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№591　令和3年10月1日 広報
特　集2 ●快挙！全国大会3位に輝く 宮代高校放送部にズームイン！

宮代高校放送部 に ズームイン
快挙！！全国　位に3 

！
輝く

問　広報担当 34・1111内線207問　広報担当 34・1111内線207

校長先生に聞いて
みました

教えて！宮代高校のこと

山﨑 正義山﨑 正義  校長先生校長先生

Q. 学校の特色を教えてください。Q. 学校の特色を教えてください。
A.創立40年目を迎えます。駅からも近く、地域の方に支えていただいた学校です。
　とことん生徒の面倒を見る学校です。

Q. 将来どんな人財を育てたいですか。Q. 将来どんな人財を育てたいですか。
A. あきらめないで最後までなんでも取り組む子に育てたいです。また、地域との連携も盛んで、
　町や自治会のイベント（敬老会の開催）、商工会と連携するなど、社会に積極的にかかわろうと
　する人財を育てています。

　
とこ

とん

　
とこ

とん

　生徒の面倒をみます

!

　生徒の面倒をみます

!

文化や自然に接し、高い知的活動に励むことにより、自ら感受性をみがきながら、身に付
けた知識や技能をこれからの人生や社会に生かそうとする広い視野をもつ若人を育てる。
目標に向かって精いっぱい取り組むことにより、達成の喜びを味わいながら、更に向上し
ようとする進取の気概に満ちた若人を育てる。
あらゆる機会をとらえて自らを鍛えることにより、強い意志とたくましい身体をもつ若人
を育てる。

さとく

たくましく

たゆまず

谷川 楓谷川 楓  さんさん

杉浦 有紀杉浦 有紀さんさん

第68回NHK杯全国高校放送コンテスト全国ベスト３！「しずかな おひるに」
　7月29日、第68回NHK杯全国高校放送コンテスト（Nコン）全国大会決勝
がオンラインで開催されました。
　作品を制作したのは、町内唯一の高校である、埼玉県立宮代高等学校放送
部のみなさん。Nコンのテレビドキュメント部門に出品された作品『しずか
な　おひるに』。新型コロナウイルス感染予防策のひとつでもある、“黙食”を
テーマに制作された作品です。宮代高校内で黙食に取り組む中、放送部で静
かなお昼を少しでも明るくできないかなと考えて企画し、約8分の動画にお
さめました。
　埼玉県で最優秀賞を受賞し臨んだ全国大会。アナウンスや朗読・ラジオ・テ
レビなど各部門合わせ1,433校、テレビドキュメント部門は413作品が参加
したNコンで、宮代高校は全国3位に輝きました。

小貫 智哉小貫 智哉  さんさん

　編集を担当しました！

　作品を見ている方たちに伝わる
動画づくり

を心掛けています。特に、わかり
やすい字幕

を作った所がポイントです !!

作品を
テレビで見ることが

　　　　できます！

10/1610/16（土）（土）
15：45−16：3015：45−16：30
Eテレで放送♪Eテレで放送♪

　昼食の時間はコロナ禍で黙食となり、た
だ音楽が流れるだけの時間なってしまい
ました。放送部で教室を明るくしようと、
先生へのインタビューや校長先生のラジ
オ、町長へ突撃インタビューをし、校内放

送で流しました。あまり関わりのない先生
の意外な一面を知れたり、インタビュー内
容を全校アンケートしたりと学校全体で
取り組んだ企画です。友達からも好評で、
今後も続けていきたいです！

お昼の時間に話ができるのは私たち放送部だけ！お昼の時間に話ができるのは私たち放送部だけ！ アンケート BOXアンケート BOX
 みんなからの質問が !
 みんなからの質問が !

町長に町長に
　突撃インタビュー！
　突撃インタビュー！

　想定とは違う質問があったとき、話がかみ合わ
なかったり、間が空いてしまったりしましたが、
先生にアドバイスをもらいながら改善しています。
　先生の恋愛の話など聞けて距離が縮まりました !

インタビューを担当しました !

教育方針
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特　集 3●快挙！全国大会3位に輝く 宮代高校放送部にズームイン！

Q. 来年、宮代高校内に特別支援学校の分校が開校されるそうですね。Q. 来年、宮代高校内に特別支援学校の分校が開校されるそうですね。
A. パラリンピックの目標に「共生社会の実現」があります。共生社会に対する学びがインクルーシブ教育
　という視点では非常にプラスで、貴重な機会でもあります。社会に出ると、「特支卒」や「高卒」、「大卒」
　など区別なく生活していくため、多様な社会を形成していくためには高校で共生社会を学ぶ場があると
　いうのはいいことだと思います。障がいのある・なしにかかわらず、すべての人が体育祭や文化祭、総
　合学習で交流することで、生徒だけでなく教員にとっても共生社会を学べる場となります。

Q. 最後に、放送部の快挙をうけての感想を教えてください。Q. 最後に、放送部の快挙をうけての感想を教えてください。
A. 日常生活の中からテーマを拾い、映像表現をし、改めて「なるほどそうだね」「面白いね」と感じてい
　ただいたのが評価された点だと思いました。自分たちが黙食の取り組みの中、お昼の時間を楽しませよ
　うかと生徒が取り組んでいる様子を記録に残し、またみんなで見ることで楽しめるよう編集している視
　点もよかったです。普段付き合いのない先生との距離も縮まったのではないかな…それを思いついた放
　送部のみなさんはさすがだと思います。おめでとうございます！

埼玉県立宮代高等学校埼玉県立宮代高等学校

宮代町東 611番地宮代町東 611番地
☎︎ 32・4388☎︎ 32・4388

宮代高校宮代高校姫宮保育園姫宮保育園

姫宮駅姫宮駅

至東武動物公園駅至東武動物公園駅至春日部駅至春日部駅

宮代高校宮代高校
ホームページホームページ

遠藤 雅和遠藤 雅和  先生先生

顧問の先生からひとこと

鈴木 瀬人鈴木 瀬人  さんさん

松本 姫奈松本 姫奈  さんさん 中野 小和中野 小和  さんさん

菅原 巧菅原 巧  さんさん

菅野 愛未菅野 愛未さんさん

　受賞作品は町長をはじめ町役場、校内の先生、生徒の
皆さんの協力があってできたもので、部員全員には感謝
の気持ちを忘れないで欲しいです。
　新聞にも掲載され、「生徒が黙食の中、頑張る姿に感動
した」と近所の方から手紙をいただきました。この場を
もって部員一同お礼させていただきます。今後も多く
の方に感謝される作品づくりをしたいです。 両角 祐子両角 祐子  先生先生

　放送部は大人になって社会で必要なスキルが一番多く
手に入る部活です。自分で見せたい、こうしたいという
意思を伝え、相手の考えを壊さないように作り上げ、発
信する力を鍛えることは役に立つことばかりです。
　目の前で起きていることを自分の足で近づくことで、
　　技術だけでない血が通った画を作って欲しいです！

宮代高校放送部をご紹介

部長部長

　年に2回大きな大会《夏：NHK 杯全国高校
放送コンテスト　秋：高校総合文化祭に向け
ての高校放送コンクール（予選）》があり、映
像作品の撮影・編集やアナウンス、朗読な
どの練習をしています。
　学校行事では、お昼の校内放送をはじめ、

学校説明会の司会や設備の設営、学校・部
活動紹介ビデオの制作をしています。また、
町との地域連携で、町民まつりや産業祭、
体育祭で司会をしています。最近はコロナ
禍で参加できていないですが、もっと活動
したいです！

どんな活動をしているの？どんな活動をしているの？

宮代高校放送部宮代高校放送部
YOUTUBEYOUTUBE

アナウンスの練習アナウンスの練習

今、どんな作品を作っているの？

　声優やラジオパーソナリティになりたいという
夢を持ち、中学時代から放送部などで活躍してお
り、放送部の強い宮代高校に入ろうと入学した部
員や、学校説明会で司会をする先輩に憧れて入部
した部員もいます。また、ラジオドラマの執筆依
頼を受け、気づいたら放送部に入部していた部員、

他の部活に入っていましたが、勧誘されて入部し、
活動が面白くて続けているなど、入部のきっかけ
は様々ですが、先生の熱い指導のもと楽しく活動
しています。
　私は、「いい声しているね」と勧誘を受けて入部
しましたが、朗読の奥深さがとても楽しいです。

　放送部の活動には、アナウンス・司会・映
像作品の制作があり、色々な分野に挑戦しま
すが、得意分野を持っている部員もいます。
　朗読が得意な部員は、間で聞かせ、情景が
浮かぶように読み伝えるということを心がけ

ていたり、撮影編集を行う部員は、わかりや
すいよう、見る人の立場に立って編集してい
ます。
　私は、いろいろな分野に挑戦中です！得意
分野を見つけられたら良いな！

私たちが放送部に入ったきっかけは…私たちが放送部に入ったきっかけは…

みんなの得意分野ってあったりするの？みんなの得意分野ってあったりするの？

動画の編集動画の編集

アナウンスのアナウンスの
書き起こし書き起こし

放送室のメッセージ放送室のメッセージ

町内外に住む学生が、町内外に住む学生が、
　　高校生の視点で宮代町の魅力

を伝える
　　高校生の視点で宮代町の魅力

を伝える

　地域の話題がテーマのコンクール作品を制作しており、1・2年生だけで作り上
げています。今回は、町の魅力の1つである山崎山の保全活動を題材に、取組内
容やボランティア活動の代表を務める八木橋さんの取材を進めています。

八木橋さんや子どもの表情、熱意を撮影する八木橋さんや子どもの表情、熱意を撮影する
ために、積極的に近寄り、話を引き出すようために、積極的に近寄り、話を引き出すよう
に取材しています！に取材しています！
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問　会計室　　34・1111内線411
　　財政担当　34・1111内線215令和2年度 歳入歳出決算 1-3

　一般会計の令和2年度決算状況についてお知らせします。
　歳入では、納税義務者の増加による個人町民税の増及び法人税割の増加による法人
町民税の増、新増築家屋の評価増による固定資産税、都市計画税の増を背景に町税全
体は前年度に比べ増額となりました。また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金及び特別定額給付金給付事業補助金の交付により、国庫支出金が大幅な増
額となり、歳入は前年度に比べ約43億9,947万円の増額、総額は151億7,660万円とな
りました。 
　歳出では、総務費が前年度比211.3％の増加となりました。これは、特別定額給付
金の給付や公共施設整備基金積立金の増などによるものです。また、商工費が新型コ
ロナウイルス感染症対策関連事業の実施などにより前年度比120.7％の増加となり、
教育費では、小中学校情報通信ネットワーク整備工事などの実施により 26.2％の増加
となるなど、歳出は前年度に比べ約43億3,862万円の増額、総額は 145億6,616万円
となりました。

■一般会計（福祉やまちづくりなどに使う基礎的な会計）

( ) 内は対前年度比

国庫支出金国庫支出金
　51億8,616万円　51億8,616万円
　（＋342%）　（＋342%）

町税町税
　38億6,002万円　38億6,002万円
　（＋2.4%）　（＋2.4%）

地方交付税地方交付税
　22億1,916万円　22億1,916万円
　（＋4.7%）　（＋4.7%）

県支出金県支出金
　7億9,857万円　7億9,857万円
　（＋13.6%）　（＋13.6%）

町債町債
　7億1,486万円　7億1,486万円
　（＋24.6%）　（＋24.6%）

地方消費税交付金地方消費税交付金
　6億2,829万円　6億2,829万円
　（＋24.7%）　（＋24.7%）

繰入金繰入金
　5億6,487万円　5億6,487万円
　（-5.0%）　（-5.0%）

繰越金繰越金
　5億4,958万円　5億4,958万円
　（-6.5%）　（-6.5%）

諸収入諸収入
　2億1,836万円　2億1,836万円
　（-8.9%）　（-8.9%） その他その他

　4億3,673万円　4億3,673万円
　（-14.9%）　（-14.9%）

歳　入
151億

7,660万円

民生費民生費
　41億5,294万円　41億5,294万円
　（＋6.3%）　（＋6.3%）

総務費総務費
　50億8,942万円　50億8,942万円
　（　（＋211.3%＋211.3%））

教育費教育費
　13億2,578万円　13億2,578万円
　（＋26.2%）　（＋26.2%）

土木費土木費
　11億4,341万円　11億4,341万円
　（＋18.3%）　（＋18.3%）

衛生費衛生費
　8億9,566万円　8億9,566万円
　（＋11.2%）　（＋11.2%）

公債費公債費
　8億1,766万円　8億1,766万円
　（　（＋1.8%＋1.8%））

消防費消防費
　5億6,268万円　5億6,268万円
　（-4.8%）　（-4.8%）

農林水産業費農林水産業費
　2億4,105万円　2億4,105万円
　（　（-8.6%-8.6%））

商工費商工費
　2億3,457万円　2億3,457万円
　（＋120.7%）　（＋120.7%）

その他その他
　　1億299万円1億299万円
　（　（＋1.8%＋1.8%））

●新型コロナウイルス感染症対策
・特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金
・新生児に対する商品券
・緊急経済対策みやしろBigプレミアム付商品券
・感染症予防対策事業費補助、中小企業者支援金、医療機関等
  応援給付金
・酸性電解水（次亜塩素酸水）の無料配布
・公共施設の感染症対策備品の購入、感染症対策工事

◆健康で安心・安全な暮らし
・高齢者等インフルエンザ予防接種費用の助成
・保健センター、子育て支援センター等WEB相談事業
・感染症対策を施した避難所開設訓練
・宮代町ハザードマップの改訂、避難所案内板の更新

◆子育て・教育・福祉の充実
・小中学校児童・生徒一人一台の通信端末の導入
・旧ふれ愛センター（現すてっぷ宮代）の改修工事
・東武動物公園での成人式
・病児保育、病後児保育事業の拡大

◆町の魅力アップ、賑わいの創出
・宮代町公式LINEアカウント開設
・月３万円ビジネス講座

◆未来を見すえた計画的な行政運営
・第4次宮代町総合計画の後期実行計画の進行管理
・第5次宮代町総合計画、都市計画マスタープランの策定
・宮代町立小中学校の適正配置及び通学区域の編成等に関
  する審議会の開催

●令和2年度歳入歳出決算 広報№591　令和3年10月1日
行政情報ハクモクレン

町のホットな情報をあなたにお届け！

ハハクク ククモモ ンンレレ
行 政 情 報

宮代町の花はハクモクレン！！

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、広報10月号に掲載されている催しが
延期・中止となる場合がありますのでご注意ください。開催状況については町ホーム
ページを確認、または、各担当へお問い合わせください。内容は9月20日時点の情
報です。※宮代町の市外局番は0480です。

（前年度比＋40.8%）

歳　出
145億

6,616万円
（前年度比＋42.4%）

令和２年度の主な事業

すてっぷ宮代の改修工事すてっぷ宮代の改修工事

感染症対策を施した避難所開設訓練感染症対策を施した避難所開設訓練
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役場代表 34•1111　上下水道事務所 33•5554　保健センター 32•1122　子育てひろば 38•6264　げんきっ子 34•5891　進修館 33•3846　

■特別会計

財政健全化指標  宮代町は全ての指標で基準内財政健全化指標  宮代町は全ての指標で基準内  〈健全〉〈健全〉
　財政健全化指標は、地方公共団体の財政状況を全国共通の基準で算
定した 4つの指標で表すもので、その健全度を測るものです。宮代町
は全ての指標において健全な数値となっています。

指標名 宮代町 早期健全化
基準（A）

財政再生
基準（B）元年度 2 年度

①実質赤字比率 赤字なし 赤字なし 14.07％ 20％
②連結実質赤字 赤字なし 赤字なし 19.07％ 30％
③実質公債費比率 6.5％ 6.3％ 25.0％ 35％
④将来負担比率 4.1％ 6.5％ 350％ −

①実質赤字比率（一般会計赤字額÷町の財政規模）
家計に例えると、年間の収支赤字が、年収に対してどのぐらいの割合かを示すも
のです。宮代町の場合、一般会計において赤字は発生していません。

②連結実質赤字（全会計の赤字総額÷町の財政規模）
基本的には実質赤字比率と同じですが、家計に例えると、「お父さんの収支 (一般
会計 )」だけでなく、同居している「おじいちゃんの収支 (例えば公共下水道事業
特別会計 )」、「お母さんの収支 (例えば国民健康保険特別会計 )」も合算して、赤字
割合を示すものです。宮代町の場合、特別会計においても赤字は発生していません。

③実質公債費比率（1年間の債務返済額÷町の財政規模）
家計に例えると「年間収入」に対する「年間の借金返済額」の割合です。この数
値が高くなるほど、家計に余裕がなくなります。

④将来負担比率（債務残高総額÷町の財政規模）
家計に例えると「年間収入」に対して「何年分の借金」があるかを示す割合です。
100％だとすれば、1年分の年収とおおむね同じ借金総額ということになります。

（A）…①〜④で1つでも基準以上になった場合、財政健全化計画を総務大臣
　　  に報告しなければならない。

（B）…①〜③で1つでも基準以上になった場合、財政再生計画を総務大臣に
　　  報告、また、総務大臣の同意なしに町債の借入ができなくなる。

事業名と主な内容 充当額
都市計画道路整備事業
　都市計画道路春日部久喜線の整備 48,417千円

東武動物公園駅西口周辺整備事業
　都市計画道路中央通り線の整備 11,494千円

東武動物公園駅東口周辺整備事業
　東口駅前広場の整備 98,237千円

都市計画税充当総額 158,148千円

（目的ごとに特定の事業を行うための会計）

会計名 歳入 歳出

国民健康保険特別会計 36億2,343万円
（−7.2%）

35億  86万円
（−7.3%）

介護保険特別会計 31億7,129万円
（＋5.5%）

29億1,528万円
（＋2.5%）

後期高齢者医療特別会計 5億3,077万円
（＋6.3%）

5億2,661万円
（＋6.8%）

合計 73億2,549万円 69億4,275万円

■企業会計（水道事業会計・下水道事業会計）
（特定事業の収益を財源に運営する会計）

問　上下水道事務所　33・5554

給水件数 15,048件
給水人口 33,786人
年間給水量 4,001,139㎥
 河川水（県水） 3,190,697㎥
 地下水 810,442㎥
一日平均給水量 10,962㎥

《水道事業》
水道水をお届けする
《下水道事業》
汚水を処理する　　
　　　　　　ための収支

水道事業 下水道事業
収益的収入 7億6,841万円 11億4,527万円
収益的支出 6億8,378万円 10億9,020万円
純利益 8,463万円 5,507万円

資本的収支（税込）

《水道事業会計》老朽管の更新や浄配水場の施設改修工事を
行いました。また、水質向上のため洗管作業を行い安心安全
な水の供給に努めました。

《下水道事業会計》令和2年4月1日から、公共下水道事業及
び農業集落排水事業は、地方公営企業法を適用し、会計処理
方法を官庁会計から企業会計へ移行しました。

都市計画税の使い道
　都市計画税は、良好な市街地を形成するために、下水道、
道路、公園などの生活に密着した都市計画事業や土地区画整
理事業に活用するための目的税です。令和2年度は以下の事
業に充当しました。

決算の審査結果 決算の審査結果 〈適正に執行〉〈適正に執行〉 問　文書法規担当　34・1111内線204

　宮代町監査委員（識見者 新祖章 氏、議
会選出 合川泰治 氏）は、令和2年度歳入
歳出決算について審査を行い、8月10日
付けで決算審査意見書を町長に提出しま
した。

2-10

◆審査意見
　令和2年度の宮代町一般会計決算は、特別定額給付金の支給をはじめとした新型コロナウイルス感
染症対策関連事業の実施により、例年と大きく異なるものとなりました。しかし、社会保障関連経
費は引き続き増加しており、財政運営は依然として厳しい状況にあります。国民健康保険特別会計
への繰出金は、平成27年度決算から減少しているものの、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別
会計への繰出金は、引き続き増加しています。今後においても、特別会計への繰出金、子育て支援
に係る支出増などに伴う財政圧迫が懸念されます。
　新型コロナウイルス感染症の影響が長引くことにより経済の低迷が長期化し、今後の行財政運営
はより厳しさを増すことが予想されます。一層の歳入確保と経常経費の節減に努めるとともに、各
種事務事業を効率的に執行し、最小の経費で最大の効果をあげるように、なお一層努力されること
を要望します。

　特別会計とは、特定の事業を行うため一般会計から独立して
収支経理を行う会計です。特別会計の令和2年度決算状況をお知
らせします。

●令和2年度歳入歳出決算広報 №591　令和3年10月1日
行政情報ハクモクレン

●財政状況※数字は万円未満を切り捨てて表示

※不足額は内部留保資金などで補てん公共下水道 農業集落排水
処理区域内人口 24,889人 843人
水洗化済人口 23,670人 716人
普及率
（行政人口に対して） 73.7% 2.5%

汚水処理水量 3,033,540㎥ 71,577㎥

●業務量

水道事業
会計

下水道事業
会計

収益的収支（税抜）

水道事業 下水道事業
資本的収入 2億3,997万円 5億1,744万円
資本的支出 5億5,856万円 5億7,825万円
不足額 3億1,859万円 6,081万円

《水道事業》
施設をつくる
《下水道事業》
汚水菅きょや処理場を
整備する　　ための収支

◆審査結果
　審査に付された決算書および附属書類
は、正確であることを認めました。また、
予算執行についても、適正に執行されてい
るものと認めました。
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暮らし 健康・福祉・保健 子育て・教育 スポーツ その他文化 2-15＝2階15番窓口

広報
●インフルエンザ予防接種のご案内（高齢者・中学3年生）
●市民参加募集（国民健康保健運営協議会）●令和3年度特別展 俳諧結社 多少庵 №591　令和3年10月1日

行政情報ハクモクレン

　インフルエンザは、普通の風邪とは違い病状が重く、高齢者や慢性
疾患をもつ人がかかると、肺炎を合併し重症化することがあります。 医療機関名 電話 予約

 福沢医院  32・0248  要電話予約
 いそ整形外科医院  33・8611  要予約

 もとむらクリニック  36・2121

 予約不要
 午前：11時まで 午後：17時まで
 発熱外来の都合によっては、人
 数を制限させていただきます。

 公設宮代
 福祉医療センター六花  36・2760  詳細については、ホームページ

 等で確認をお願いします。
 すずき整形外科
 クリニック  31・1181  予約不要

 鈴木医院  37・1500  問診票を先渡し、記入して持参
 接種のみの方は原則平日午後

 福田医院  34・0011  要電話予約
 坪井内科医院  32・0267  要予約

インフルエンザ予防接種のご案内《高齢者・中学 3年生》

申問　保健センター 32・1122
※予約が必要な場合があります

名称 国民健康保険運営協議会

募集概要
　国民健康保険の運営について、客観的かつ公平な立場で審議
し幅広い意見や要望を制度に反映させるため、被保険者を代表
する委員を募集します。

任期 委嘱の日から3年間
公募期間 10月1日（金）〜11月5日（金）

人数 2 名

応募資格 ・宮代町の国民健康保険に加入している18歳以上の方
・平日の会議（2時間程度、年間3〜5回程度）に出席できる方

応募方法
所定の記入
用紙を提出

〔郵便 • 持参〕〒345-8504宮代町笠原1-4-1
　　　　　　　 住民課 国保・後期担当

〔ファックス〕34•3396
〔電子メール〕  hoken@town.miyashiro.saitama.jp

説明会
希望者のみ個別説明

10月25日（月）17時までに担当へ申込
（お子様と一緒に参加可）

選考方法 応募書類、男女比率、年齢構成、
審議会等への参加経験、兼任数により選考

会議 平日の日中、年3〜5回程度

申 • 問 国保・後期担当
34・1111内線316（役場1階5番窓口）

市民参加　委員を募集します
詳しくは町ホームページでご確認ください。

　今年度の特別展では、江戸時代後期から明治時代初期の宮代
町域にあった俳諧結社である多少庵について、作品である句集
や、他の地域の結社とのかかわりを紹介していきます。

問　郷土資料館 34・8882

高齢者インフルエンザ予防接種

◆接種期間　10月20日（水）〜令和4年1月31日（月）
◆接種回数　1人1回　
◆対象者　
　①接種日に 65歳以上の方で接種を希望される方
　②接種日に 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機
　　能に障がい（身辺の日常生活活動が極端に制限される程度の障が
　　い）がある方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障が
　　い（日常生活がほとんど不可能な程度の障がい）がある方
　　※接種の際は、障がい者手帳を持参し医療機関に相談してください。
◆費　用　自己負担　1，500円
　※医療機関窓口等で支払い
　※生活保護世帯の対象者は費用を免除、医療機関窓口で「受給証」
　　を提示ください。
◆持　物　健康保険証等　※住所・年齢がわかるもの

期間　10月30日（土）〜12月26日（日）
時間　9時30分〜16時30分
場所　宮代町郷土資料館1階 特別展示室
　　　※マスクの着用、手差しの消毒、
　　　　体調が悪い場合は無理をしない、
　　　　などのご協力をお願いします。
　　　※入場制限を行う場合があります。
期間中の休館日
11月1日（月）、4日（木）、8日（月）、15日（月）、
　　 22日（月）、29日（月）
12月6日（月）、13日（月）、20日（月） 旦暮帳の島村鬼吉の句旦暮帳の島村鬼吉の句

百
間
東
村
　
中
野
南
枝

百
間
東
村
　
中
野
南
枝

百
間
中
村
　
島
村
鬼
吉

百
間
中
村
　
島
村
鬼
吉

町内指定医療機関

中学3年生インフルエンザ予防接種

◆接種期間　10月1日（金）〜令和4年1月31日（月）
　　　　　　※申請期限　令和4年2月28日（月）
◆接種回数　1人1回　
◆対象者　　中学校３年生に在籍する生徒
　　　　　　▶町立中学校に通っている生徒
　　　　　　▶住所が町内で他市町の中学校（県立・私立含む）に通う生徒
◆費　用　　接種費用の額（上限5，000円）

　中学3年生が安心して受験に臨めるように、インフルエンザの発症
および重症化を防止することを目的に予防接種費用を助成します。
※医療機関の指定はありません。

医療機関窓口で支払いの後、
　　　　　　申請が必要です！！

申問　学校教育担当 34・1111 内線424 2-16

《申請について》
交付申請書に必要事項を記入し、裏面に領収書（原本）等確
認書類を添付のうえ、担当まで提出してください。

※申請書はホームページからダウンロードする
　か、担当窓口に設置しています。

！

《医療機関への予診票の有無》※詳しくは保健センターで確認
●宮代・久喜・蓮田・白岡の医療機関：有
●それ以外の市町村の医療機関：無

他の予防接種を受ける場合は、必ず接種間隔を確認してくださ他の予防接種を受ける場合は、必ず接種間隔を確認してくださいい

令和3年度特別展

俳 諧 結 社  多 少 庵
　　　　　　　～史料紹介を中心に～
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図書館 34•9944　郷土資料館 34•8882　はらっパーク宮代 37•1982　ぐるる宮代 32•1543　陽だまりサロン 37•0145

広報 ●第49回 衆議院議員総選挙　●フードドライブ事業始動№591　令和3年10月1日
行政情報ハクモクレン

　第49回 衆議院議員総選挙の
   執行が予定されています 問　町選挙管理委員会 

　　34・1111内線204 2-10

投票所入場券
▼入場券は、1枚の封書に同一世帯4人までの選挙
人を記載しています。投票の際は、自分の入場券を
切り離しのうえ、指定の投票所にお持ちください。
▼入場券を紛失等した場合は、運転免許証
等の本人確認できるものを持って、投票所
の受付でお申し出ください。

▼身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付
を受けている方のうち、一定の障がいのある方
は自宅等で投票することができます。この場
合、あらかじめ郵便投票証明書の交付を受ける
必要がありますので、証明書がない方は、お早
めに町選挙管理委員会にお申し出ください。
【該当する障がいの程度】
①身体障害者手帳
　両下肢・体幹・移動機能障がい：１級又は２級
　心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・又は小
　腸の障がい：１級若しくは３級
　免疫・肝臓の障がい：１級〜３級
②戦傷病者手帳
　両下肢・体幹の障がい：特別項症〜第２項症
　内臓機能の障がい：特別項症〜第３項症

▼介護保険の被保険者証に要介護区分が要介
護５と記載されている方も、郵便投票により、
現在居住する場所で投票することができます。
　　　新型コロナウイルス感染症で
　　   宿泊・自宅療養等されている方
一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」
ができます。詳細は町ホームページ、または選
挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便投票

！

▼病院や老人ホーム等で「不在者投票指定施
設」として指定された施設に入院、入所してい
る方は、その施設で不在者投票ができます。施
設での投票を希望する場合は、施設の管理者
に投票したい旨の申し出をしてください。

指定施設での投票

▼候補者の政見等を掲載した選挙公報は、
朝日、埼玉、産経、東京、日本経済、毎日、読売
の各新聞の朝刊に折り込みしてお届けして
います。また、町ホームページの掲載や役場
窓口、町立図書館等の公共施設にも備え置
きますので、ご利用ください。

選挙公報

▼宮代町の選挙人名簿に登録されている方
が、出張等の理由で投票日まで他の市区町
村に滞在する場合は、宮代町の選挙管理委
員会に対して投票用紙等の請求をしてくだ
さい。滞在地の選挙管理委員会で不在者投
票をすることができます。

滞在地投票

■体の不自由等で文字が書けない方
▼投票は、選挙人が投票用紙に記入するもの
ですが、投票所の係員が選挙人の申し出どお
りに代筆する代理投票の制度があります。病
気やけが等で字が書けない場合は、投票所の
係員にお申し出ください。
■目の不自由な方
▼各投票所に点字投票のための投票用紙と器
具が用意してありますのでご利用ください。

代理投票・点字投票

第1投票所 百間小学校体育館 字西原261
第2投票所 姫宮保育園 字東668
第3投票所 川端公民館 字川端578
第4投票所 東小学校体育館 百間5-8-48
第5投票所 百間中学校 宮代3-7-38
第6投票所 ★役場102会議室★役場102会議室 笠原1-4-1笠原1-4-1
第7投票所 学園台集会所 学園台2-12-1
第8投票所 国納保育園 大字国納102-1
第9投票所 和戸公民館 和戸2-5-1
第10投票所 宮代台集会所 大字西粂原1202
第11投票所 沖の山集会所 大字和戸944-3

投票所

！ 第6投票所は役場102会議室です。
ご注意ください。

町長選挙及び町議会議員補欠選
挙と同じです。

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症
　　　　　　　対策について　　　　　　　対策について

　有権者の皆さまが、安心して投票できるよう、感
染防止に取り組んだ上で選挙を実施していきます。

期日前投票期日前投票ののご案内ご案内 役場役場
102会議室102会議室

■投票所の感染対策

■有権者の皆さまへのお願い

消毒液の
設置

スタッフの
マスク着用

マスク着用
（咳エチケット）

来場前後の
手洗い

換気の実施 使い捨て
鉛筆の配布

距離を保つ

 投票日に、仕事や外出等で投票所に行く
ことができない方は、期日前投票をするこ
とができます。期日前投票では入場券裏面
の宣誓書への記入が必要となります。
持物　入場券※裏面の「宣誓書」に必要事
　　　項を記入してお越しください。

フードドライブ事業フードドライブ事業始動!始動! 申問　宮代町社会福祉協議会
　　　32・8199

　町と社会福祉協議会では、まだ食べられるのに、さまざまな理由で処
分されてしまう食品等を、企業や個人から集め、食べ物に困っている人
へ無償で配布する「フードドライブ事業」を実施しています。
　これらの食品を集めて必要な方にお配りする事業は、生活にお困りの
方への支援だけでなく、昨今問題のフードロスの削減に寄与するとし
て、注目されています。

　『フードドライブ事業』で、配布物を小分けにしたり、フードバンク拠点等へ食品を取りに行った
り、当日の受け渡しをして頂くボランティアさんを大募集中です！
　現在、新型コロナウイルスの影響により、開催時期は未定となりますが、養成講座や近隣への実習
も実施予定ですので、興味のある方はぜひ、宮代町社会福祉協議会(32・8199)までご連絡ください。

ボランティアボランティアさんさん

大募集！大募集！

集める
分ける

配る
必要な方へ

寄付頂ける食
品は、

社会福祉協議会
、役場福祉課(7

番窓口)のコン
テナまで!

また、一部イベ
ントでお預か

りします。※参
照13p

など、自宅に眠っている物品がありましたら、
ぜひご寄付をお願いします。

食品寄付に

ご協力ください！

頂いたけど使わない…頂いたけど使わない…
買いすぎて余った…買いすぎて余った…

○○寄付いただきたいもの寄付いただきたいもの ××受付できないもの受付できないもの
●お米（玄米のまま可）
●保存のきく食品（乾麺・缶詰
　・レトルトなど）、調味料
●飲み物
●お菓子　など

●生鮮食品
●開封済みのもの
●賞味期限切れのもの

投・開票速報、投票所を
ホームページでチェック！

※9月20日現在、日程等の詳細は未定です



8 広報

暮らし 健康・福祉・保健 子育て・教育 スポーツ その他文化 2-15＝2階15番窓口

●埼玉県×宮代町 楽しく歩く! ３つのウォーキングイベント
●保健センターガイド 広告主募集　●知っ得けんこう講習ー運動ー №591　令和3年10月1日

行政情報ハクモクレン

けんこう講習

申問　保健センター 32・1122

知知 得得っっ ！！しっとくしっとく

1010月講習会　-運動 -月講習会　-運動 -

日時　10月18日（月）10時〜11時30分
場所　保健センター
内容　「プロに学ぶ！簡単筋力トレーニング」
　　　運動実技
講師　健康運動指導士
持物　室内用運動靴、タオル、水分
　　　（動きやすい服装で）
対象　町内在住の20歳以上
　　　の方
定員　10名（先着順）
費用　無料
申込　10月5日（火）から
　　　保健センターへ電話
　　　※土日祝を除く

当日は
　●検温
　●マスクの着用
をお願いします。

　毎年13,000部発行される保健センターガイドに広
告を掲載して、自社や商品・サービスの効果的なPRを
してみませんか？保健センターガイドは町公式ホーム
ページ上でも見ることができます。

【募集要項】
募集期間　受付中（枠が埋まり次第終了）
掲載期間　令和4年4月1日〜
　　　　　令和5年3月31日まで
掲載料金　1枠につき 15,000円
掲載場所　令和4年度保健センターガイ
　　　　   ドの、保健センターが指定す
　　　　   るページ内
掲載企画　1枠 縦40ⅿⅿ×横80ⅿⅿ
　　　　　4色以内刷り
※1申請者につき 2枠まで
※原稿は広告主が作成してください

【申込】
町ホームページまたは保健センターで
配布する申込書を持参または郵送

※町内業者を優先、受付順
※広告を掲載できない業種、広告内容
   があります。詳しくは問い合わせく
   ださい。

申問　保健センター32・1122

令和4年度 保健センターガイド
広告主を募集します

埼玉県 × 埼玉県 × 宮代町宮代町
３３つのつのウォーキングウォーキングイベントイベント楽しく歩く！ 申問　保健センター32・1122

健康ワードラリー まちなかを楽しく歩こう！１

●対象　町内在住の18歳以上（令和3年4月1日現在）
●期間　10月15日（金）〜31日（日）
●締切　11月12日（金）※当日消印有効
●発表　12月中旬ごろ、賞品の発送をもって当選発表とします。
●賞品　合計100名様にご当地商品券「ありがとう」が当たります。
●応募はがき配布場所　
　　　　各チェックポイント、役場、保健センター、進修館、公民館等

秋のウォーキング教室 ２ 健康マイレージ アプリ新規登録特典３

●日時　10月21日（木）9時30分〜11時30分　受付：9時15分〜
●会場　ぐるる宮代※雨天決行
●対象　町内在住の18歳以上（令和3年4月1日現在）
●費用　無料※教室終了後、希望者には体組成測定を実施（300円）
●持物　水分、タオル、筆記用具、室内用運動靴、下足入れ
●定員　50名（先着順）
●申込　10月4日（月）から保健センターへ電話

正しい歩き方について講義と実践を通じて学びます。正しい歩き方について講義と実践を通じて学びます。
日頃のウォーキングの効果を高めましょう！日頃のウォーキングの効果を高めましょう！

参加特典
参加者全員に、参加者全員に、
埼玉県コバトン健康マイレージ埼玉県コバトン健康マイレージ

3万3万
ポイントポイント プレゼントプレゼント

スマートフォンで新規登録キャンペーンスマートフォンで新規登録キャンペーン

　町では県と共同で、ウォーキング啓発事業「埼玉県コバトン健康マイ
レージ」をすすめています。宮代町を所属として登録された方には、町独
自の取組として「みやしろ健康マイレージ」と称し、一定期間一定歩数
を達成した方全員に特典を進呈しています。
　①健康ワードラリー応募者②秋のウォーキング教室参加者のうち、
10月1日（金）〜31日（日）に埼玉県コバトン健康マイレージ事業に、ス
マートフォンアプリで新規に登録をされた方に、抽選でQUOカード
Pay（抽選で50名にQUOカードPay500円分）を プ レ ゼ ン
トします。この機会に、ウォーキングによる健康づくりを
始めてみませんか。

●参加方法
　①町内6か所のチェックポイントを訪れ、ポスターに記載
　　された一文字を応募はがきに記入。
　②キーワードが完成したら、応募はがきに必要事項（氏名
　　住所、アンケート）を記入し、切手を貼って投函。
　　もしくは、保健センターまたは役場5番※国保・後期担
　　当窓口に持参。
　③キーワード完成者の中から抽選で、賞品をプレゼント。

KASUMIKASUMI

和戸駅

ぐるる宮代

図書館図書館

カスミ
フードスクエア宮代店

カスミ
フードスクエア宮代店

新しい村新しい村

マルヤ姫宮店マルヤ姫宮店

１
２２

３３
５５４４

66
賞品 ご当地商品券「ありがとう」ご当地商品券「ありがとう」

1等2,000円・・5名
2等1,500円・・15名

3等1,000円・・30名
4等   500円・・50名

水辺ふれあいコース水辺ふれあいコース
古利根川の穏やかな流れを眺めな古利根川の穏やかな流れを眺めな
がら、川面を吹き抜ける爽やかながら、川面を吹き抜ける爽やかな
風で身も心もリフレッシュ！風で身も心もリフレッシュ！

東武動物公園駅西口周辺コース東武動物公園駅西口周辺コース

水と緑のふれあいロード水と緑のふれあいロード
宮代ウォーカー多数！宮代ウォーカー多数！
四季折々の景色が楽しめる、年間四季折々の景色が楽しめる、年間
を通じて歩きたくなるコースを通じて歩きたくなるコース

駅から新しい村までの食・遊・農駅から新しい村までの食・遊・農
をつなぐ道。新しい村から広がるをつなぐ道。新しい村から広がる
宮代の原風景は、どこか懐かしく、宮代の原風景は、どこか懐かしく、
子育て世代にも大人気のエリア子育て世代にも大人気のエリア

チェックポイント
1. ぐるる宮代　2. 和戸駅　3. 新しい村
4. 図書館　　　5. カスミ　6. マルヤ姫宮店



9広報
●ヘルプマーク・あんしんカードをご利用ください　●オレンジカフェ

●こころをつなぐ展示会 作品募集　●宮代町認定ヘルパー養成研修

役場代表 34•1111　上下水道事務所 33•5554　保健センター 32•1122　子育てひろば 38•6264　げんきっ子 34•5891　進修館 33•3846　

№591　令和3年10月1日
行政情報ハクモクレン

申問　障がい者福祉担当 34・1111内線327 申問　高齢者支援担当 34・1111内線382、384

　12月3日から9日は「障害者週間」です。
　町では、この週間に合わせて すてっぷ宮代 にて「こころをつ
なぐ展示会」を開催しますので、展示作品を募集します。
応募できる方　障害者手帳をお持ちの方
　　　　　　　 障害福祉サービスを利用している方など
定員　20点（先着順）
申込　11月19日（金）までに担当へ電話またはメール
　　　 メール：fukushi@town.miyashiro.saitama.jp

　「高齢者への支援の仕方」「介護に役立つコミュニケーショ　「高齢者への支援の仕方」「介護に役立つコミュニケーショ
ン」「介護保険制度」「救命講習」等について学べる講座です。ン」「介護保険制度」「救命講習」等について学べる講座です。
　履修後、　履修後、修了証を交付し、認定ヘルパーとして、登録します。修了証を交付し、認定ヘルパーとして、登録します。

日時　日時　11月11日（木）、12日（金）、15日（月）の3日間11月11日（木）、12日（金）、15日（月）の3日間
　　　9時〜16時　　　9時〜16時
場所場所　すてっぷ宮代　多目的室「しいがし」　すてっぷ宮代　多目的室「しいがし」
定員定員　15名（抽選※新規の方を優先）　15名（抽選※新規の方を優先）
持物　持物　上履き、筆記用具、昼食上履き、筆記用具、昼食
　　　（施設内で昼食をとる場合）　　　（施設内で昼食をとる場合）
対象対象　町内在住の方　町内在住の方
修了要件　修了要件　3日間の研修を全て履修すること3日間の研修を全て履修すること
費用費用　1,430円（テキスト代）　1,430円（テキスト代）
申込　申込　10月11日（月）から27日（水）までに担当へ直接または電話10月11日（月）から27日（水）までに担当へ直接または電話

1-7
1-6

　オレンジカフェ
　　　　　-認知症カフェ-

　オレンジカフェ（認知症カフェ）とは、認知症の方やその家族、地域住民、介護や
福祉などの専門家など誰でも、気軽に集える場所です。介護のストレスの軽減の場
だけではなく、交流・情報交換、新たな出会い、つながりの場です。
　お気軽にご参加ください。

オレンジカフェ
みやしろ

オレンジカフェ
アクティブ倶楽部

【開催日】　10月15日（金）　11月19日（金） 12月17日（金） 
　　　　　 １月21日（金）    ２月18日（金）    ３月18日（金）

【時　間】　14時〜16時　※途中参加・退出OK
【費　用】　無料
【内　容】　気兼ねなくお話できるほか、リフレッシュ体操や
　　　　　様々なイベントを開催しています

【問　合】　宮代町地域包括支援センターもみの木
　　　　　電話：38・6155

宮代町地域包括支援センター
　　　　　　　　　もみの木
宮代町百間1121-1（旧ひまわりの家）
■町内循環バス「保健センター前」

福祉交流館  すてっぷ宮代
宮代町西原278（旧ふれ愛センター）
■町内循環バス「西原自然の森」

会 場
会 場

※要予約 ※予約不要

【開催日】　10月5日（火）、7日（木）、11日（月）、13日（水）、
　　　　　19日（火）、21日（木）、25日（月）、27日（水）
　　　　　※11月以降の開催日は直接お問い合わせください。

【時　間】　13時〜15時　※途中参加・退出OK
【費　用】　無料
【内　容】　認知症予防につながる体操・工作、困りごと相談認知症予防につながる体操・工作、困りごと相談
【問　合】　アクティブクラブさくらそうアクティブクラブさくらそう
　　　　    電話：37・4255 　　　　    電話：37・4255 
　　　　　※「オレンジカフェについて」と　　　　　※「オレンジカフェについて」と
　　　　　　お問い合わせください　　　　　　お問い合わせください

宮代町認定ヘルパー養成研修
ー猫の手？いや、あなたの手が借りたいーこころをつなぐ展示会こころをつなぐ展示会

▶︎  作 品 募 集  ◀

応募作品は、ひとり1点とし、開催期間終了後に返却。
●平面作品：四つ切り（382mm×542mm）まで
●立体作品：一辺が30cmまで
　※展示する際の氏名は匿名でも可能。搬入搬出は、原則各自。

規 格 テーマは自由

援助や配慮が必要な方へ　ヘルプマーク・あんしんカードをご利用ください

　義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、発達
障がいをはじめ、感覚過敏によってマスクの着用が困難な方、また
は妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見か
らはわからない方々が、周囲の方に援助や配慮を必要としている
ことをお知らせするためのマークです。

ヘルプマークを着けた方をみかけたら

ヘルプマークヘルプマークとはとは あんしんカード あんしんカード とはとは

①電車・バスの中で、席をお譲りいただくなどの配慮を
②駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮を
③災害時は、安全に避難するための支援を
配布場所 ■福祉課　■子育て支援課　■保健センター

■宮代町社会福祉協議会

　急病又は事故等が発生した場合に、救急隊員や関係機関にご自身
の身元情報等を伝え、迅速かつ適切な救急活動へつなげることがで
きます。玄関などに紐で吊るすものと携帯できるものがあります。
対象者　　宮代町にお住まいで、次のいずれかに該当する方
・在宅で65歳以上の方
・40歳から64歳の要介護又は要支援の認定を受けている方
・障害者手帳の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受けている方
・自立支援医療（精神通院医療）の受給者証の交付を受けている方

配布場所 ■健康介護課

ヘルプマークとあんしんカードともに・・・
認知症の方などが普段持ち歩く鞄などに着けておく
ことで、もしもの時にすぐに身元が確認できます。

問　高齢者支援担当
　　34・1111内線384 1-6

問　障がい者福祉担当
　　34・1111内線327 1-7
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暮らし 健康・福祉・保健 子育て・教育 スポーツ その他文化 2-15＝2階15番窓口

●子宮頸がん・乳がん集団検診　●国民年金からのお知らせ（死亡一時金・寡婦年金）　
●令和４年宮代町成人式　●農業振興地域内の農用地区域からの除外（11月受付）

問　保健センター
　　32・1122

■子宮頸がん　平成14年4月1日以前生まれの20歳以上の方で、
　　　　　　　 令和3年3月31日時点で偶数年齢の女性
■乳がん　　　昭和57年4月1日以前生まれの40歳以上方で、
　　　　　　　令和3年3月31日時点で偶数年齢の女性

■子宮頸がん　子宮頸部の細胞診検査　500 円
■乳がん　　　マンモグラフィー　
　　　　　　　 ・40歳代 2方向　800円
　　　　　　　 ・50歳代 1方向　700円

11月11日（木)、12日（金）、15日（月）9時〜16時
※保健センター窓口での予約はできません。

■子宮頸がん　月経中、妊娠中やその可能性のある方、子宮全摘出術
を受けた方はご遠慮ください。検診当日はスカートの着用をお願いします。
■乳がん　妊娠中やその可能性のある方、授乳中の方、授乳終了後 6
か月未満の方、胸にシリコンやペースメーカーを入れている方はご遠慮
ください。

国民年金からのお知らせ国民年金からのお知らせ 申問　年金担当 34・1111内線318
　　　春日部年金事務所 048・737・7112

国民年金第1号被保険者の方が亡くなられたときの給付
　国民年金第1号被保険者の方が亡くなられたときの加入要件や納付要件などにより、ご遺族は次の給付
を受けることができます。年金手帳などをご持参のうえ、町年金担当へご相談ください。

寡婦年金死亡一時金
　国民年金保険料を納めた期間（免除期間を含む）が10年以
上ある夫が年金をもらう前に亡くなられたときに、妻が60歳
から65歳になるまで支給される年金です。

■年金額
　夫の第1号被保険者期間だけで計算した
老齢基礎年金額の 4分の3が支給されます。
なお、付加年金は除きます。

　国民年金保険料を3年（36月）以上納めた方が、老齢基礎年
金または障害基礎年金を受けずに亡くなられたときに、生計
を同じくしていた遺族に支給されます。

※付加保険料を納付した期間が3年以上
　ある場合は、上記金額に加えて、
　一律8,500円が支給されます。

保険料納付済月数 支給額
   36月以上180月未満  120,000円
 180月以上240月未満  145,000円
 240月以上300月未満  170,000円
 300月以上360月未満  220,000円
 360月以上420月未満  270,000円

 420月以上  320,000円

日本年金機構
「死亡一時金を受けるとき」
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日本年金機構
「寡婦年金を受けるとき」

　農用地区域内の農地について、やむを得ない理由により、農地以外の用途に転用を予
定している方は、農地転用許可 ( 以下「農転」という ) を申請する前に農用地区域から
除外する手続きが必要となります。なお、申出後、認可されるまで 1年以上かかることが
あります。詳しくは、町ホームページをご確認いただくか担当までお問い合わせください。

申問　農地調整担当34・1111内線269

●集団農用地の一面（概ね10ha
    の区域）でないこと
●農用地区域内の農地以外に、代
    替すべき土地がないこと
●農用地の保全又は利用上必要
    な施設に影響を及ぼさないこと

自己用住宅(分家など)
500㎡未満で必要最小限の面積
農家住宅
1000㎡未満で必要最小限の面積
上記以外
目的実現のため必要最小限の面積

〈除外申出できる土地〉 〈除外申出できる土地の面積〉 諸注意

　　　　　10月22日(金)まで
除外・農転の見込みについて、必ず
事前相談・確認を行い、許認可の見
込みを受けてください。
相談及び除外・農転見込みのない
申出は受けることができません。

　　　11月8日(月)〜19日(金)
9時〜11時、13時〜17時の間に
窓口で配布する申出書類を提出
※土・日曜日を除く
提出部数
正本1部 　副本2部(正本のコピー可)

事前相談 申出 
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農業振興地域内の農用地区域からの除外 (11月受付)農業振興地域内の農用地区域からの除外 (11月受付)

・他法令による許認可等
必要なものは、必ず事前
に許認可等の見込みを確
認のうえ申出ください。
・今回の申出で農用地か
ら除外できた場合でも、
農転許可申請、開発許可
申請、建築確認申請等の
手続きが必要となります
ので、ご注意ください。
・事前相談後、許認可等
の見込みを確認したうえ
で申出様式を配布します。

子宮頸がん・乳がん集団検診
子宮頸がん検診と乳がん検診は同時受診できます。
※集団検診当日のお車での来場はご遠慮ください

対象者

検診内容・費用（自己負担額）

申込

予約専用電話　0480・33・6464

● 検診日
12月16日（木）、17日（金）、
 21日（火）、22日（水）、23日（木）24日（金）の午後
● 会場　保健センター

注意事項

令和4年令和4年

宮代町成人式宮代町成人式

日時　令和4年1月9日（日）
　　　12時30分開場　13時開式（予定）
会場　東武動物公園
　　　イベントステージHOLA!

2-17申問　生涯学習・スポーツ振興担当申問　生涯学習・スポーツ振興担当
　　　34・1111 内線 433、434　　　34・1111 内線 433、434

町ホームページ

　平成13年4月2日〜平成14年4月1日生まれの
方で令和3年11月1日の時点で町内に住民登録
がある方には、11月末までにご案内状を送付い
たします。
　なお、町外に転出している方
で、宮代町の成人式に出席を希
望する方は、ホームページの専
用フォーム、電話・メールで申
し込みください。

案 内 状 に つ い て

無料受診できる方については
ホームページをご覧ください

　新型コロナワクチン接種後の副反応として倦怠感や発熱などの他に接種した側
のわきの下のリンパ節の腫れがみられることが報告されています。これは抗体を作
るために免疫機能が働いている兆候なので心配は要りません。
　しかし、マンモグラフィーなどでは「リンパ節が腫れているため、原因となる病
気があるのではないか」という判定がでてしまうことがあり、これを避けるために
2回目のワクチン接種後6週間以上たってからの実施が推奨されてい
ます。なお、この時期は絶対に検診を受けてはいけないということではありません
日本乳癌検診学会
「乳がん検診にあたっての新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応の手引き」に準拠
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11広報 ●わたしたちの月３万円ビジネス　●宮代町地産地消推進の店№591　令和3年10月1日
行政情報ハクモクレン

月月3万円ビジネス万円ビジネス
わたしたちのわたしたちの

申問　商工観光担当
　　　34・1111内線265

　やりたいことや得意なことから小さなビジネスを生み出し、月に3万円稼
ぐ「月3万円ビジネス」。創業の新しいモデル、子育て世代の新しい働き方と
して全国で注目されています。これまで200名以上が受講し、卒業生が各地
でパワフルに活躍しているプログラムを、今年も宮代町と杉戸町がタッグ
を組んで実施します。まずは無料体験ワークショップへお越しください。

日時　11月19日（金）10時～12時30分
場所　進修館大ホール
定員　40名（事前予約制）　　
対象　6回連続講座の受講を検討してい
　　　る女性の方
費用　無料　　
申込　11月17日（水）までに担当へ電話

日時　①12月7日（火）②12月14日（火）
　　　③1月12日（水）④2月1日（火）
　　　⑤2月17日（木）⑥3月20日（日）
定員　12名（申込多数の場合は選考）
費用　教材諸経費 15,000円
その他　詳しくはホームページをご覧
　　　　ください

無料体験ワークショップ無料体験ワークショップ 6回連続講座6回連続講座

過去の講座の様子

　大量生産、大量消費経済による「顔が見えない経済」から「顔
が見える地域経済」へ意識を変えることで、お金も人も地域の
中で循環させることができます。人口減少社会を見すえて、地
域密着、地域主体の経済づくりを進めていきます。

？ どんな方針？

！ さぁ、何をする？

★ 主な成果目標

町の支援策を利用した起業者　15人以上

　宮代町での起業を促進するため、空き店舗や公共施設の空き
スペース等をチャレンジショップとして、起業志望者に提供す
る仕組みづくりを行います。また、複数店が連続して空き店舗
となったエリアについては、貸主などと連携して、特色あるエ
リアの形成を促します。

首
都
圏
で
い
ち
ば
ん

人が

首
都
圏
で
い
ち
ば
ん

人が
輝輝く町く町

5
第 5 次総合計画の前期実行計画事業を毎月少しずつ紹介します。

小商いからはじめよう チャレンジショップ推進事業

宮代町地産地消推進の店をご紹介します 問　農業振興担当
　　34・1111内線262
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　宮代町では、宮代産農産物等を積極的に取り扱う飲食
店や食品加工所等を募集し、「宮代町地産地消推進の店」
として認定しています。
　認定店には、宮代町の特産品である巨峰をモチーフに
した看板をお渡ししています。看板のあるお店を見かけ
たら、ぜひおいしい宮代産農産物をご賞味ください。
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新鮮で美味しい地元産農産物を使った料理を食べて、宮代の農業を応援しよう！

この看板が目印！
この看板が目印！

店舗名 住所・電話番号 店舗名 住所・電話番号
農工房　奈味 姫宮206

34・6152 LA GRIGLIA 中央3-11-16
31・7458

あき 東粂原876-12
34・4576

新しい村　
森のカフェ

山崎777-1
36・3955

ゆるり蔵 道佛749-57
31・8916 前野屋 中央3-2-30

32・3685
新しい村　
森の市場「結」

山崎777-1
36・3955 Ti Ti cafe 東粂原227

090・5539・6001
宮代凮月堂　
学園台店

学園台1-11-7
32・0713 cafe こかげ 須賀985-3

070・4368・0653
宮代凮月堂　
中央店

中央2-17-11
32・7028

Cadeau[kado]
カド

中央3-9-9
48・5021

ドイツパンのお店
アムフルス

川端3-7-6
44・9362 あじまんま 山崎777-1

080・6507・0946
レストラン　
ゑちごや

本田5-9-18
33・0791 龍盛房 本田1-3-21

31・9797

イルピノリーノ 山崎777-1
36・3955 支那そば織ちゃん 笠原2-6-32

32・7854

今年度認定！今年度認定！
　支那そば 織ちゃん
　支那そば 織ちゃん

　講座の内容や魅力をお伝えするとともに、講
座の雰囲気を体感いただけます。
　ぜひお気軽にご参加ください！

　連続講座に申込みいただく前に、
無料の体験ワークショップへのご
参加をおすすめしています。

やりたかったことやりたかったことは、

　　今やれること　　今やれることに変えら
れる

起業創業支援の
　　　　イメージ

マルシェ、マルシェ、

　　チャレ
ンジショッ

プ
　　チャレ

ンジショッ
プ

創業セミナ
ー

創業セミナ
ー

あ
な
た
の
夢
を

あ
な
た
の
夢
を

  宮
代で

実現
宮
代で

実現   し
て
み
ま
せ
ん
か
？

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

地域に根ざした
起業創業を支援！

起業者の誕生起業者の誕生

起業者の発掘起業者の発掘
（人をみつける）（人をみつける）

月3万円ビ
ジネス講座

月3万円ビ
ジネス講座

　　　　　
の開催

　　　　　
の開催

起業者の育成起業者の育成
（人を育てる）（人を育てる）

チャレンジの場のチャレンジの場の
提供提供

宮代産のお米は通年、宮代産のお米は通年、
　また、旬の野菜を提供しています!　また、旬の野菜を提供しています!



保育園に入所を検討されている方
保育施設・定員・入所年齢保育施設・定員・入所年齢

申問　保育担当
34・1111内線324
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　申請書類は保育担当窓口及び町内保育施設にて配布中です。
　現在入所中の児童には、入所先の保育所より別途お知らせします。

（町ホームページからダウンロードも可）

入所対象入所対象
町内小学校に在学し、両親等の就労等により保育が必要な児童。
定員に余裕がある場合に限り、学校休業期間の短期入所も可。
※短期入所については、かえで児童クラブ以外での実施。

※定員超えの場合、書類審査のうえ、入所できないことがあります。

保育料保育料
月額8,000円（別途、おやつ代・保険料が実費でかかります。）

※小規模保育施設・・・低年齢児を対象に家庭的保育に近い雰囲気で保育を行います。
※家庭での保育ができない程度によって、あるいは定員に余裕がない場合などは入所
　できないことがあります。

申請期間申請期間
11月8日（月）～10日（水）8時30分～17時15分
11月11日(木)、12日（金）8時30分～19時
11月13日(土)8時30分～17時
※町内在住の方で町外の保育園を申請する場合は、園
　の所在市町村の都合により申請期間が異なりますの
　で、お早めに担当までお問い合わせください。

保育料、入所対象、申請書類等詳しくは、
町ホームページをご覧ください

申請書類は、担当窓口、各学童保育所で配布中
また、町ホームページからダウンロードもできます

園名  住所 電話 預かり保育
( 最長 ) 願書受付

 宮代幼稚園  道佛3-7-1  32・3640 
17時 11月1日 宮代須賀幼稚園  須賀973-1  34・5265

 宝光寺幼稚園  西粂原1593-2  32・3833
 姫宮成就院幼稚園  宮東922-1  32・4599 17時30分

　幼保無償化により、幼稚園の保育料は月額25,700円まで無料です。
また、預かり保育も保育を必要とする事由があれば、申請により無償化
の対象となります。預かり保育時間、令和4年度願書受付については、詳
細が異なりますので、各園にお問い合わせください。町外幼稚園を利用
されても、無償化の対象となります。

現在幼稚園を利用されている 1号認定の方現在幼稚園を利用されている 1号認定の方
　保育を必要とする事由があれば、2号認定（預かり保育無償化対象）
に切り替えができます。詳しくは、担当までお問い合わせください。

保育施設名 定員 入所年齢
 国納保育園（公立） 110名

 生後6か月～就学前
 みやしろ保育園（公立） 115名
 姫宮保育園（私立） 60名
 百間保育園（私立） 60名
 本田保育園（私立） 60名
 カインド・ナーサリー
 本田 5 丁目園（私立） ※ 19名

 生後6か月～2歳児 カインド・ナーサリー
 本田 2 丁目園（私立） ※ 18名

 カインド・ナーサリー
 ピアシティ園（私立） ※ 19名

学童保育所名 定員 指定管理者
 かしの木児童クラブ（百間小） 120名

 株式会社アンフィニ いちょうの木児童クラブ（東小） 70名
 いちょうの木児童クラブ分室（東小） 30名
 ふじ児童クラブ（笠原小） 160名
 かえで児童クラブ（須賀小） 120名  NPO法人かえで児童クラブ

申請方法申請方法
①現在入所中で、令和4年度も入所を希望する方
申請期間　10月18日（月）～11月5日（金）　※平日のみ
　　　　　11時～19時
提出場所　各学童クラブ

②新規に入所を希望する方・①の時期に間に合わなかった方
申請期間　11月8日（月）～10日（水）8時30分～17時15分
　　　　　11月11日(木)、12日（金）8時30分～19時
　　　　　11月13日(土)8時30分～17時
提出場所　保育担当（役場1階8番窓口）
※書類審査は①、②ともに11月13日の受付
　終了後となります。

幼稚園に入園を検討されている方

学童に入所を検討されている方

町内幼稚園町内幼稚園

保育施設・定員・指定管理者保育施設・定員・指定管理者

令和4年4月から入所を検討されている方へ令和4年4月から入所を検討されている方へ
保育園・学童・幼稚園入所申込のお知らせ保育園・学童・幼稚園入所申込のお知らせ

　地域住民が気軽につどえる場があると、人とのつながりや
支え合いが生まれます。高齢になっても安心して生活できる地
域づくりと健康づくりを目指し、今回は百間地区で活動する

「楽らくフレイル予防体操」を紹介します。

日時　第1・3・4・5木曜
　　　13時30分～15時
場所　百間集会所
　　　（百間公民館2階）
費用　無料
問合　島村 32・0938

＜ PR ポイント＞
　いきいき百歳体操（高
齢者向けのおもりの体
操）を中心に、キラキ
ラ体操・リズム体操・脳
トレなど楽しく、笑い
ながら行なっています。
地域、性別を問わずど
な た で も 歓 迎 し ま す 。
一緒に健康寿命をのば
しましょう！

〜「つながり」感じる〜 問　高齢者支援担当34・1111
　　内線382、384

地 域 の
場
く

楽らくフレイル予防体操楽らくフレイル予防体操

居 所づ
り

　現在、保育園への入所希望については、全ての方の受入が困難
な状況にあり、待機児童が生じています。保育の必要な時間等の
条件が合う方は、幼稚園の入所も積極的にご検討ください。

！

№591　令和3年10月1日 広報
行政情報ハクモクレン●令和4年保育園・学童・幼稚園入所申込のお知らせ

●山崎山秋の自然観察会　●地域サロン　12

山崎山 トラスト自然体験会
申問　環境推進担当34・1111 内線293、294

日時　10月24日（日)9時30分～15時 ※小雨決行
　　　①9時30分～11時30分　②13時～15時
場所　山崎集会所集合
　　　前半：自然観察会＆保全体験
　　　後半：クラフト体験
定員　各回15名（先着順）
持物　マスク（必ず着用）、作業しやすい服装、
　　　飲み物
申問　10月11日（月）9時～21日（木）までに担当へ
主催　さいたま緑のトラスト保全第5号地
　　　ボランティア

　深まる里山の秋を感じな
がら、自然観察会や保全体験、
クラフト体験を行います。



子育て情報　HiH i
ハイハイ♬

役場庁舎内役場庁舎内  子育てひろば きしゃぽっぽ子育てひろば きしゃぽっぽ

国納保育園内国納保育園内 げんきっ子 げんきっ子

姫宮保育園内姫宮保育園内 のびのびキッズルーム のびのびキッズルーム

〜〜すくすく育てみやしろっ子すくすく育てみやしろっ子〜〜

申問　38・6264申問　38・6264

申問　34・5891申問　34・5891

申問　34・8393申問　34・8393
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子育て応援ウェブサイト

子育て相談員   亀田玲子

『第四の食事』おやつ

相談員コラムをご紹介♪相談員コラムをご紹介♪
サイトで全文掲載しています。サイトで全文掲載しています。

　おやつは『第四の食事』と言われる位の捕食の役
目があります。幼児期は多くのエネルギーと栄養が
必要で、目安としては一日三回食のリズムが出来た
頃から始め、午前と午後の2回、ごはんの量が増え
たら1回にしましょう。

【カロリーの目安】1～2歳：100～150㎉、3～5歳：150～200㎉
例：リンゴ半分(80㎉)、牛乳100ml(70㎉)、バナナ1本
　 (80㎉)が目安です。
　おやつは、子ども達には魅力ある食べ物。マナーや量
のお約束をしてがまんする力も付けられるといいですね。
又、年齢と共に固いもの（せんべいや干し芋、するめ等）
も加えてよく噛む習慣もつけられるといいですね。

13

★：電話予約制（利用日当日 9時〜）※12時〜13時を除く

※各講座要申込：開催日の３日前から電話受付

鈴木　鈴木　姫姫
きいなきいな

菜菜  ちゃんちゃん
平成24年5月14日平成24年5月14日生まれ生まれ

催し物 日　時 内容等
保育園見学会 ①10月4日（月）までに要申込
　　　　　　 ②10月18日（月）までに要申込

①10月6日（水）②10月20日（水）
10時～10時45分 来年度から入園を希望している方への見学会　　定員　親子5組

子育て広場
10月8日（金）10時30分～11時30分 身体測定・手形
10月22日（金）10時30分～11時30分 ハロウィン製作
10月29日（金）10時30分～11時30分 誕生日カードを作ろう（10月生まれ）

出前講座　新しい村でミニ運動会 10月15日(金)11時～11時30分　※雨天中止 動きやすい服装・運動靴でお越しください。
場所　新しい村芝生広場　　持物　水筒、帽子

一緒にやってみよう　※10月19日（火）までに要申込 10月26日（火）10時～11時 おいもほり　　定員　親子10組
キッズ広場　※10月25日（月）までに要申込 11月1日（月）10時30分～11時30分 ふれあい移動動物園　　講師　東武動物公園飼育員　　定員　親子10組
園庭開放　保育園のお庭であそぼう
※室内利用は要予約（平日：10時〜11時、13時〜14時）

平日9時30分～12時、13時～16時（1時間程度）
土曜10時～11時

10月1日、2日、15日はお休みです。また、10月9日、11日～13日は
園行事予備日のため、お休みとなることがあります。

催し物 日　時 内容等
おはなしの日★ 10月11日（月）11時～11時30分 手遊び・紙芝居など　　定員　5組（10名まで）
げんきっ子の日★ 10月13日（水）10時～11時 ハロウィン製作　　定員　5組（10名まで）

絵本の日★ 10月18日（月）
10時15分～10時30分

「あおむし」さんによる絵本の読み聞かせ
定員　5組（10名まで）

赤ちゃんげんきっ子★ 10月20日（水）10時～11時 親子ふれあい遊び・手形
記念に手形か足形をお持ち帰りできます♪

園庭開放日★ 10月5日、12日、19日、26日
すべて火曜　13時30分～15時 園庭で遊ぼう　　定員　1～2組（6名まで）

ハロウィンパーティーハロウィンパーティー
日時　10月26日（火）、27日（水）、28日(木)
　　　※3日の内、どれか1日に申込ください
持物　持ち帰り用エコバッグ
申込　10月12日（火）9時〜14日（木）12時
　　　※申込多数の場合は抽選
　　　※汚れても良い服装でお越しください

手形のおばけガーランド作り手形のおばけガーランド作り

催し物 日　時

パペット&マジック 人形の腹話術や楽しいマジック
10月16日（土）10時～10時30分

3歳児教室

①積み木遊び
10月18日（月）9時30分～
②葉っぱのリース作り
11月8日（月）9時30分～

1歳児教室

①楽器あそび
10月20日（水）9時30分～
②葉っぱの飾り製作
11月10日（水）9時30分～

親子教室

ハロウィン製作
10月23日(土)9時30分～
対象　未就学児から小学生までの親子
定員　6組13名
※申込多数の場合は抽選

※一時保育も行っておりますのでご利用ください。
※検温と全員マスクの着用をお願いします。

▼応募の方は、写真に
①住所 ②氏名 ( ふりがな ) ③生年月日、
④性別  ⑤電話番号  ⑥コメント
を添えて広報担当までお送りください。
※人気コーナのため、現在令和4年12月号
　まで応募をいただいております。

このコーナーに登場してくれる赤ちゃんをこのコーナーに登場してくれる赤ちゃんを
募集しています募集しています

〒345・8504 ※住所記載不要
宮代町役場広報担当

e-mail

郵  送

申問　広報担当34・1111内線207
voice@town.miyashiro.saitama.jp

リフレッシュ講座リフレッシュ講座多肉植物の寄せ植え〜多肉植物の寄せ植え〜

　　　　　　心心
みいなみいな

菜菜  ちゃんちゃん
令和元年10月5日令和元年10月5日生まれ生まれ

ねーねが大好き♡仲良し姉妹♡ねーねが大好き♡仲良し姉妹♡

催し物 日　時

親と子の絵本の日 10月25日（月）
10時30分～10時45分

10月のお誕生日会 10月29日（金）9時30分～

2歳児教室 葉っぱのリース作り
11月2日（火）9時30分～

子育てサロン
赤ちゃんの日

手遊びや歌遊び、情報交換等
11月4日（木）13時30分～

さときんぐさときんぐchchとと風船風船フェンシングフェンシング

いっしょにあそぼうよ！いっしょにあそぼうよ！ーー ーー

日時　11月13日(土)
　　　前半：9時30分〜10時30分
　　　後半：10時50分〜11時50分
場所　進修館大ホール・四季の丘
定員　各回10組30名　※子どものみの参加も可
申込　11月8日（月）まで
　　　※申込多数の場合は、抽選
講師
村上仁紀 選手

（種目：エペ  現役日本代表チーム所属）
北川隆之介 氏、鬼澤大真 氏、
吉田玲 氏、山口篤史 氏、岡田祐哉 氏

　風船を使ってフェンシングで遊ぼう！
　オリンピック金メダルを取った迫力のデモンス
トレーションを生で観戦しよう！

余っている飲食料集めています同日
開催 フードドライブ事業 

お持ちいただきたい食品はこちら→→

ハロウィンウィーク　10ハロウィンウィーク　10月月2525日（月）日（月）〜〜3131日(日)日(日)

期間中に子育てひろばに遊びに来ると、一人1回ハロウィンの製作などができるよ！
作った作品はお持ち帰りできるので、遊びに来てね♪♪

日時　10月28日(木)10時〜10時50分
講師　松山美紗 氏、久保浩司 氏
定員　未就学児親子6組
費用　500円
申込　10月20日（水）まで
　　　※申込多数の場合は抽選

地域のみんなでこどもたちの居場所づくり

他にもイベントがあるよ！詳しくは 14 ページ▷▶
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　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載の 催しが
延期・中止、公共施設が休館 となる場合がありますのでご
注意ください。詳しくは町ホームページで確認、各担当・主
催者へお問い合わせください。

家に帰ったらまずは手洗い・うがいをしよう！

笠原小学校内
陽だまりサロン 月曜〜金曜、第3・第4土曜

10時〜16時申問　37•0145

ホームページ 開館時間

事業名 日時 内容

みんなのほっとカフェ
10月13日(水)10時30分〜12時
時間内であればいつでも相談できます。
申込不要。

子育てや人間関係の悩み、モヤモヤを、ニーズカードを使って整理する
お手伝いをします。肩の荷をおろしてホッとする時間を過ごしませんか。
聞き手：宮代町家庭教育支援チーム・佐藤　　対象：どなたでも

糸巻糸子ちゃん人形づくり
　申込：直接または電話 10月16日（土）10時30分〜12時

さをり糸を巻いてある芯を元にさをり端布を使ってお人形を作ります。
定員：8名（先着順）　　費用：300円（材料費）
持物：布切りばさみ、ボンド

はるるの折り紙タイム
　申込：直接または電話 10月19日（火）13時30分〜15時 何を折るかはお楽しみです。

定員：8名（先着順）　　費用：50円（材料費）

リコーダーを吹きましょう 10月23日（土）13時30分〜14時30分 持物：ソプラノリコーダーまたはアルトリコーダー
※変更する場合があります。開催についてはお問い合わせください。

ぬりえをしましょう 毎週月曜13時30分〜
ゆったりとした気分で好きな色を塗ってみませんか。脳を活性化したり、
自律神経を整えたりする効果があると言われています。
持物：ぬりえ、色鉛筆など (ない方にはこちらでも用意しています)

いきいきの日
　※10月19日（火）は申込制
　申込：直接または電話

毎週火曜10時30分〜11時30分
10月5日、12日、26日：新しい村
10月19日：陽だまりサロン
※新しい村へのお問い合わせはご遠慮ください

リズムに合わせて基礎体操を学びましょう。
10月19日（火）は、陽だまりサロンでヨガを行います（定員：13名）。
持物：飲み物、タオル、レジャーシート（1人用サイズ）

囲碁・将棋の日
　申込：直接または電話 毎週水曜10時〜12時

椅子に座ってできます。
空いていれば当日でも利用できます。電話でご確認ください。
定員：6組

さをり織り体験の日
　申込：直接または電話

毎週木・金曜10時30分〜12時、または
13時30分〜15時

裂きをりマット、使わなくなった布を裂いて織ります。
費用：700円（糸代）　　持物：布（ない方は要相談）

進修館 申問　33•3846
　　　info@shinsyukan.or.jp 9時〜21時30分

ホームページ
コミュニティ
センター

開館時間

集団接種会場の閉鎖に伴う、集団接種会場の閉鎖に伴う、
大ホール、研修室、集会室の利用再開について大ホール、研修室、集会室の利用再開について

問　ボランティア室窓口（1階）

　新型コロナワクチン接種会場のため、コミュニティ
センター進修館の大ホール、研修室、集会室を利用中
止としておりましたが、接種会場としての使用が終了
することに伴い、11月1日（月）から一般利用を再開い
たします。

●予約再開日　10月1日（金）9時〜

●利用再開日　11月1日（月）9時〜
※今後の新型コロナウイルスの感染状況により、対応を変更する
　場合があります

日時　11 月 3 日（祝・水）10 時〜 11 時 30 分
場所　コミュニティセンター進修館 大ホール
内容　パネルシアター、バルーンアート、ワークショップなど
定員　40名（未就学児親子30名・小学生10名）
申込　10月27日（水）までにこども笑顔担当に電話
　　　※申込多数の場合は抽選

　今年も、こどもまつりを開催します。親子で作るバルーンアート体験など楽し
い遊びがいっぱい♪子どもたちの居場所づくりを支えるサポーターや、緊急サポー
ト・ファミリーサポートセンターのみなさんが楽しいひと時をお届けします。

楽しもう！ こどもまつり楽しもう！ こどもまつり 問　こども笑顔担当
　　34・1111 内線362

　子育てに役立つ情報や、楽
しいイベント情報がスマホに
届くよ♪「みやしろで育て
よっ」の LINE に登録してね

バルーンアート、ワークショップ
など

楽しいイベントいっぱい

お友達追加

子育てひろば
子育てひろば



事業名 日時 内容

水泳個人レッスン
　申込：10月9日（土）10時〜

10月17日（日）、24日（日）、31日（日）
1回目：13時〜13時20分
2回目：13時25分〜13時45分

ウォーキングからクロール・背泳ぎ・平泳ぎ・
バタフライ
定員：各回1名（先着順）
対象：大人（16歳以上）、子供（小学4年生から中学3年生）
費用：1,000円（別途入場料　大人：400円　子供：200円）
持物：水着、キャップ、タオル、飲み物
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密（「密閉」「密集」「密接」）を避けよう！

ぐるる宮代
火曜〜土曜　9時〜21時　
日曜・祝日　9時〜18時

ホームページ

ぐるる宮代にて多様な教室、スクールを開催しています。
　■ヨガ　　■水泳　　■新体操　　■フットサル　　■卓球
　■体育　　■バスケットボール　　■テニス　　■バドミントン
※一部のスクール・教室には無料体験もあります。
※参加には、事前申し込みが必要です。

　
　
　
ス

ポー
ツスクール・教

室ミズノ

●図書館　●ぐるる宮代
●新型コロナワクチンに関するお知らせ

開館時間

開館時間

申問　32•1543

ホームページ

図書館 申問　34•9944
火曜〜金曜　　9時30分〜19時
土・日・祝日　9時30分〜18時

※休館日：毎週月曜

※休館日：毎週月曜

事業名 日時 場所 内容

ライブラリーシアター
「天国からの奇跡」
（2016 年　アメリカ映画　字幕）

10月8日（金）14時〜15時50分 ホール

重い病気を患っており、入退院を繰り返す少女。ある日庭
の大木から落ちてしまう事故が起きる。一命を取りとめた
彼女に奇跡が起こった・・・実話に基づくヒューマンドラマ。
定員：50名（当日先着順）

紙芝居と折り紙 10月9日（土）14時30分〜16時 研修室 紙芝居：「おににさらわれたあねご」ほか　折り紙：とり
定員：15名（当日先着順）　　対象：3歳以上（目安）

「なぞ解き」イベント　
ひゃっか王からの挑戦状

10月10日（日）9時30分〜11月7日
（日）18時 児童フロア

ポプラディア百科事典を使って「なぞ解き」にチャレンジし
よう！なぞを解いたら「ごほうび」がもらえるよ！
対象：小中学生
　　　（小学校低学年は保護者の手助けが必要と思われます）
申込：問題用紙（2種）を児童カウンターで配布。
　　　事前申込不要。※グッズがなくなり次第終了。

おはなし会 ①10月16日（土）、②23日（土）
14時30分〜15時 ホール

①「ちいちゃいちいちゃい」「なら梨とり」
②「文福茶釜」「マーシャとくま」
定員：各30名（当日先着順）　　対象：4歳以上（目安）

ナクソス音楽会
第7回 「ショパン国際ピアノ
コンクール　課題曲」より

10月17日（日）14時〜15時10分 ホール
音楽配信サイト「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」
から名演奏をお届けします。※生演奏ではありません。
定員：50名（当日先着順）　　対象：一般

バリアフリー映画会
「春との旅」
（2010年　日本映画）

10月20日（水）14時〜16時20分 ホール

足が不自由な元漁師の忠男と孫娘の春は、ささやかな二人
暮らしを続けていた。しかし、春の失職を機に忠男の終の
住処を求め、二人は疎遠だった親族を訪ね歩く旅に出るこ
とになり…。　出演：仲代達矢ほか
※通常の映画に音声ガイドや字幕を加え、視覚や聴覚に障が
いのある方も楽しめる映画です。どなたでも参加できます。
定員：50名（当日先着順）

子ども映画会 10月23日（土）15時〜15時40分 ホール 「おむすびころりん」「こぎつねのおくりもの」
定員：50名（当日先着順）　　対象：3歳以上（目安）

童話と絵本の会
10月30日（土）、11月6日（土）
【2・3歳の部】14時30分〜14時50分
【4歳〜小学生の部】15時〜15時30分

ホール 年齢に合わせた絵本の読み聞かせ
定員：各8名（当日先着順）

第1回持ち寄りレコード鑑賞会
申込：10月31日（日）18時まで 11月3日（水）13時〜16時 ホール

あなたのとっておきの１枚を持ち寄って、ホールのス
ピーカーで聴いてみませんか？
※鑑賞のみの参加は申込不要。
定員：50名　対象：一般
申込：申込用紙を図書館窓口に提出
　　　（申込用紙は窓口または図書館ホームページで配布）

新型コロナワクチンに関するお知らせ 問　地域医療・感染症対策担当
　　32・1122

　10月24日（日）をもって集団接種会場が終了することに伴
い、コールセンターを10月31日（日）で終了いたします。11
月以降の予約などについては、担当までお問合せください。

問合専用ダイヤル　048・640・5101
予約専用ダイヤル　0120・056・732
※予約専用ダイヤルは10月31日を待たず、
　予約枠が埋まり次第終了となります。

　体調不良等により2回目接種をキャンセルし、まだ2回目
の接種を受けていない方は10月19日（火）〜24日（日）に集
団接種会場（進修館）で接種（ファイザー製）する事が可能で
す。日程調整を行いますので、担当までご連絡ください。
※1回目の接種を受けることはできません

コールセンターの終了について 諸事情により、2回目の接種をされていない方へ

終了する
ダイヤル 町民の接種率は約8割を越えました。

ご協力ありがとうございました。



暮らし
マイナンバーカード受取り
休日窓口【事前電話予約制】

2022年版県民手帳を販売します

様々な手口の特殊詐欺の被害が
多発しています

「埼玉県地球温暖化防止活動推進員」
を募集します

防災行政無線を用いた
情報伝達訓練を実施します

事業者の皆様へ
労働保険のお知らせ

第8回宮代つながり作りイベント
和e輪e（わいわい）開催

宮代町戦没者追悼式

「埼玉県人権施策推進指針
（第2次改定案）」意見募集

10月は「行政書士制度広報月間」
無料相談会を実施します

薪ストーブ（暖房等）シーズンに
向けての準備のお願い

後援

議会懇談会の中止について
　11月に予定していた「第26回町民と議員と
の議会懇談会」は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、中止となりました。
問　議会事務局 34・1111 内線303

各講座の詳細は
こちらからご覧
ください

予約　事前電話予約（平日9時〜17時）
予約できる方
マイナンバーカード交付通知書（ハガキ）が届いた方
※交付通知書を紛失された方は、ご相談ください。
日　10月24日（日）、11月28日（日）
　　9時〜12時30分
場　戸籍住民担当（1階4番窓口）
持　交付通知書（ハガキ）、本人確認書類、
　　通知カード・住民基本台帳カード
　　（お持ちの方のみ）
申問　戸籍住民担当 内線530

地震や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬
時警報システム（J アラート）を用いて、防災
行政無線で放送をする試験を行います。宮代
町以外の地域でも実施されます。
日　10月6日（水）11時頃
放送内容　「これは、J アラートのテストです」
　　　　　（同内容を3回繰り返します）
問　危機管理担当 内線279

県・市町村・国の主要統計データをはじめ、
過去5年間の天気、テレホンガイド、鉄道路線
図など、生活に便利な情報が満載です。また
今回は、週間ダイアリーに埼玉県の偉人渋沢
栄一「50 の訓言」を掲載しています。
手帳の価格　550円(税込)
種類　「黒」、「グレイッシュブルー」の2色
　　　（サイズは両方とも14cm×9cm）
販売期間　10月14日(木)〜12月17日(金)
販売場所
1．情報担当（2階11番窓口）
2．県内の一部書店、ホームセンター、コンビニ等
　  （令和4年2月末まで）
※詳細は県ホームページまたは下記担当まで
問　情報担当 内線213

先の大戦において亡くなられた方々を追悼し、
平和を祈念するための式典です。なお、今年
度は新型コロナウイルス感染拡大防止と参列
者の方々の健康と安全を考慮
し、関係者のみの参列とさせて
いただきます。ご理解とご協力
をお願い申し上げます。
問　社会福祉担当 内線325

住宅密集地等で薪ストーブ等を使用する場合、
使用の仕方によっては、トラブルになる可能
性があります。現在使用されている方、これ
から設置を考えている方は、正しい使用方法
を心がけましょう。また、シーズン前にストー
ブ本体と煙突の保守点検・清掃も行い、破損
やススの付着等がないかチェックしましょう。
●乾燥した薪を使用する
●薪を完全燃焼させる
●薪以外は燃やさない掃除や点検をおこなう
●ご近所への配慮をおこなう
●火災に気を付ける
問　環境推進担当 内線294

日　10月21日（木）13時30分〜16時
場　役場2階203会議室
相談内容

（1) 官公庁提出書類に関すること
(2) 許可・認可等の手続き
(3) 相続、遺言書等に関すること
(4) 各種契約書・示談書・内容証明等に関すること
問　埼玉県行政書士会春日部支部
　　048・812・5092

地元の商工農業者さんや市民活動団体のみな
さんが考えた、楽しい体験講座を開催します！
開催期間　開催中〜1月23日（日）
問　宮代町和e輪e実行委員会
　　facebookページ【＠waiwai3846】

【騙しの手口の内容】
●警察官や金融機関職員になりすましたダマシ

『あなたの口座が犯罪に使われている』
●役場職員になりすましたダマシ

『還付金がある』、『未払いの保険金がある』
●子どもや孫、親戚になりすましたダマシ

『会社の金を使い込んだ』、『小切手を落とした』
●民間会社の請求を装ったダマシ

『商品の代金が未払いである』
●パソコンやメールで架空請求

『商品の代金が未払い』、『電子マネーを購入してください』
【被害に遭わないための対策】
●日頃から留守番電話に設定して掛かってきた
　電話にすぐに出ない
●他人にキャッシュカード（通帳）を渡さない
●他人に暗証番号を教えない
●気軽に相談できる人（家族・親族・知人等）
　を決めておきましょう
問　杉戸警察署 33・0110

募集期間　10月1日（金）〜31日（日）（消印有効）
内　「お互いの人権を尊重しながら共に生きる
　　社会を実現する」ことを基本理念として、
　　人権施策を進めるための指針
　　※関係資料は、県ホームページ、県担当課、
　　　県政情報センター、各地域振興センター
　　　（支所）でも入手・閲覧できます。
問　埼玉県人権推進課 048・830・2255
　　（〒330-9301所在地記入不要）
　　ファックス：048・830・4718
　　Eメール：a2250−02＠pref.saitama.lg.jp

労働保険料（労災保険・雇用保険）の第2期分の納
期限は11月1日です。納付書については、納期
限の10日前頃に該当事務所へ郵送します。ま
た、保険料納付については口座振替が便利です。
申し込み手続きについては厚生労働省もしくは
埼玉労働局のホームページをご覧ください。
申問　埼玉労働局総務部労働保険徴収課
　　　048・600・6203

【地球温暖化防止活動推進員の役割】
●地球温暖化の現状、対策の重要性について住
　民の理解を深める。
●温室効果ガス抑制等のための調査、指導及び
　助言をする
●温暖化対策の活動を進める住民に対して、情
　報提供、協力等をする
●温室効果ガス抑制等のために、県・市町村等が
　行う施策に協力する
【具体的な活動例】
●県や市町村が実施する環境関連事業への協力
●地球温暖化に関する講演や説明などの普及啓発活動
●リサイクル、自然保護、環境美化活動など環境
　保全活動の企画・運営　など
募集期間　10月1日（金）〜11月30日（火）
任期　令和4年4月1日〜令和6年3月31日（2年間）
申　募集要領で応募要件等をご確認の上、11月
　　30日（火）までに応募
問　埼玉県環境部温暖化対策課
　　048・830・3033

町民のみなさんからの催し物案内です。掲載希望の方は、広報担当へお申し込みください。

フォレストフォレスト みやしろみやしろ 申問　広報担当
　　　内線 208

トールペイント体験トールペイント体験
「ハロウィン  かぼちゃハウスを描く」「ハロウィン  かぼちゃハウスを描く」
日　10月24日（日）10時〜12時
　　（受付9時50分〜）
場　新しい村「農の家」　和室
定　6名（先着順）
対　13歳以上
持　エプロン、マスク
申問　10月20日（水）までに電話で申込
　　　江口　34・8378

竹アート2021　中止のお知らせ竹アート2021　中止のお知らせ
毎年秋の行事として新しい村にて開催の「竹
アート」は、新型コロナウイルス感染拡大の
影響を考慮し、今年は中止することといたし
ました。
問　手島　080・1239・4750
　　Eメール：bzd05603@gmail.com
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スポーツ

献血の実施について

埼玉県東地域障害者就職面接会

健康・福祉・保健 子育て・教育

いきいき百歳体操を体験しませんか

10/18〜24は「行政相談週間」
さいたま一日合同行政相談所を開設

電話リレーサービス

エコ☆スタLet's地産地show cooking!!
オンライン参加者募集

10月8日（金）は
児童手当・特例給付の支給日です

統合失調症の家族教室のご案内

ヨガ体験教室 
総合型

町民スポーツ大会サッカーの部
参加チーム募集

文化
彩の会「おさらい会」 文協

◆滞納処分とは？
　納期限までに納付しないと督促状が届き
ます。その後も未納の場合は勤務先や銀行
等に財産の調査をします。財産が見つかっ
た場合は差押えをし、その財産を税金に充
当します。やむをえない理由で税金の納付
が困難な場合は担当に連絡してください。

　税金は公共サービスのための貴重な財源
です。納税は義務であり、町の令和2年度納
税率は98.3％ですが、一部の方は残念なが
ら滞納している状況です。町では納付能力
があるにもかかわらず納税しない方に対し
て、差押え等の滞納処分を強化しています。

問　徴収担当 34・1111 内線239

後援

体協

STOP
滞納！

税金の納付は期限内に!税金の納付は期限内に!
10月〜12月10月〜12月は滞納整理強化期間は滞納整理強化期間

就職を希望する障害者と、障害者の採用計画が
ある企業との面接・相談を行います。
日　11月8日（月）13時～15時30分
　　　※事前予約制
場　越谷市中央市民会館4階第13～18会議室
申　ハローワーク春日部　048・736・7611（43＃）

日　10月21日(木)10時30分～16時 ※要予約
場　浦和コルソ7階ホール
　　(さいたま市浦和区高砂1-12-1)
内　登記、雇用、年金、相続、税金、道路、
　　法律問題、行政一般など
　　※お一人当たり相談時間は 20 分程度です。
申　10月11日(月)10時から総務省関東管区行
　　政評価局050・3649・9770または050・3649
　　・9863へ電話受付。
　　※定員に達し次第、予約の受付を終了さ
　　　せていただきます。あらかじめご了承
　　　ください。
問　総務省関東管区行政評価局行政相談課
　　048・600・2311

聴覚や発話に困難のある方（以下「聴覚障がい
者等」といいます。）と聴覚障がい者等以外の
者との会話を、通話オペレーターが手話・文字
と音声を通訳することにより電話で双方向につ
なぐサービスです。電話リレーサービスのご利
用を希望される聴覚障害者等の方は、電話リ
レーサービス提供機関（日本財団電話リレー
サービス）へお問い合わせください。
問　一般財団法人日本財団電話リレーサービス
　　03・6275・0912
　　Eメール：info@nftrs.or.jp

日　10月21日（木）10時～12時、13時15分～16時
場　宮代町役場庁舎前駐車場
持　過去に献血を受けたことがある方は「献血
　　カード」をお持ちください。
　　※新型コロナウイルス感染症の状況や悪
　　　天候等により、実施時間の変更や中止
　　　することがあります。
問　保健センター 32・1122

日　11月17日（水）、18日(木) 13時30分～15時
場　コミュニティセンター進修館小ホール
内　いきいき百歳体操、みやしろキラキラ体操、
　　簡単な介護予防体操
定　10名（先着順）
対　町内在住の方
費　無料
持　飲み物、汗拭きタオル、
　　替えの靴下
申問　10月8日（金）から11月9日（火）までに
　　　高齢者支援担当 内線382

日　10月29日（金）13時30分～16時
場　白岡市生涯学習センターこもれびの森
　　（白岡市千駄野432番地）
内
1. 精神科医師による講義（オンライン）
(1)統合失調症の症状や経過に関る基礎知識
(2)医者への相談の仕方（病識のなさへの対処、
　  お薬の作用と副作用）
　  講師：久喜すずのき病院 佐藤聡医師
2.当事者講演（事前撮影した映像を会場で上映）
(1)私の経歴
(2)当事者は親亡き後、どのように備える
　  講師：調整中
3. 行政と精神保健福祉士による相談会
(1)市町障がい福祉窓口で相談できること
　  精神保健福祉士に相談できること
(2)市町別相談会
定　50名
対　統合失調症の方のご家族
費　無料
申問　埼葛北障がい者生活支援センターふれんだむ
　　　電話：36・2600
　　　ファックス：36・2601

児童手当・特例給付を受給中の方に令和3年6
月分～ 9月分を支給します。指定された金融機
関に振り込みますので、通帳の記帳によりご
確認ください。6月に送付した現況届が未提出
の方には児童手当・特例給付の支給ができませ
んので、速やかに提出をお願いします。現況届
を紛失した場合は担当までご連絡ください。
問　子育て推進担当　内線323

NPO 法人再生可能エネルギー推進協会が、宮
代町の協力農家の蛭田農園さんに設置したバ
イオガス製造装置を活用し、そのガスを使っ
て、地元の野菜を調理・試食しながらオンラ
イン参加している市民と意見交換を行います。
日　10月24日（日）10時～12時
定　20名（先着順）
対　オンライン会議ができる環境をお持ちの方
　　（パソコン等があり、ネット環境がある方）
申問　10月1日（金）から22日（金）までに電話
　　　MIYASHIROエコ☆スターズ
　　　サポーター小川 090・9814・4693

日　11月開催　8日、15日、22日　全て月曜
　　12月開催　6日、13日、20日　全て月曜
　　各月10時～11時30分
場　スタジオ4U（字道佛756番地5）
内　これから始める本格ヨガ。ヨガでリフレッシュ。
定　10名（先着順）
対　一般成人
費　月額3,000円（保険代・会場費等）
持　マスク、飲み物、タオル、バスタオル（ヨガマット）
　　※参加時は必ず検温と、マスクの着用をお願いします
申問　11月開催への参加は11月3日（水）まで、
　　　12月開催への参加は12月1日（水）までに
　　　総合型スポーツクラブみやしろへ
総合型スポーツクラブみやしろ 080・8821・0716
Eメール：miyashirosc@gmail.com
URL：http:// miyashirosc.strikingly.com

日　11月14日（日）、予備日11月21日（日）
場　ぐるる宮代多目的広場
対　主に18歳以上の町内在住、在勤、在学者
で構成されたチーム  ※即席チーム大歓迎です
費　1チーム4,000円（メンバー表は試合当日に提出）
申問　10月29日（金）までに申込
　　　生涯学習・スポーツ振興担当（内線 432）
　　　または、宮代町サッカー協会 菅原
　　　（fcmiyashiro@gmail.com）へ

昨年延期となりました彩の会。この度、開催
の運びとなりました。「おさらい会」としてさ
さやかではございますが、会員一同、宮代町
の指導のもと精一杯踊らせていただきます。
日　10月17日（日）　開場11時　開演11時30分
場　コミュニティセンター進修館小ホール
定　90名
問　青柳 32・2724

電話回線のサポート契約の
トラブルに注意！
問　宮代町・杉戸町消費生活センター
　　34・1111内線524
　大手通信会社を名乗る業者から「電話を光回
線からアナログ回線に戻さないか」と電話が
あった。インターネットを使ってなかったので
契約したが、後日確認するとサポート契約で月
約3,000円引き落とされていた。(70歳代 女性)

・大手通信会社の名前を出していても関係の
ない事業者が勧誘しているケースがあります。
・アナログ回線に戻す際は、現在の契約先に
問い合わせましょう。
・不審に思ったときは、消費生活
センターにご相談ください。

アドバイアドバイスス
埼玉県最低賃金改正のお知らせ

10月1日から時間額956円（引上げ額28円）
　年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生
アルバイトも含め、県内の事業場で働く全て
の労働者に適用されます。（一部の産業には、
特定（産業別）最低賃金も適用されます。）
問　埼玉労働局労働基準部賃金室
　　048・600・6205

インフォメーション 17№591　令和3年10月1日広報
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12月号の原稿締切は 10/25（月）、12月号の原稿締切は 11/25（木）です。
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問　36・3955
営業時間 9時30分〜17時

10月の定休日（平日月曜）　4日、11日、18日、25日

森の市場「結」

申問　48・6560（農の家）
営業時間 9時〜17時　月曜定休

農の家 /村の集会所農の家 /村の集会所

営業時間 9時30分〜16時
ラストオーダー15時45分森のカフェ

今月の
お買い得
情報！

生産者土曜市　　　9日（土）
西口サービスデー　24日（日）　※会員ポイント2倍デー
お米の特売日　　　9日（土）、10日（日）、23日（土）、24日（日）

状況により、相談を中止する場合があります。
事前に各担当へお問い合わせください。

各講座は、各講座は、電話電話又は又は新しい村ホームページ応募フォーム新しい村ホームページ応募フォームからから
お申し込みください！※キャンセルは電話でのみ受付お申し込みください！※キャンセルは電話でのみ受付
※費用は税込です※費用は税込です

今月のオススメ！

 子どもの家庭相談 子育てひろば 32•6899
子どもや家庭一般相談
◆宮島佐代子相談員

日　毎週木曜　13時〜16時
場　子育てひろば（役場庁舎）
※直接窓口へ

 乳幼児健全育成すくすく相談 子育てひろば 32•6899
乳幼児の育成相談
◆原嶋朋子相談員

日　毎週水曜　9時〜12時
場　子育てひろば（役場庁舎）
※直接窓口へ

 子どもの健康相談 保健センター 32•1122
身長、体重測定、発育・発
達・育児相談など　
※電話相談可。感染予防のた
め、遊具等は使用できません。

日　10月6日、13日、20日   水曜
　　9時30分〜11時30分
場　保健センター
持　母子健康手帳、バスタオル

1010月月  栄養相談※要予約 保健センター 32•1122
子どもの食事（離乳食や幼
児食の進め方・少食・偏食）
大人の食事（生活習慣病に
関する相談）

日　10月6日、13日、20日   水曜
場　保健センター
※詳しい時間はお問い合わせください。
※オンライン相談可

 町民相談 人権 • 男女共同参画担当 内210
人権、日常生活、行政等
に対する悩みごと
◆町民相談員、人権擁護
　委員、行政相談員

日　10月11日（月）
　　10時〜12時、13時〜15時30分
場　役場2階203会議室
※電話相談可　（相談日のみ　内210）

 法律相談※要予約 人権 • 男女共同参画担当 内210
様々な悩みごとにおける
法的な解釈や手続き等
◆弁護士

日　10月12日（火）10時〜12時
　　10月26日（火）14時〜16時
場　役場2階10番窓口
※面談相談のみ（相談時間は25分間）
※毎月1日から予約受付（祝日は翌開庁日）

 女性相談※面談要予約 人権 • 男女共同参画担当 内210
家族関係、夫婦関係、DV、人
間関係、生き方等の悩みごと
◆女性相談員

日　10月18日（月）13時〜16時
場　役場2階10番窓口
※電話相談可（相談時間は50分間）

 県法律相談※要予約 県民総合相談センター048•830•7830
様々な悩みごとにおける
法的な解釈や手続き等
◆弁護士

日　毎月第1水曜　13時〜16時
場　春日部地方庁舎2階

 人権相談
人権問題や日常生活にお
ける悩みごと等

日　平日8時30分〜17時15分
◆みんなの人権110番（人権一般）
　0570・003・110 （法務省）

 消費生活相談 商工観光担当 内265
消費生活に関するトラブ
ルの相談

（杉戸•宮代相互利用可）
◆消費生活相談員
金曜日の相談は、
埼玉県消費生活支援センター熊谷
048・524・0999
　　　をご利用ください。

▼宮代町（受付は15時まで）
日　祝日を除く毎週月曜、水曜
　　10時〜12時、13時〜16時
場　宮代町役場2階相談室
▼杉戸町（受付は15時30分まで）
日　祝日を除く毎週火曜、木曜
　　10時〜12時、13時〜16時
場　杉戸町役場本庁舎1階相談室

 心配ごと相談 宮代町社会福祉協議会 32•8199
生活上の悩みごと
◆民生委員•児童委員

日　10月14日（木）13時30分〜15時30分
場　福祉交流館すてっぷ宮代
　（旧 ふれあいセンター（字西原278））
※電話相談可

無料相談無料相談
 教育相談 • いじめ相談 学校教育担当 内423
幼児、児童、生徒、保護者
の教育上の悩み相談、いじ
めや進路等の教育相談
◆教育相談員 • 指導主事

日　毎週月曜〜金曜（祝日を除く）
　　9時〜17時
※電話相談可。面接相談希望の
　場合は、直接窓口へ

 育児相談 子育てひろば 32•6899　（ファックス）34•1163
げんきっ子 　34•5891　（ファックス）34•5891

育児相談等
◆①亀田玲子相談員
　（子育てひろば） 
　②栗原富智枝相談員
　（げんきっ子）

日　①毎週月曜　9時〜12時②祝日を
　　　除く毎週火曜•金曜9時〜12時
場　①子育てひろば（役場庁舎）
　　②げんきっ子（国納保育園）
※電話、ファックスでの相談可。
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マスク着用等感染予防対策の上、マスク着用等感染予防対策の上、
お越しください。お越しください。

新しい村
№591　令和3年10月1日 広報●新しい村　●無料相談

秋の野菜苗や肥料の詰め放題など店頭にて実施

お米のコーナーにて

　　  新米販売

おいものケーキ　385円（税込）385円（税込）
　宮代そだちのホクホクさつま芋がギッシリ♪　宮代そだちのホクホクさつま芋がギッシリ♪
　　旬の味をお楽しみください。　　旬の味をお楽しみください。

お部屋のインテリアにいかがですか？お部屋のインテリアにいかがですか？
講　新井百代 氏（ハーバルセラピスト講　新井百代 氏（ハーバルセラピスト
　　・食生活アドバイザー）　　・食生活アドバイザー）
定　10名（最少催行人数4名定　10名（最少催行人数4名））
持　筆記用具、持ち帰り袋持　筆記用具、持ち帰り袋
※キャンセル料（半額）　11月18日（木）以降※キャンセル料（半額）　11月18日（木）以降

旬の宮代野菜を使い、ご家庭で作れるイタリア
料理をご紹介。
講　湯浅克也 氏〔（株）料理設計代表取締役〕
定　10名（先着順、最少催行人数5名）
持　エプロン、三角巾、筆記用具
※キャンセル料（半額）　11月12日（金）以降

費　男性3,500円費　男性3,500円
　　女性2,500円　　女性2,500円

11.17（水）11.17（水）
10時〜13時10時〜13時

普段着でお気軽にご参加ください！
定　33歳〜48歳までの独身男女各15名
　　（最少催行人数各10名）
持　筆記用具
申　10月26日（火）17時まで
※キャンセル料（半額）　11月3日（水・祝）以降

定　50名（先着順）
申　10名様以上は要予約
持　軍手、持ち帰り袋
※雨天中止
　（なくなり次第終了）

11.7（日）11.7（日）
10時〜12時10時〜12時

11.3（水・祝）11.3（水・祝）
9時30分〜11時30分9時30分〜11時30分

場　村の集会所場　村の集会所場　大駐車場前の畑　費　1株300円場　大駐車場前の畑　費　1株300円

場　村の集会所　費　3,800円場　村の集会所　費　3,800円場　村の集会所　費　4,000円場　村の集会所　費　4,000円

畑で婚カツ畑で婚カツ
～さつまいも掘り～～さつまいも掘り～収獲体験収獲体験

さつまいも掘りさつまいも掘り

フライングリース &フライングリース &
ミニスワッグ作り講座ミニスワッグ作り講座

La VerduraLa Verdura
〔ラ ベルドゥーラ〕〔ラ ベルドゥーラ〕

手作り味噌を作りませんか？手作り味噌を作りませんか？
講　鈴木玲子 氏〔手作り化粧品と麹のサロン講　鈴木玲子 氏〔手作り化粧品と麹のサロン
　　niccolie（ニコリ）主宰〕　　niccolie（ニコリ）主宰〕
定　6名（最少催行人数2名定　6名（最少催行人数2名））
持　エプロン・手拭タオル・お持ち帰り袋持　エプロン・手拭タオル・お持ち帰り袋
※キャンセル料（半額）　11月17日（水）以降※キャンセル料（半額）　11月17日（水）以降

11.21（日）11.21（日）
13時〜15時13時〜15時

場　村の集会所　　費　4,000円場　村の集会所　　費　4,000円

消費者モニター募集

生産者と消費者の相互理解を高め、消費者の声を森の生産者と消費者の相互理解を高め、消費者の声を森の
市場「結」のよりよい運営に活かすため、「消費者モニ市場「結」のよりよい運営に活かすため、「消費者モニ
ター」の募集を行います。お気軽にご応募ください。ター」の募集を行います。お気軽にご応募ください。

カフェメニ
ューや商品

についての
意見交換

加工品生産
現場の視察

など

■募集人数・任期　5名・1年間
■申込　
氏名、性別、年齢、住所、電話番号、
応募理由を明記の上、10月22日（金）
までに新しい村 森の市場「結」へファッ
クスまたは持参。
※応募者多数の場合は、抽選

◀︎応募条件・謝礼・会議
　開催時期などは、ホー
　ムページを参照くだ
　さい。

11.23（火・祝）11.23（火・祝）
10時30分〜12時10時30分〜12時

西京風西京風
味噌作り講座味噌作り講座

宮代産

新米
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第4回地域子育てサロン第4回地域子育てサロン
ブレッツェル作り体験ブレッツェル作り体験

▼宮代町消防団では、埼玉東部消防組合消
防局の応急手当普及指導員の認定を受けた
女性消防団員が普通救命講習の指導員とし
て活躍しています。AEDの使用方法や人工
呼吸の方法など、応急手当の重要性を多く
の町民の皆様に知っていただきたいと活動
しています。　   　　　　　 町民生活課

▼8月15日、ドイツパンの店「アムフルス」で
「パパ集まれ！ブレッツェル作り体験」を開
催し、4組の親子が参加しました。子どもたち
は集会所で焼きあがるまで待ち、パパママた
ちはブレッツェル作りをしました。参加者
は、「パン作りとお話ができて参加してよか
った」と話してくれました。  子育て支援課

Photo Gallery〜月刊みやしろ〜
宮代町インターネット放送局では、動画で町の魅力を発信しています。「miyashirotv」で検索！

応急手当ての重要性を語る応急手当ての重要性を語る
女性消防団員が活躍中女性消防団員が活躍中

▼7月21日、学校給食調理コンクールにおい
て、埼玉県学校食育研究会会長賞を受賞し
ました。このコンクールは、調理技術の向
上や学校給食の充実を図るために開催され
ています。

【受賞献立：ロシア料理】彩りサラダ、ジュリ
エン、牛乳、ボルシチ、黒パン  教育推進課

№591　令和3年10月1日広報
エンタメ情報 ●月刊みやしろ　●みやしろ文芸

●広報みやしろに広告を出しませんか？　●有料広告

令和3年度学校給食調理コンクール令和3年度学校給食調理コンクール
学校食育研究会会長賞を受賞学校食育研究会会長賞を受賞

広
告

▼7月29日〜8月12日にかけて、夏休み体験講
座「郷土資料館に行こう！」を開催しました。今
年は縄文ペンダントづくり、和とじノートづく
り、まが玉づくり、組みひもブレスレットづく
りの4種類の講座を、それぞれ2回ずつ開催し
ました。いずれの回でも、とても楽しく素敵な
作品を作ることができました。 教育推進課

郷土資料館体験講座郷土資料館体験講座
昔の暮らしにふれた夏休み昔の暮らしにふれた夏休み

▼ 8月18日、19日、日本工業大学の学生ボ
ランティアのみなさんが、子どもたちとオ
リジナルスライムを作って遊びました。ス
ライム作りをしながら、科学や大学の話を
聞けて、とても勉強になったと話す子ども
たち。大学生のみなさんありがとうござい
ました。　　　　　　　     子育て支援課

夏休み！大学生と遊ぼう！夏休み！大学生と遊ぼう！
日本工業大学生と科学実験日本工業大学生と科学実験

受賞給食のレシピ受賞給食のレシピ
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みやしろ文芸みやしろ文芸

▼俳句、短歌の投稿は、住所・氏名・電話番号を記入し、〒345・8504 宮代町役場「広報みやしろ」まで。漢字には必ずふりがなをつけてください。
連絡先がなく俳句、短歌の内容が確認できない場合は、掲載できないこともあります。11月号への掲載は10月15日(金)まで。楷書での記入をお願いします。

今月は宮代クイズ“みやしろう”はお休みです　先月号の答え：A

広報みやしろに広告を出しませんか？広報みやしろに広告を出しませんか？
掲載場所	　裏表紙と前頁の下段
広告料（月額）・規格
1枠	10,000円（縦35mm×横74mm）
2枠	20,000円（縦35mm×横152mm）
3枠	30,000円（縦35mm×横231mm）

申問　広報担当34・1111
　　　内線207、208

他にも町公式ホームページのバナー
も募集中です
有料広告の募集内容、申請書の
ダウンロードはこちらから



 ☆防災行政無線のメール配信サービス☆
　防災行政無線の放送内容や防災情報等を
メールで配信しています。※メールアドレス
の登録が必要です。

登録はこちらから

広報みやしろは
再生紙を使用しています

問　上下水道事務所33・5554
　　（休日は宮東配水場32・0460)

今月の漏水修理当番

木村設備 32•7788 10/1〜2
上原工業所 32•2737 10/3〜9
小河原設備 33•0391 10/10〜16
岩崎設備 35•0088 10/17〜23
高田工業所 32•8800 10/24〜30
優輝設備 33•5508 10/31

修
理
は
原
則
有
償

今月の納付期限 11/1（月）
町県民税　　　　　　　3期
国民健康保険税　　　　4期
後期高齢者医療保険料　4期
介護保険料　　　　　　4期

PayB 対応の
金融機関一覧
はこちら

納付は　便利な口座振替・PayB　で

陽性者数（累計）・・・366
入院中　　　　   ・・・2
宿泊療養　　　   ・・・1
自宅療養　　　   ・・・6
退院・療養終了   ・・・357

新型コロナウイルス感染症
町内の陽性者の現状（9月15日時点）

最新情報は
こちら

 火災救急統計速報　令和 3年 8月

※（　）内は令和 3 年 1月からの累計

▼埼玉東部消防組合　宮代消防署　34・0119

▼火災情報ガイド　21・9999

■ 火災件数 0 （3） 建物火災 0 （3）
車両火災 0 （0）
その他の火災 0 （0）

■ 救急件数 127（988） 急病 102（715）
交通事故 4 （48）
その他 21（225）

〔火災・救急・救助の通報は 119番〕

■相談時間　毎日24時間
■電話番号　♯7119　
　つながらない場合は 048・824・4199
　※従来と同様の番号からも電話をかけられます。
　「小児救急電話相談」♯8000及び048・833・7911

埼玉県救急電話相談と医療機関案内

はじめよう　はじめよう　家家
うちどくうちどく

読読

　家読とは家庭読書のことで、本
を通して家族のコミュニケーショ
ンを深める読書運動のことです。
　読み聞かせは、子どもの言葉と
心を豊かにすると同時に、大人と
子どもの心をつなぐ大切なふれあ
いの場でもあります。

　家読には「絵本」がおすすめ
・絵と文の両面から話ができる
・短時間で読むことができる
・世代を問わない

絵本を家族みんなで楽しみましょう絵本を家族みんなで楽しみましょう

10月27日〜11月9日は読書週間

●その他にも・・・
　・工作や料理の本を一緒に読んで
　　作ってみよう
　・図鑑で身近な動植物について
　　一緒に調べてみよう

　家読のスタイル
・家族で同じ本を読もう
・読み聞かせをし合おう
・読んだ本の感想を話し合おう

問　国納保育園 34・5839

日日 月 火 水 木 金 土土
1 2 ●無料相談③⑬

●子どもさをり織り体験
3 ●無料相談③
●B園庭開放

1 ●無料相談②④⑤⑩⑬ 2 ●無料相談① 1 ●無料相談③ 2 

3 4 ●無料相談③⑬ 5 ●無料相談③
●B園庭開放

6 ●無料相談②④⑤⑩⑬
●C保育園見学会
●Jアラート16p

7 ●無料相談① 8 ●無料相談③
●C身体測定・手形
●ライブラリーシアター
●児童手当・特例給付
　支給日17p

9 ●紙芝居と折り紙
●生産者土曜市
●お米の特売日

10 ●「なぞ解き」イベント
●お米の特売日

11 ●無料相談③⑦⑬
●Bおはなしの日

12 ●無料相談③⑧
●B園庭開放

13 ●無料相談②④⑤⑬
●Bげんきっ子の日
●ほっとカフェ

14 ●無料相談①⑫
●県民手帳販売16p
　（〜12/17）

15 ●無料相談③
●健康ワードラリー8p
（〜31日）
●Cミニ運動会

16 ●Aパペット&マジック
●人形づくり
●おはなし会

17 ●ナクソス音楽会
●水泳個人レッスン

18 ●無料相談③⑨⑬
●知っ得けんこう講習8p
●A3歳児教室
●B絵本の日

19 ●無料相談③
●B園庭開放
●折り紙タイム

20 ●無料相談②④⑤⑬
●A1歳児教室
●B赤ちゃんげんきっ子
●C保育園見学会
●バリアフリー映画会

21 ●無料相談①
●ウォーキング教室8p
●行政書士無料相談会16p
●献血17p

22 ●無料相談③
●Cハロウィン製作

23 ●A親子教室
●リコーダー
●おはなし会
●子ども映画会
●お米の特売日

24 ●トラスト自然体
験会12p
●マイナンバーカード
受取（要予約）16p
●水泳個人レッスン
●西口サービスデー
●お米の特売日

25 ●無料相談③⑬
●A親と子の絵本の日
●Aハロウィンウィーク
　（〜31日）

26 ●無料相談③⑧
●B園庭開放
●Bハロウィンパーティー
（〜28日）
●Cおいもほり

27 ●無料相談②⑬
●アクティブ倶楽部7p

28 ●無料相談①
●A多肉植物の寄せ植え

29 ●無料相談③
●A10月のお誕生日会
●C誕生日カードを作ろう

30 ●資料館特別展6p
（〜12/26）
●童話と絵本の会

31 ●水泳個人レッスン 11/1 納付期限
●無料相談③⑬
●Cふれあい移動動物園

2 ●無料相談③
●A2歳児教室

3 ●無料相談②⑩
●持ち寄りレコード鑑賞会
●Aこどもまつり14p

4 ●無料相談①
●A赤ちゃんの日

5 ●無料相談③ 6 ●童話と絵本の会

●子育て支援センター（A：きしゃぽっぽ　B：げんきっ子　C：のびのび）13p
●陽だまりサロン 14p　●図書館 15p　●ぐるる宮代 15p
●新しい村 18p　●無料相談 18p　
●ハクモクレン 4p〜12p、インフォメーション 16p〜17p

2021
10Miyashiro CalendarMiyashiro Calendar秋は秋は

　新米の季節…　新米の季節…

新しい村で新しい村で
新米販売中！新米販売中！
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