すぎとひろば

生涯学習センター
町立図書館

防災行政無線デジタル化に伴う
整備工事のお知らせ

カルスタすぎと

問合せ 町立図書館

☎（33）4056

「自然観察＆生け雑草」ワークショップ
普段は気に留めない道端に生えている野の花や雑草でも、一つ摘んで、調べてみればみるほど奥が深く、その姿
が癒しを与えてくれたりします。皆さんで雑草を探し、選び、生けて、身の回りの自然について関心を高めてみま
せんか？
日時

4月19日㈰ 9時30分～ 12時30分

受付9時15分〜

カルスタ
子育て

入場無料

町立図書館「おはなしのへや」で、本の読み聞かせ・
紙しばい・手あそび等を行います。

◇子どものおはなしかい（幼児親子・小学生対象）

毎週土曜日 14時～ 14時30分
（第4土曜日は絵本を使わない素話中心）
※4月4日㈯は、桜の下でお花見おはなし会を予定。桜
の開花状況、天候により通常のおはなし会に変更に
なる場合あり。
日時

保健

◇ちいさい子のおはなしかい（乳幼児親子対象）
日時

第2水曜日

幸手市

いつでもどこでも「広報すぎと」を
閲覧可能！スマホ用アプリ
「マチイロ」

6月上旬～ 7月上旬（予定）
幸手権現堂堤
100種16,000株の色とりど
りのあじさいが咲き誇りま
す。期間中、峠の茶屋が毎
日営業。
その他 駐車場 400台
問合せ 権現堂公園管理事務所
☎（44）0873
日時
場所
内容

緑のトラスト黒浜沼
蓮田市
周辺（11号地）のつどい
5月23日㈯ 10時～ 15時
5月24日㈰ 10時～ 14時
場所 蓮
 田市環境学習館、緑のト
ラスト保全第11号地（黒浜
沼周辺）
内容 講
 演 会、 野 草・ 野 鳥 観 察、
クイズラリー、ザリガニ釣
り、ものづくり など
問合せ 蓮田市環境学習館
☎048（764）1850
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ほっつけ稲作体験2020
～田植え～

宮代町

6月6日㈯・7日㈰
午前 9時30分～ 11時30分
午後 13時～ 15時
場所 新しい村
内容 田植え体験。新しい村内の
「ほっつけ田」にて実施。
その他 要申込。料金等の詳細は
お問合せください。
問合せ 新しい村 農の家
☎（48）6560
日時

第38回久喜市鷲宮地区
久喜市
コミュニティ祭り
5月10日㈰ 10時～ 15時
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、遊びチ
ャレンジ、スタンプラリー、
フワフワ、ミニSL ほか
その他 新型コロナウイルス感染
症の流行状況により、中
止となる場合あり。
問合せ 鷲宮地区コミュニティ祭
り実行委員会事務局
☎（58）1111
日時
場所

令和2年（2020年）4月号

10時～ 12時）

赤ちゃん向けの絵本や「おやこ・どうぶつ」をテー
マにした絵本を紹介します。
日時 5月12日㈫ 10時～ 12時
場所 町立図書館「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
子様も同席可能）

11時30分～ 12時

第20回
幸手あじさいまつり

日時

◆赤ちゃんタイム （毎週水曜日
◆0・1・2歳の絵本さがし

くらし安全課
内線288

消防・防災担当

災害時に情報を届けるために重要な手段である防災行政無線設備について、現在のアナログ放送からデジタル化
することにより、放送の音声状態が向上し、聞き取りやすくなることが見込まれます。また、他の情報伝達手段と
連携できるようになり、迅速に多様な方法での情報発信が可能となります。
つきましては、下記のとおり防災行政無線のデジタル化に伴う整備工事を予定しています。作業車両等により、
近隣住民の方々等へご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解ご協力をお願いします。

工事予定期間 令和元年度工事開始～令和2年度中完成予定

【防災行政無線とは？】
町内に設置している屋外拡声子局（屋外スピーカー）を通して、災害情報等を迅速に伝達するための放送設備で
す。携帯電話の通信障害時や停電時でも情報発信が可能です。

場所 生涯学習センター 創作室1
対象 施設利用者全員
定員 10名（親子参加も可。親子は1組で1名扱い。）※定員を超えた場合には抽選
内容 ①雑草を探そう！フィールドワーク ②雑草を生けよう！生け雑草ワークショップ
費用 無料
持ち物 剪定用の鋏、軍手、容器（生けてみたい器がある方）
講師 長須 房次郎 氏 （野草研究家）
申込開始 4月7日㈫ ～ 16日㈭
申込方法 町立図書館へ電話もしくは、直接来館
★抽選になった場合は、結果を4月17日㈮にホームページにて発表します。

◆おはなしかい

問合せ

6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪・
  30日㈭

りまちへ行こう！
な
と
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。

オープンガーデン白岡

白岡市

日時 4月25日㈯・26日㈰、
5月16日㈯・17日㈰
各日 10時～ 16時
場所 市内個人の庭園 20園程度
内容 花や緑で彩られた個人宅の
庭園を一般公開。
その他 見学に当たっては必ず白
岡市観光協会・白岡市商
工観光課にて配布するガ
イドマップをご覧くださ
い。
問合せ 白岡市観光協会
☎（92）8151

◆施工期間中の放送内容確認方法◆
施工中の屋外スピーカーは、2週間程度放送ができなくなるおそれがあります。お近くの屋外スピーカーが施工
中の際は、下記方法により、放送内容を確認していただくようお願いします。
〇確認方法１ 杉戸町メール配信サービス「すぎめー。」
防災行政無線の放送と同じ内容がメールで送信されます。
【登録方法】sugito-entry@sg-m.jpに空メールを送信。送られてくるメールより登録。
または、右ＱＲコードから登録。
〇確認方法2 フリーダイヤル
直前の放送内容を繰り返し聞くことができます。 ☎0120-65-5714

えせ同和行為を排除しましょう ▶埼葛えせ同和行為対策強化月間

杉戸町を含む埼葛12市町では、毎年4月を「埼葛えせ同和行為対策強化月間」と定め、同和問題に対する誤った
認識を植えつける「えせ同和行為」の排除を呼びかけています。

「えせ同和行為」とは

同和問題の解決を口実に、個人、企業、行政
機関などに対して「図書等物品購入の強要」や
「寄付金・賛助金の強要」など、不法・不当な行
為や要求をすることです。
このような行為は、要求を受けた人が被害に
遭うだけでなく、同和問題に対する誤った認識
を植えつけ、新たな偏見や差別意識を生む要因
となり、同和問題解決の妨げとなる許されない
行為です。
問合せ
人権・男女共同参画推進課 内線217
社会教育課 人権担当 内線482

International Exchange

ま～め～

えせ同和行為は断固拒否しましょう

えせ同和行為の要求に応じる義務はありません。終始、き然
とした態度で断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう。そ
の場しのぎの安易な対応は、かえって相手につけ込まれます。

同和問題（部落差別）に関する正しい理解を深めましょう

同和問題とは、同和地区（被差別部落）に「住んでいる」あ
るいは「生まれた」ということを理由とした不合理な偏見によ
り、結婚や就職、日常生活などの面で差別を受け、基本的人権
が侵害されるという、日本の歴史の中で生み出され、現在もな
お存在する我が国固有の重大な人権問題です。埼葛12市町では
「部落差別の解消の推進に関する法律」を踏まえ、同和問題の
正しい理解が図られるよう、人権教育・啓発活動を推進してい
ます。

情報

問合せ

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

姉妹都市バッセルトン親善訪問団の
ホストファミリーを募集します！
今年7月上旬にかけて、姉妹都市であるバッセルトン市（西オー
ストラリア州）から親善訪問団がやってきます。杉戸町国際交流
協会では、親善訪問団の受入れをお手伝いしていただけるホスト
ファミリーを募集します。
杉戸町とバッセルトン市は、平成8年11月19日に姉妹都市協定
を締結して以来、住民間の交流を続けてきました。
皆様も、姉妹都市バッセルトンの方々と交流を深めてみません
か？詳しくは、杉戸町国際交流協会事務局へお気軽にお問合せく
平成26年度の親善訪問団とホストファミリーの皆さん
ださい。
広報すぎと
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