 日㈫、5月 27 日㈮、6月 30 日㈭
　　　13 時 30 分～ 15 時　※予約制
場所　役場第 1庁舎 1階　相談室
対象　 介護サービスを利用している方、これから利用

したい方、またはそのご家族
その他　介護相談員が相談や質問に応じます。
　　　　※訪問相談を希望する方はお申出ください。
申込・問合せ　高齢介護課　介護保険担当　
　　　　　　　内線 313・314

介護相談をご利用ください

　水質検査計画は、水道法施行規則によりすべての上
水道事業者が策定するもので、採水地点や水質検査の
回数・検査項目等を定めたものです。
　「平成 28年度 水質検査計画」は、上下水道課窓口や
町ホームページでご覧いただけます。また、水質検査
計画に基づく水質検査結果（平成 26 年度下期～平成
27年度上期）もご覧いただけます。
問合せ　上下水道課　水道担当　☎ (37) 1232

平成 28 年度　水質検査計画を策定しました

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-
第 16回 幸手あじさいまつり
時期　 6月上旬～ 7月上旬（予定）
場所　県営権現堂公園　幸手桜堤
内容　 NPO法人幸手権現堂桜堤保存

会の方々が植栽した、100種
16,000株のあじさいが咲き誇る。
期間中は、峠の茶屋が毎日営業。
保存会が、あじさいの種類や権
現堂堤の歴史についてご案内。

　　　※駐車場400台以上
問合せ　権現堂公園管理事務所
　　　　☎(44) 0873

白岡市 -Shiraoka City-
オープンガーデン白岡
日時　4月23日㈯・24日㈰
　　　5月21日㈯・22日㈰・29日㈰
場所　白岡市内の庭園　約20園
内容　 個人庭園の一般開放。街の景

観美化だけでなく、庭の中で
会話が生まれ、人の輪が広が
ります。

　　　 詳細は観光協会、白岡市役所
等にて配布中の「オープンガー
デン白岡ガイドマップ」に掲載。

問合せ　 白岡市観光協会　☎(92) 8151

宮代町 -Miyashiro Town-
企画展「身のまわりの生活史 10」
日時　5月8日㈰まで 
　　　9時30分～16時30分 
　　　※月曜休館（祝日を除く）
場所　 宮代町郷土資料館
内容　 私たちの生活に深いかかわりのあ

る道具「器（うつわ）」をテーマに、
材質や目的などの切り口からさま
ざまな資料を紹介。

問合せ　郷土資料館　☎ (34) 8882

久喜市 -Kuki City-
鷲宮地区コミュニティ祭り
日時　 5月15日㈰　10時～ 15時
場所　鷲宮総合支所庁舎駐車場、
　　　コミュニティ広場
内容　 フリーマーケット、食べ物味

自慢、遊びチャレンジ、スタ
ンプラリー、大抽選会、フワ
フワ、はしご車乗車体験など
各アトラクション

問合せ　 鷲宮地区コミュニティ祭り実
行委員会事務局（鷲宮総合支
所 市民課市民生活係） 

　　　　☎(58) 1111

蓮田市 -Hasuda City-
第 8回 ふるさと水辺ウオーク
日時　5月8日㈰　9時～
　　　（受付／ 8時30分～）
場所　 蓮田市役所市民広場
内容　 蓮田をみんなで歩く1000人ウ

オーク。約3・7・9ｋｍの3コ－
スあり。ゴール後、焼きそばと
豚汁のサービスや、参加者全員
によるお楽しみ抽選会あり。

費用　 200円
問合せ　 コミュニティづくり推進協議

会事務局（自治振興課 市民
活動支援担当） 

　　　　☎048 (768) 3111　内線227

　町議会の同意を得て、4
月 1日より、坂田 直人 氏
が副町長に就任しました。
なお、前副町長の島田 厚 
氏は 4 月 1 日に埼玉県へ
帰任しました。
問合せ　総務課　職員担当
　　　　内線 212

杉戸町副町長に坂田氏が就任

　マイナンバーカード交付窓口を以下の通り開設して
います。
交付窓口　町民課　住民・戸籍担当
交付日時　平日　9時～ 16 時 30 分
　　　　　　　　（12時～ 13 時除く）
　　　　　第 2・4日曜日（祝日含む）
　　　　　　　　9時～ 12 時
※ 現在、多くの方から申請をいただいているため、交
付まで数か月を要する場合があります。
カードの交付準備が出来次第、ご住所宛に交付通知書
（ハガキ）を送付しますので、今しばらくお待ちくださ
い。
問合せ　町民課　住民・戸籍担当　内線 254

マイナンバーカードの交付について

問合せ

　役場秘書広報課のほかに、カ
ルスタすぎと（大字大島）にお
いても、無償配布を始めました。
各窓口にて申込書にご記入後、
その場でお渡しします。※在庫
状況により当日お渡しできない
場合もあります。
問合せ　秘書広報課　広報広聴担当　内線 286
　　　　町立図書館　☎ (33) 4056

広報すぎと縮刷版第 3・4巻の無償配布

　2月 13 日㈯、すぎとピア（大字堤根）にて、高
齢者のふれあいと居場所づくりとして町内 13 か所
で運営されているシニアサロンが一堂に集まりまし
た。
　お互いのサロンの活動を紹介するパネル展示や医
師の講話のほか、落語や漫談では、超満員の会場が
爆笑の渦に包まれまし
た。
　今回の交流会は、改
めてシニアサロン活動
の大切さを再認識でき
た有意義なひと時にな
りました。

　2 月 13 日
㈯、杉戸西近隣
公園（高野台西
4丁目）にて、「高
野台南お楽しみ
会　タカミン☆
フェス」が開催
され、約 170 名
が参加しました。
　グラウンド・ゴルフやチャンバラ大会、焼き芋や
オリジナルピザ作りなど、大人から子どもまで楽し
める内容が盛りだくさんでした！
　参加者は「おいしかった」「また来年も参加したい」
と話してくれました。

笑顔広がるシニアサロン交流会！

地域みんなのお楽しみ！タカミン☆フェス

　2月 14 日㈰、カルスタすぎと（大字大島）にて、
「GENMYバレンタインライブ」が開催されました。
GENMYは、70 年代に青春時代を過ごしたメンバー
が中心となって結成されたバンドで、年 1回カルス
タでライブを行い、今年で 7回目を迎えます。
　会場には同じ時代に青春を過ごした聴衆が詰めか
け、中には毎年楽しみ
に訪れるという方も。
吉田拓郎や中島みゆき
などの歌が披露され、
懐かしい歌と演奏に聴
き入りました。

　2 月 5 日㈮、保
健センター（大字
堤根）にて埼玉県
立大学の北畠義典
先生による「メ
ンタルヘルス講演
会」が開催されま
した。
　「運動とこころ
の健康」と題し、運動が心の健康や脳の機能に良い
影響を与えることを、わかりやすく教えていただき
ました。毎日いきいき過ごすために、運動とこころ
の健康は欠かせないと実感できました。

GENMY（げんまい）バレンタインライブ

毎日いきいきと過ごすために！

（広報特派員　田中 孝子）

（広報特派員　畠山 千鶴子）

（広報特派員　前原 謙治）

（広報特派員　渡辺 光子）

れぽーと

特派員

広報紙へ載せきれない特派員レポートも、町ホームページに公開中

～ 16歳以上の方は全員申告が必要です！～
　国民健康保険に加入している 16 歳以上の方（所得が
なく、親族の扶養となっている方も含む）は全員、国
民健康保険税の算定や軽減判定を行うため、所得の申
告が必要です。
　今回、軽減制度が拡大されたことで、昨年度まで国
民健康保険税が軽減されなかった世帯でも、軽減され
る可能性があります。

問合せ　町民課　国民健康保険担当　内線 257・457

今年度より国保税の軽減が拡大されました

申告がない世帯は、所得判定ができない
ことから、軽減制度が適用されません。
まだ申告がお済みでない方は、至急お手
続きを！

▲平成元年3月号～
　17年3月号掲載
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