すぎとひろば

市民農園利用者募集

農のサポーター育成塾

令和3年度 水質検査計画を策定しました

埼玉聴覚情報センターは5月3日㈪～ 5日㈬は休館と
なります。また、5月2日㈰～ 5日㈬の4日間は、事故、
急病等緊急時のみ、福祉支援部での対応となります。
問 埼玉聴覚障害者情報センター 福祉支援部
☎048（814）3353、FAX048（814）3354
（受付 9時～ 12時、13時～ 17時）

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、同和問題の正しい理
解の妨げとなっている「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、同和問題解決の大きな阻害要
因となる許されない行為です。

広報すぎと

内線217
内線482
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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。

第２回

期日
5月12日㈬
5月19日㈬

時間

14時30分～
15時30分

会場
すぎと幼稚園
中央幼稚園

※開始時間15分前から受付を開始します。時間内であ
れば、途中参加も可能です。
※各回の実施内容の詳細につきましては、直接園にお
問い合わせください。
問 中央幼稚園 ☎（34）2961
すぎと幼稚園 ☎（53）8266

すぎぴょんカフェ（認知症カフェ）

杉戸町観光案内所移転のお知らせ
杉戸町観光案内所は、4月1日㈭より「流灯工房」か
ら「流灯ふれあい館」へ移転します。
問 杉戸町観光案内所 ☎070（4455）5449
（9時～ 15時）

杉戸町役場

町ホームページ

☎ 0480（33）1111

http://www.town.sugito.lg.jp/ ▲

杉戸町長選挙
7月25日任期満了に伴う「杉戸町長選挙」を実施し
ます。
投票日 6月27日㈰
※選挙の詳細は、広報すぎと6月号でお知らせ
します。
■立候補予定者説明会
町長選挙に立候補予定の方へ説明会を行います。
日時 5月11日㈫ 10時
場所 役場文書保存庫 第1会議室
対象 立候補予定者またはその代理人
（立候補予定者1人につき3人以内）
問 杉戸町選挙管理委員会 内線402

ふるさと元気村事前講習会
講習会を一度受講すること
で、以降「ふるさと元気村（す
ぎとピア内トレーニング室）
」
をご利用いただけます。
日時 4月15日、5月20日
毎月第3木曜日
10時～ 11時30分
場所 ふるさと元気村
（すぎとピア内）
対象 町内在住の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（申込順） 費用 無料
申込 電話またはすぎとピア窓口で申込
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とな
る場合があります。
問 すぎとピア ☎（33）8192

地域生活支援拠点「オリーバ」が
開所しました

﹁声の広報すぎと﹂ＣＤ無償貸出中！
問問合
合せ
せ 秘書広報課 広報広聴担当 内線

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」

身近にある「カフェ」のように気軽にお茶を飲みな
がら、認知症の方やご家族が相談でき、ごく自然に安
心して過ごせる「地域の居場所」です。もの忘れが気
になる方、認知症の方やご家族、地域にお住まいの方、
ケアマネジャーなど専門職のほか、どなたでも自由に
立ち寄れる交流の場です。認知症の診断を受けていな
い方の参加・相談も可能です。どうぞお気軽にお越し
ください。
日時 4月16日㈮ ①10時～ 10時50分
②11時～ 11時50分
※3密を避けるため、二部入れ替え制とさせていただき
ます。
場所 ウエルシア杉戸倉松店 ウエルカフェ
参加費 無料
内容 参 加者同士の交流、もの忘れや認知症や健康・
介護に関する個別相談。認知症疾患医療センター
（久喜すずのき病院）相談員による相談。
定員 ①②とも各4名程度（申込不要ですが、個別相談
をご希望の方は事前にご連絡ください。）
※当日は、ご自宅で体温測定をし、マスクを着用して
お越しください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とな
る場合があります。
問 高齢介護課 地域包括支援センター担当
内線302

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

問合せ
人権・男女共同参画推進課
社会教育課 人権教育担当
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5月連休期間の手話通訳派遣受付

第１回
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保健

保健

次の事業所を追加指定しました。
店名 株式会社やなぎ
所在 上尾市平塚3010番地3
☎048（772）5197
指定期間 令和3年2月12日～令和6年3月31日まで
問 上下水道課 下水道担当 ☎（37）1232

お子様の健やかな成長を願
い、保護者が安心できる子育
てに役立つよう、次のとおり
「なかよし広場」を開催しま
す。
対象 町内在住の幼稚園就園前のお子様と保護者の皆
様
内容 紙芝居、折り紙、ままごと、歌などの活動
その他 ・集団内における子どもたちの関わりの中で、
お子様の状況を再認識できます。
・参 加した保護者同士で率直にお子様につい
て語り合う場となります。
・町 立幼稚園職員に子育ての悩みや不安につ
いて相談することができます。
日時・場所

情報はコチラ

子育て

子育て

杉戸町下水道排水設備工事指定店

町の地域資源である農業の生産現場や野菜などの生
育について、講義や実践的な体験を通じて学習できる
「農のサポーター育成塾」を開講します。
町の主要産業である農業への理解を深め、仲間づく
りや援農ボランティアによる地域貢献のきっかけに、
参加してみませんか？
詳しくは、お電話でお問合せいただくか町ホームペー
ジをご確認ください。
学習期間 5月～令和4年3月（全10回）
対象 下記の要件を満たすもの
①町 内に在住する令和3年4月1日現在、18歳以
上の方
②講 座終了後に援農ボランティアとして登録で
きる方
③心身共に健康で体力に自信のある方
※町 内の作業場所に自力で参集できる方に限り
ます。
学習内容 野 菜・果樹・花等の栽培の基本的な知識・
技術を習得する座学と実技
定員 10名（応募者多数の場合は抽選）
学費 5,000円
申込方法 「農のサポーター育成塾申込書」に必要事項

を記入の上、持参にて提出。
申込書配布場所 農 業 委 員 会 事 務 局、 高 野 農 村 セ ン
ター、アグリパークゆめすぎと（町
ホームページからダウンロード可）
申込期限 4月28日㈬
提出 ・ 問 農業委員会事務局 内線324

町からの

カルスタ

カルスタ

水質検査計画は、水道法施行規則により、すべての
上水道事業者が作成し、水質検査の回数・項目・採水
地点等を定めたものです。
「令和3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もご覧いただけます。
なお、計画策定にあたり ｢令和3年度 水質検査計
画(案)｣ を、広報すぎと12月号に掲載してお知らせし、
これについてご意見等はございませんでしたが、水質
基準に関する省令の一部改正があったため内容を一部
修正しております。
問 上下水道課 水道担当 ☎（37）1232

なかよし広場
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新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、密に
ならないレクリエーションに注目が集まっています。
町では、市民農園を設置しており、現在空いている
区画があることから、利用者を募集します。
詳しくはお電話でお問合せいただくか
QRコードをご確認ください。
問 農業振興課 農業活性化担当
内線322

塾生募集

3月22日に埼葛北地区地域生活支援拠点「オリーバ」
が開所しました。
障がい者の重症化、高齢化や親亡き後を見据え、障
がい者の地域における生活を支援していくため、「オ
リーバ」を中心に埼葛北地区全体で、障がい者を支え 286
る体制を整備していきます。
所在地 白岡市千駄野445
（白岡市保健福祉総合センター はぴすしらお
か内）
開所日時 月曜日～金曜日 9時～ 17時
（祝日、年末年始を除く）
対象地区 蓮田市・白岡市・幸手市・宮代町・杉戸町
問 福祉課 障がい福祉担当 内線264
広報すぎと
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