すぎとひろば

生涯学習センター
町立図書館

屏風フットサルパークの照明設備が
供用開始しました！

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25日㈰ 9時30分～ 12時30分

カルスタ
子育て

◆ホールDEおはなしかい

保健

4月の休館日

5日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪・
30日㈮

赤ちゃん絵本をテーマごとに読み聞かせ会や展示会
を開催します。
日時 毎月第1水曜日 10時30分～ 12時
場所 町立図書館「おはなしのへや」
5月のテーマ 「のりもの」
み んなだいすきな「のりもの」絵本を
たくさん集めてお待ちしています。
下記の定例イベントについて、新型コロナウイルス
の影響により、当面の間、不定期開催とします。開催
日時は、町ホームページやメール等でご確認ください。
毎週水曜日 10時～ 12時
◆赤ちゃんタイム

※小 さなお子様連れの利用者の方にも気兼ねなく過ご
してもらうため、時間内は音楽を流します。
入場無料
◆おはなしかい

日時

毎週土曜日 14時～ 14時30分
第2水曜日 11時30分～ 12時

4月より、ライブラリースタートを実施します！～ 3歳から図書館デビュー！～
ライブラリースタートとは、心と体が成長し、自分の意志で物事に関心を示すようになる3歳の時期に、親子で
の図書館来館を通じて、本や読書に関して興味・関心を持ってもらう企画です。

大人

小中学生
65 歳以上

有

1,500

750

無

1,000

500

有

1,500

無

1,000

有

3,000

無

2,000

※「照明設備利用有」の料金はコート使用料と照明設
備使用料の合計金額になります。

横断歩道は歩行者優先です

6月～ 9月 6時～ 21時
10月～ 5月 8時～ 21時
※小中学生の18時以降の利用は不可。
ただし、保護者付き添いの場合は可。
予約方法 公共施設予約システムによる予約（公共施設
予約システムを利用するには事前に登録が必
要となります。）
※予約方法及び照明の利用方法については、町ホームペー
ジまたはエコ・スポいずみ（☎0480（38）2300）に
お問い合わせください。
利用可能時間

問合せ 杉戸警察署

交通課

☎（33）0110

埼玉県警察では、道路交通法第38条「歩行者優先義務」を遵守して模範運転を励行する取り組み
「KEEP38プロジェクト」を推進しています。
ドライバーの皆さん、歩行者保護の気持ちを心に、模範運転をお願いします！

信号機のない横断歩道における歩行者優先ルールを徹底するためのポイント

【歩行者】
【運転者】
・付近に横断歩道等がある場合は利用しましょう。
・横断歩道付近では、あらかじめ速度を落としましょ
・車 両の直前直後を横断しないなど、正しい横断
う。
に関する交通ルールを遵守しましょう。
・横断歩道または自転車横断帯があることを示す路面
・
横 断時は手を上げるなど、横断する意思を示し
標示（◇マーク）に注意しましょう。
ましょう。
・歩行者を早めに発見できるよう、制限速度を遵守し、
・夜 間や日暮れ時は、明るい服装や反射材用品、
車間距離を十分に確保しましょう。特に、夜間や日
LEDライトを着用し、運転者から発見されやす
暮れ時は、注意して走行しましょう。
いように心掛けましょう。
・横断歩行者がいるときは、必ず一時停止しましょう。

ひねもす
い っ さ

俳 句
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町外利用者

照明設備利用

終日を一茶と遊べ雀の子
若林 和子

は る あらし
春 嵐 夜更けの雨戸揺さ振りて
岡 薫子

ふき み そ
しの
蕗味噌のほろにがき味母偲ぶ
小野 諄子

はくばい
白梅や青澄む空の果はなく
浜名 勇

こうばい
ひとえだ
ごも
紅梅を一枝生けて家籠り
佐々木 史女

コーヒーのミルクの絵文字春立ちぬ
相馬 治枝
 もと
花の下皆笑顔で写しをり
富樫 ふみ子

ぶらんこは宇宙の旅の一歩かも
駒田 美津子

大あくび何も無い日の朝寝なり
矢仲 勝

ねぎ
みず
葱の青瑞の雑炊出来上る
津吹 喜久子

万歩計の数値伸びけり春隣
新田 雄悦

はつわらい
コロナ分断ラインでつなぐ初笑
荻野 美智栄

きのふより今日の日差や春近し
鈴木 義雄

川岸に騒ぎ立つ鳥春近し
西松 洋子

し
雨の染む畑輝く春隣
野坂 潭

いちぼく
一木に雀あつまる初景色
毛利 維子

足止めし垣の内なる水仙花

広報すぎと

広域利用者

光江

★「すぎめー。
」について★
図書館のイベント・休館情報などを発信しています。登録はこちらから→

町内利用者

長瀬

■ライブラリースタートの内容は？
保健センターで行われる令和3年度の3歳児検診時にスタンプカードを配布し、そのスタンプ
カードは親子で図書館・公民館図書室来館時に以下のミッションをクリアすればスタンプが押さ
れます。
ミッション1 図書館・公民館図書室の資料を借りてみよう！
ミッション2 図書館・公民館図書室の資料を返却してみよう！
ミッション3 図書館が主催する幼児向けのイベント（おはなしかいなど）に参加してみよう！
  ※イベントについては、広報や町ホームページ、すぎめー。にて随時お知らせしますので、ご確
認ください。
ミッションをクリアし、生涯学習センター内にある、喫茶コーナー「茶房 ほほえみ」でスタンプカードを渡すと、
ドリンクを親子分プレゼント！
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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」

今回は、広いホールで、大きな
スクリーンに紙芝居を映し出し
て、生の声で読み聞かせをしま
す。
3密を避けて、物語を楽しめま
す。ぜひ、お越しください！
日時 5月4日㈫ 14時～（開場13時45分）
場所 生涯学習センター 多目的ホール
定員 50名（先着順）
プログラム 「おまんじゅうのすきなとのさま」
「どかどかじゃんけん大会」
「おとうさん」
他手遊びなど
主催 生涯学習センター
朗読 おはなしポケット

◆0・1・2歳の絵本さがし

都市計画整備担当

4月1日㈭より屏風フットサルパークの夜間時間帯の
利用が可能になりました。
場所 杉戸町大字屏風200番13

受付9時15分〜

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
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）など
講師 長須 房次郎 氏 （野草研究家）
申込開始 4月1日㈭〜 21日㈬ ※定員を超える場合は抽選となります。
申込方法 町立図書館へ電話もしくは、直接来館
その他 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用と参加者同士の距離の確保をお願いします。

問合せ  都 市施設整備課
内線375

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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