▶︎ お子様の用事でお越しになる際は母子健康手帳をお持ちください

問合せ

学校教育課

学務担当

内線389

平成31年度に入学する新小学校1年生から、就学援助費のうち入学に必要な「新入学児童学用品費」
について、入学前の支給を実施します。

内線265・279

～クリスマスリースを作ろう～
杉戸町母子愛育会によるお遊び会を行います。ぜひ、
親子で参加してください。一緒に楽しく遊びましょう！
日時 12月10日㈪ 10時～ 11時
場所 保健センター 2階研修室
対象 就園前のお子さんと保護者の方
※事前予約不要。お気軽にご参加ください。

保護の怠慢
食事を与えない、ひどく
不潔なままにする、病気
やケガをしても病院に連
れて行かない など

ネ

グ

平成30年11月号

レ

ク

ト

子育て支援課、健康支援課、教育委員会
越谷児童相談所 ☎048（975）4152
東部中央福祉事務所 ☎048（737）2132
幸手保健所 ☎0480（42）1101
全国共通ダイヤル ☎189（いちはやく）
埼玉県虐待通報ダイヤル ♯7171（ないない）
休日夜間児童虐待通報ダイヤル☎048（779）1154
子どもスマイルネット ☎048（822）7007
よい子の電話教育相談
（保護者用）☎048（556）0874
（子ども用）☎0120（86）3192

対 象
平成30年8月生
平成30年2月生
平成29年5月生
平成27年7月生

実施日
12月19日㈬
12月18日㈫
12月5日㈬
12月26日㈬

受付時間 13時～ 13時30分
持ち物 母子健康手帳、バスタオル（3歳児健診は母子
健康手帳のみ）
※対象児には個別通知あり。健診日の1週間前までに通
知が届かない場合は、保健センターへご連絡ください。

埼玉県コバトン健康マイレージタブレット端末を追加設置しました!!
専 用 歩 数 計 を 使 っ て タブレット端末町内設置場所
ウォーキングを楽しんで
設置場所
いただく「埼玉県コバト NEW ウエルシア 杉戸倉松店
ン健康マイレージ」のタ NEW ドラッグストアセキ 下高野店
ブレット端末を追加設置 NEW 南公民館
しましたので、ぜひご利 杉戸町役場
アグリパークゆめすぎと
用ください。
生涯学習センター
中央公民館
西公民館
保健センター
杉戸深輪産業団地地区センター
エコ・スポいずみ

所在地
倉松1－3－1
下高野313－73
堤根4089－1

清地2－9－29
才羽823－2
大島477－8
杉戸3－9－5
高野台西3－3－1
堤根4745－1
深輪317－5
木津内524

利用時間
9時～ 24時
9時～ 21時
9時～ 19時30分
8時30分～ 17時15分
9時～ 17時
9時～ 21時30分
9時～ 19時30分
9時～ 19時30分
8時30分～ 17時15分
9時～ 21時30分
10時～ 21時

☎ ・１１１１

心理的虐待
ひ ど い 言 葉 で 傷 つ け る、
他の兄弟とは著しく差別
的な扱いをする、子ども
の目の前でDVが行われる
など

■
■
■
■
■
■
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■
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名 称
3 ～ 4か月児健診
9 ～ 10か月児健診
1歳6か月児健診
3歳児健診
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俳 句

性的虐待
子どもへの性交や性的行
為を強要する、ポルノグ
ラフィーの被写体にする
など

乳幼児健診

速達便日焼の手より渡されり
鈴木 義雄

す
葡萄棚透けたる空に白き雲
西松 洋子
 やすみ
せ
夏 休 通路を塞きし旅鞄
野坂 潭

い
ひとり生く覚悟新たやカンナ燃ゆ
毛利 維子

き
手応えのなくなりて来し髪洗ふ
長瀬 光江

りょう あ ら
待ち人の来たる思ひに涼新た
津吹 喜久子

しんりょう
かいな
しず
新涼や腕のほてり鎮もりぬ
新田 雄悦

て し お
一つづつ手塩にかけて梅を干す
荻野 美智栄

じ ぼてり
地熱に火炎の如く咲くカンナ
那須 怜子

古利根のひたすら流るにすすき垂
れ 
若林 和子
あ き ざくら
そ そ
秋 桜 田のすみ楚楚と咲いてをり
岡 薫子

れんざん
コスモスが揺れて連山はるかにす
小野 諄子

ゆら
里山を埋めてさ揺ぐ栗の花
小松 昴恵

た な だ
みち
ふち
棚田への径を縁取る曼珠沙華
佐々木 史女

あ き ざくら
風ありて風なくて良し秋 桜
相馬 治枝

台風の去りてまぶしき秋の空
富樫 ふみ子

い ち づ
やみふか
鈴虫の一途に鳴きて闇深む
中里 遥

虫の秋今日のみちくさ長くなり
矢仲 勝

身体的虐待
殴る、蹴る、首をしめる、
熱湯をかける、おぼれさ
せる など

子どもへの接し方に不安や悩みがあっ
たら一人で悩まず、相談しましょう。ま
た、周りに気にかかる親子がいる場合も、
相談してください。

11月26日㈪ 14時15分～ 15時45分
保健センター 1階健診室
特 定健診の結果からわかること・生活習慣病予
防（糖尿病・高血圧・脂質異常症等）
講師 東埼玉総合病院附属清地クリニック
髙井 孝二 糖尿病内科医師
定員 40名（申込順）
申込 11月16日㈮までに保健センターへ電話または来所
日時
場所
内容



本来子どもをあたたかく守り育てるべき親や親に代わ
る養育者が、子どもの心や体を傷つけ、健やかな成長や
人格の形成に重大な影響を与える行為のことをいい、次
のように分類されます。

広報すぎと

母と子のつどい

相談窓口をご利用ください

児童虐待とは？
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仲間に出会い、一人だけじゃないと思えることは大
きな励みです。
日時 11月30日㈮ 13時～ 16時
場所 生涯学習センター 集会室1・2
対象 がん患者（がん全般）
問合せ がん患者会シャローム専用携帯
090－4535－9198

医療講演会「きいてみよう！糖尿病のホントのところ」

杉戸町役場

児童虐待に関する相談対応件数は年々増加しており、特に、子どもの生命が奪われるなど重大な事件も後を絶た
ず、児童虐待問題は社会全体で早急に解決すべき課題となっています。そのため、虐待の発生予防、早期発見・早
期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまでの切れ目のない総合的な支援が必要です。
そして虐待防止の第一歩は、家庭や学校、地域など社会全般にわたり、児童虐待に対する深い関心と理解を深め
ていただくことが大切です。

がん患者の集い！

「すぎと健康アカデミー」公開講座

保健

11月は「児童虐待防止推進月間」です

問合せ 子育て支援課
子育て支援担当

日時 12月6日㈭ 13時30分～ 15時
会場 保健センター 1階健診室
内容 歯周病と生活習慣病との関係、口の機能低下予防
☆お口のケア用品プレゼント！
講師 医療法人新風会 パール歯科
茂木 真珠美 歯科医師
定員 40名（申込順）
申込 11月29日㈭までに保健センターへ電話または来所

子育て

申請に必要なもの
①就学援助入学児童学用品費等入学前受給申請書（学校教育課又はHPで配布します）
②平成29年中の所得を証明できる次のいずれかの書類（就学児童生徒・学生以外の方全員分）
●源泉徴収票、確定申告書控の写し ●平成30年度住民税決定証明書
③上記「対象者③」の該当者は、該当事由を証明する決定（承認）通知書、受給者証の写し
※本年度就学援助の認定が出ている世帯は『就学援助入学児童学用品費等入学前受給申請書』のみご提出ください。
支給額 新小学校1年生 40,600円
申請期間 11月1日㈭～平成31年1月31日㈭ ※土・日・祝日・年末年始除く
第一次締切 12月27日㈭ ➡ 平成31年2月上旬頃支給予定
最終締切 平成31年1月31日㈭ ➡ 平成31年2月下旬頃支給予定
提出場所 教育委員会 学校教育課窓口（杉戸町役場第一庁舎2階）
※入学予定の学校での申請はお取扱いできません。
※平 成31年度新中学校1年生も新入学生徒学用品費の入学前支給を受けられますの
で、平成30年度就学援助の申請をしていない方は期限内に申込みください。

歯科講演会「お口の健康増進と口内フレイル」

保 健

カルスタ

対象者（以下すべてに該当する方）
①平成31年1月1日時点で杉戸町に住民票があり、平成31年度に杉戸町立各小学校へ入学するお子様がいる方。
②新入学児童学用品費の入学前の支給を希望する方。
③世帯の収入が不安定などで援助が必要とみとめられる方。または、平成30年度において、世帯全員が次のいず
れかに該当する方。
●生活保護法に基づく保護の停止または廃止 ●事業税の減免 ●国民年金保険料の減免
●固定資産税の減免 ●町民税の非課税または減免 ●生活福祉資金の貸付
●国民健康保険税の減免または徴収の猶予※ ●児童扶養手当の受給
※対象外の減免もあり。詳しくは学校教育課学務担当へお問い合わせください。

「すぎと健康アカデミー」公開講座

すぎとひろば

新入学児童学用品費を支給します

保健センター

（健康支援課）
☎ (34) 1188

このコーナーは、中央公民館で活動する「光風会」
「杉風会」による投句を掲載しています。
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