7月31日
（火）
までに
納めてください。

154号

［マーク別会場案内］色文字：子育て支援センター事業/●児童館/▲子育て支援センター/◎保健福祉センター/■いきいき館/◆文化センター/★両神ふるさと総合会館/☆両神振興会館

人権標語●﹃やめようよ

7/1

SUN

国民安全の日・
更生保護の日

2

MON

半夏生

▲すくすく(計測)
▲開放

★雑誌リサイクルフェア
町民野球大会①
町民テニス大会(硬式)
あじさいまつり
★図書館休館日
（下小鹿野）

勇気をだせば いえるはず﹄小鹿野小学校
須田 愛望 平(成
年度優秀作品

29

8

49

4

盆

22

◆図書館分室休館日

10

16

海の日

23

大暑

◆図書館分室休館日

17

▲開放・ランチタイム
(じゃが芋を食べよう)
認知症家族会
（長寿ハウス）

5

THU

★図書館休館日

30

31

6

移動図書館

12

▲子育てサークル ▲ふれあい遊び
▲子育て相談
■長寿筋力アップ
●長寿筋力アップ
トレーニング教室
トレーニング教室
■運動の日開放日

▲てくてくじゃんぷ
■ステップ体操

18

19

20

25

8/1

26

13

SAT

小暑・七夕

27

14

◆楽しいおはなしの会

28

▲親子のびのび体操 公園で遊ぼう
●乳児健診・BCG
(みどりの村ジャブジャブ池)
■長寿筋力アップ
▲開放
トレーニング教室 ●バランスボール
教室
■ステップ体操
（午後のみ）
★おはなしの会

水の日

2

小鹿野夏まつり
(小鹿野市街地)

小鹿野夏まつり
(小鹿野市街地)

3

4

)

▲すくすく(七夕飾り) ▲七夕飾りを作ろう ▲七夕飾りを作ろう ▲発育測定・誕生会 ▲たなばた夏まつり ▲パパと遊ぼう
▲開放
▲開放・ランチタイム ■運動の日開放日
（七夕フェスティバル）
■ステップ体操
◎ひきこもり相談

七夕フェスティバル
(小鹿野市街地)

6月1日現在【世帯数】4,755世帯
【総人口】11,864人【男性】5,870人【女性】5,994人
5月中の異動 出生4人/死亡15人/転入14人/転出16人

役場の夜間休日窓口開設日（小鹿野庁舎のみ）

平日の火・木曜日19：00まで
土曜日の8：30〜17：15
（祝日を除く）

各種ゴミ収集日 各世帯に配布してあるゴミカレンダーでご確認ください。

広報おがのは、行政区の皆さんのご協力で配布しています。
なお、役場窓口（小鹿野庁舎・両神庁舎）、公民館、図書館、子育て支援センターでも配布しています。

合角ダム貯水量状況
（平成30年6月15日現在）

貯水位
貯水量
貯水率

320.10ｍ
6,376,000㎥
62.2％

非洪水期：10月〜6月
総貯水量：10,250,000㎥

2018（平成30年）NO.154 広報おがの／平成30年7月1日発行

編集・発行：小鹿野町役場
（小鹿野庁舎・総務課） 〒368-0192秩父郡小鹿野町小鹿野89番地
TEL0494-75-1221㈹ FAX0494-75-2819 http://www.town.ogano.lg.jp/ ogano@town.ogano.lg.jp
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N

T

奈倉 こどもの日 5/20
下小鹿野にある奈倉山大徳院
で「奈倉こどもの日」が行われま
した。
子どもたちは、昔の子どもの
遊びを体験し、みんなで、親子で
楽しい時間を過ごしました。
缶下駄や割り箸鉄砲、紙相撲
など、特に40歳代以上の皆さん
にとって、なつかしい遊びではな
いでしょうか。

S

■ information

■ 文化財ノート

ち

■ 医療•無料相談•子育て支援
■ みんなの広場
■ フォトニュース
■ 情報版

21

★図書館休館日

舞

E

■ 保健福祉コーナー

▲パパと遊ぼう
▲1日開放

▲開放
お茶会･交流会
（長寿ハウス）
●5歳児健診
■ステップ体操

歌

T

『町民ファーストを目指して』
〜町政懇談会を開催〜

154号

伎 と名 水 のま

O N

■ こんにちは。
町長です。

月

★おはなしの会
土用

★図書館休館日

戸籍の窓

7

▲発育測定・誕生会 ▲お庭で遊ぼう
(じゃが芋掘り)
●バンビちゃんの会
▲開放
◆乳がん・子宮頸がん
検診
■ステップ体操

給食体験
▲サーキット遊び
(小鹿野幼稚園)
●バランスボール
▲開放
教室
◎こころの悩み何でも ●バンビちゃんの会
相談
●長寿筋力アップ
トレーニング教室
■体組成測定
★図書館休館日
◆図書館分室休館日 ■運動の日開放日

24

FRI

11

▲すくすく(離乳食) ▲開放・ランチタイム ▲お庭で遊ぼう
(水遊び)
▲開放
◎認知症相談日
■運動の日開放日
■ヘルスアップ教室 ●1.6・2歳児健診
■ABI測定

間庭の甘酒まつり
（両神小森）

29

★図書館休館日

WED

▲開放・ランチタイム ▲子育てサークル
▲開放
■運動の日開放日

▲よちよち
▲すくすく
(スキンシップ遊び) オレンジカフェ笑顔
▲開放・ランチタイム ◎認知症相談日
●ちびっこサロン

町民野球大会②
町民テニス大会
(ソフトテニス)

15

3

TUE

7

広報 O G A N O

と

月

第2期
第1期
第1期

C

2018

花

7

生活 カ レ ン ダ ー

固定資産税
国民健康保険税
介護保険料

環境保護のため︑
合併処理浄化槽設置にご協力ください！

今月の納 税

2018

小 鹿 野 町

町政

インフォメーション 広報おがの

PickUp!

こんにちは。「町民ファーストを目指して」
町長です。 〜町政懇談会を開催〜
皆 様こんにち

は。梅雨に入り蒸

し暑い日が続いて
おりますが、お元

気でお過ごしのこ

とと存じ上げます。
さて、多くの町

民の皆様のご参

加を賜り、4月18日から5月29日までの間、町

内16会場で合計18回の「町政懇談会」を開催させていた

だきました。

この懇談会は、私
（町長）
が直接町民の皆様と町政につい

て、意見交換やご提言を受けたり、町政の主要課題について

見交換をして推進して参りたいと存じます。

次に、広域水道事業では、事業実施における町の負担
（出

資債）
についての制度的な説明や、町の負担額や今年度の
町内の水道工事計画の概要、広域水道計画事業費の比較

ご報告ご説明をさせていただくために、
それぞれの地区にお

などについてご説明させていただきました。町民の皆様から

「町民ファースト」の町政を進めるために始めさせていただ

水場を残すための計画見直しのご意見等をいただきました。

邪魔して開催させていただいたものでございます。これは

いた事業です。

は広域水道計画の推進をされたい旨のご意見や、小鹿野浄

その他のご意見ご提言として、人口減少・少子化対策、道

お蔭様で延べ490人の町民の皆様にご参加いただき、

路交通網整備（仮称長尾根トンネル開削など）、バス等の公

今回の懇談会は、町からは
（１）
役場庁舎整備の基本的考

公共施設の利活用、耕作放棄地対策、有害鳥獣の駆除、安

色々なご意見ご提言等を拝聴させていただきました。

共交通ネットワークの確立、国民健康保険税の値上げ、空き

え方、
（２）
広域水道事業
（町からの負担等について）
の２点を

心安全体制の整備、
テレビ難視聴対策、防災無線など防災

ご報告、
ご説明をさせていただきました。

まず、役場庁舎整備につきましては、現小鹿野庁舎が耐

震性やコンクリートの劣化などで非常に問題があるので、現

在の場所に新築するか、旧三田川中学校校舎を改修するか

の2つの案があることや、財源としては合併特例債を活用し

たいことなどをご説明いたしました。町民の皆様からは両案

減災対策、小規模小学校対策
（複式学級の導入）
などたくさ

んのことをいただきました。

今回の町政懇談会を終了して思ったことは、
やはり町民の

皆様と直にお話をする機会を設けることは非常に重要なこ

第48回

小鹿野ロードレース大会 参加者募集
参加資格
①健康に自信のある人
②ハーフマラソンの部参加者は、2時間30分以内で
走れる力のある人(15㎞地点(飯田橋)において、ス
タートから1時間50分経過した場合は打ち切ります。)
③10㎞の部参加者は、60分以内で走れる力のある人
④親子の部は、親子2人1組で参加すること(子どもは
小学生以下)
⑤一般女子10㎞の部への高校生女子の参加は可能
（参加費は一般の部の料金）
費用
【一般・シニアの部】2,000円
【高校の部・親子の部】1,000円
【小・中学の部】500円
※小鹿野町内の小・中学生及び高校生は無料
申込方法＆申込期限
①郵便振込及び窓口受付●8月22日(水)
②ネットエントリー●8月31日(金)
http://www.sportsentry.ne.jp 又は
http://runnet.jp/
※小鹿野町内の小・中学生及び高校生は、小鹿野文化
センター窓口にお申し込みください。
問合せ●小鹿野ロードレース大会事務局
☎75-0063(小鹿野文化センター・社会教育課内)

ファースト」の町政を推進して参りたいと存じます。

しては、更に検討を進め、今後とも引き続き町民の皆様と意

小鹿野町長

森 真太郎

会場
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4月24日(火) 三田川11区集会所

23

5月15日(火) 伊豆沢集会所

23

4月25日(水) 原町文化会館

24

5月17日(木) 長若生活改善センター

28

4月26日(木) 長留観光農林漁業経営管理事務所

35

5月21日(月) 松坂会館

25

5月23日(水) 日尾集会所

18

5月1日(火)

両神12区集会所

19

5月8日(火)

八谷集会所

26

5月9日(水)

信濃石会館

43
16

5月25日(金)

小鹿野文化センター
（昼間）
小鹿野文化センター
（夜間）

5月28日(月) 三ケ原集会所

採用予定人員

21.0975㎞
(一般男子／シニア男子／一般女子)

中学生女子の部

3㎞

中学生男子の部

3㎞

5㎞の部

(一般男子／シニア男子／一般女子／高校女子)

10㎞の部

(一般男子／シニア男子／高校男子／一般女子)

小学生男子の部

1㎞

小学生女子の部

1㎞

親子(2人1組)の部

1㎞

※50歳以上の男性はシニアの部へ登録されます。

5月29日(火) 両神振興会館(両神庁舎3階)

23
59
28
46

保育士・
幼稚園教論

受験資格

5人程度

•平成元年4月2日以降に生まれた人
•学校教育法による大学、短期大学(専門学校等で
就学2年以上を含む)、高等学校を卒業した人、又
は平成31年3月までに卒業する見込みの人

若干名

•昭和54年4月2日以降に生まれた人
•保育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を有する
人、又は平成31年3月までに同資格を取得見込
みの人

参加者数(人)

5月14日(月) 両神上薄生活改善センター

5月11日(金) 役場旧三田川出張所
2

開催日

26

9

募集職種
一般事務

4月18日(水) 両神下薄農民センター

4月27日(金) 両神振興会館(両神庁舎3階)昼間

ハーフマラソンの部

町職員を募集します

町政懇談会参加者数 (延べ490人)
参加者数(人)

種目・距離

とだと痛感いたしました。今後もこのような機会を設け「町民

論を深めた方が良い等のご提言などをいただきました。私と

会場

雨天決行

※このロードレース大会は
「スポーツ振興くじ(toto)」
の助成を受けて
開催しています。
日本スポーツ振興センターＨＰ http://www.jpnsport.go.jp/

についての賛否のご意見や、
もう少し時間をかけて慎重に議

開催日

10月21日㊐

試験日及び内容●
【第1次試験】9月16日(日)／教養試験、適性検査
【第2次試験】10月下旬〜11月上旬(予定)／作文試験
及び面接試験
場所●小鹿野町役場・小鹿野庁舎

日本国籍を有し、地方
公務員法第16条に規
定する欠格条項に該当
しない人

採用予定時期●平成31年4月1日
応募書類配布●7月2日(月)〜
受付期間●7月13日(金)〜7月31日(火)
8:30〜17:15(土・日・祝日を除く)
※郵送の場合は、7月31日(火)の消印まで有効
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

3

広報おがの

インフォメーション

インフォメーション 広報おがの

町長の
まち ひと しごと
魅力発信

町長への手紙をお寄せください

〜 事業所訪問 vol.4 〜

「有限会社 戸田乳業」
町内には、優れた技術を持った会社が多く
存在します。事業所の持つ技術や

魅力を町長自ら訪問して、
目で見て、
お話を伺い、住民に情報発信する

▲戸田社長から会社概要の説明を受ける森町長

「事業所訪問」を
連載します。

わが社の主力製品
学校給食に欠かせない

町長の見て・聞いて・話して
第４回の事業所訪問は、
４月２５日に小鹿野の有限会社戸
田乳業を訪問しました。
戸田乳業は昭和８年
（１９３３年）
の創業以来、
８０余年にわ
たり、牛乳の製造販売を続けています。昭和４８年
（１９７３
年）
には乳処理工場棟と清涼飲料製造工場棟を併設しまし
た。
主力商品は牛乳で65％の売り上げを占めております。
小鹿野町の酪農家の生乳で作られた牛乳は、秩父地域
の牛乳ということから
「ちちぶ路」
と商標登録され、主に学

牛乳は、
１日約２万個生産
され、秩父郡市内、上里、神
川、本庄、児玉地域の各小･
中学校へ配送しています。

▲学校給食用の紙パック牛乳

わが社の牛乳はコクが
ありながらスッキリした飲み口が定番です。さらに甘さ控
えめなオリジナルのコーヒ−牛乳は、お子様に人気の商品
となっています。
ここに自信あり
清涼飲料部門創業以来、一途に
「お客様に愛されるブラ

校給食用、町内宅配、温泉施設等が販路先になっています。 ンド商品づくり」
を心がけ、平成２２年から独自企画による
また、
オリジナル清涼飲料水等の製造販売も行っており、 商品を新たな事業として加え、地場の特産品を活かした商

大手企業に引けをとらない事業展開をしております。ラム
ネ、
かき氷用シロップ、地サイダ−、炭酸飲料、
サワ−などの
商品の多くは飲食店向けに販
売されています。

今後は、炭酸飲料を加工して、
地場のリキュ−ル酒を作るため、
酒造免許を申請中とのことで、
桜をイメ−ジした試作品を見せ
ていただきました。完成が待ち
どおしいです。

品開発等を展開しています。地サイ
ダ−として、平成の名水百選の毘沙
門水を使用した自然のカルシウム
とミネラルたっぷりな
「秩父コ−ラ」
や懐かしい昔の味と色を再現した
「ちちぶメロンサイダ−」
はお土産
用としても大変喜ばれております。
◀イチ押し！
「ちちぶメロンサイダ−」
「秩父コ−ラ」

先代からの家業を引き継ぎ
守り続け、常にお客様の目線に
立ち、地域の特産品を活かした
新しい商品開発にチャレンジし
▲
写真左から戸田社長、森町長

会社概要

代 表 者
従業員数
創
業
所 在 地
電
話

4

ていく意欲的な企業であると感
じました。

代表取締役社長 戸田喜裕
35名
１９３３年９月
小鹿野町小鹿野１０４６-１
０４９４-７５-０１６８

▲1本1本手作業で不純物がないか確認しています

町では、町民の皆さんの『声』を今後の町政運営に反
映させていくことを目的として
「町長への手紙」
を受け付
けています。
日頃から皆さんが考えていること、感じていることな
どを町長へ伝えてみませんか？
皆さんの『声』
をお待ちしています。
以下の方法でお願いします
①提案箱 任意の用紙又は専用用紙に記入し、右の各
施設に設置してある提案箱へ投函してください。
②郵送 任意の用紙又は専用用紙に記入し、切手を貼り
郵便ポストへ投函してください。
③メール 町ＨＰの
「町長の部屋」
「町長への手紙」
より投
稿フォームから送信してください。
④ファックス 任意の用紙に記入して送信してくださ
い。
※専用用紙は、提案箱に備え付けてあります。

提案箱設置場所
小鹿野庁舎
両神庁舎
小鹿野文化センター
保健福祉センター
町立小鹿野中央病院
両神ふるさと総合会館
■手紙への回答を希望する場合は、必ず住所・氏名・電
話番号を記入してください。
■手紙の回答にはお時間をいただきます。あらかじめご
了承ください。
■手紙の内容について、関係課所よりお問い合わせをさ
せていただくことがあります。
■回答を希望しない手紙については、関係課所に報告
し、町政運営の参考とさせていただきます。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課
☎75-1221 FAX75-2819

家屋調査にご協力ください
【家屋調査】
固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日(課税要件を確
定する日)とし、その年の4月1日から始まる年度分の税と
して課税され、所有者が納税義務者となります。
町では、家屋(住宅・店舗・工場・倉庫・車庫・物置など)の
適正な固定資産税の課税を行うため、算出基礎となる家
屋調査を行っています。家屋調査が済んでいない家屋を
所有している人は、税務課までご連絡をお願いいたしま
す。

【固定資産の課税】
家屋の固定資産税は、新築・増築工事が完了した年の
翌年4月1日から始まる年度より課税され、取壊しを行っ
た場合は、取壊した年の翌年4月1日から始まる年度より
課税されなくなります。(家屋の取壊しを行った場合は、
税務課までご連絡をお願いいたします。)
なお、住宅の取壊し後の土地(住宅の敷地の用に供さ
れなくなった土地)については、その住宅の用途として一
定の要件を満たす場合に適用される
「住宅用地に対する
課税標準の特例」
が受けられなくなります。

※課税対象となる家屋として認定されるのは、屋根と三方を囲う壁があり、
基礎等により土地に定着し、居住、作業、貯蔵等の用途に供することができ
る状態にある建造物をいいます。

問合せ●小鹿野庁舎・税務課
☎75-4124

いのちの水を訪ねる
上下流交流事業参加者募集
町では、今年度も川越市と合角ダムを通じて
「水の大
切さ」
を知っていただくとともに、上下流相互の理解を深
めるため交流事業を実施します。
たくさんの応募をお待ちしています。
期日●8月25日(土)
場所●合角ダム並びに周辺
定員●町内在住の小学3年生から6年生までの児童と保
護者(1人)20組40人
集合●小鹿野町役場・小鹿野庁舎
※小鹿野庁舎から合角ダムまでバスで送迎します。

費用●無料
内容●合角ダム
本体(内部)の見
学 、レクリエ ー
ション、魚のつか
み取り(都合により内容を変更する場合があります。）
申込＆問合せ●申込書は各学校を通じて配付しますので、
必要事項を記入して両神庁舎・建設課までお申し込みく
ださい。
問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204
5
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インフォメーション 広報おがの
内田の

障害のある人の支援施設を紹介します

やき
気 になるつ ぶ
内田 望

生活習慣病について③

小鹿野中央病院長

高血圧

事業所名
（法人の名称）

皆様いかがお過ごしでしょ
うか。
前回は動脈硬化の総論のような話をしました。今
回からはしばらく、
その代表的な病気である高血圧
の話をしたいと思います。
我が国で最も多い病気は、
「 高血圧」
です。厚生
労働省によりますと、平成26年度は1000万人以上

圧を下げることが目的ではなく、
その先に起こりうる

の方が高血圧の薬を飲んでいると言われ、
その医

病気（脳出血や脳梗塞といった脳卒中、心筋梗塞

療費は1兆8513億円というのです。小鹿野町の今

などの心臓病、最終的には透析治療となりかねな

年度年間予算が71億7千万円とのことですので、
い

い腎臓病など）
を防ぐことが大きな目的です。

かに高額かと思わされます。
また、薬を飲んでいない

学生の頃は勉強しなさいと言われますが、学校

人もあわせると、高血圧の人は日本に4000万人以

の先生に怒られないため、親に褒められるために勉

上もいると言われています。実に日本人の3人に１人

強をするということではありません。
それと一緒で、医

が高血圧ということです。

者に言われたから、医者に怒られないために薬を

なぜ血圧が高いとダメなのか、
なんとなく想像が

飲む、
のではありません。
その先の病気を防ぐためで

つきますよね。水を出しているホースの先端をつぶし

すからね。現在治療中の皆様、
なぜ自分が薬を飲

て水の勢いを強くすると、接続部分など弱い場所か

んでいるのかもう一度考えてみてはいかがでしょう

ら水が漏れて大変なことになっちゃいます。血圧が

か。

高い状態が続くと、血管は動脈硬化を来して弱い部
分が破れたり血液の流れによどみが生じて血栓を

次回は、実際の血圧の目標値など具体的な数値

施設の種別

◆

◆

入札結 果 のお知らせ
事業名

両神小学校グラウンド改修工事
防火水槽設置工事(両神小森工区)
町道13号線舗装工事
森林管理道浦島線舗装工事
小鹿野文化センター外壁改修工事
栗尾生活改善センタートイレ改修工事
小型動力消防ポンプ付積載車購入事業
小型動力消防ポンプ付（小型）
デッキバン積載車購入事業
固定資産税評価データ作成業務
小鹿野町議会会議録調製印刷製本業務
小鹿野町衛生センター各種測定計機
保守点検業務委託
小鹿野町衛生センター活性炭購入事業

◆

◆

契約額

両神薄地内
両神小森地内
下小鹿野地内
両神薄地内
小鹿野地内
飯田地内
小鹿野町役場

11,664,000円
4,708,800円
7,992,000円
3,486,240円
16,340,400円
2,160,000円
9,479,052円

小鹿野町役場

13,145,760円 埼玉消防機械株式会社

小鹿野町全域
小鹿野町議会事務局

落札者

履行期間

株式会社岩田組
国柱技研株式会社
有限会社長若建設
有限会社黒建工業
有限会社戸田工務店
有限会社黒沢ハウジング
埼玉消防機械株式会社

〜平成30年9月28日
〜平成30年9月28日
〜平成30年8月31日
〜平成30年8月31日
〜平成30年9月28日
〜平成30年8月31日
〜平成31年3月8日
〜平成31年3月8日

5,335,200円 株式会社パスコさいたま支店 〜平成31年3月27日
2,187,000円 株式会社会議録センター 〜平成31年2月28日

小鹿野町衛生センター 1,638,144円 環境計装株式会社

〜平成31年3月29日

小鹿野町衛生センター 4,643,136円 住友重機械
〜平成31年3月29日
エンバイロメント株式会社
▲平成30年5月25日入札分

6

75-2049
75-4145

長留3545

アンゴラ王国
(NPO法人小鹿の夢)

就労継続支援B型事業所

20

河原沢767-1

就労支援施設ぶんぶん
就労継続支援B型事業所
(社会福祉法人小鹿野ひまわり福祉会)

20

下小鹿野2464-1

おがのふれあい作業所
(小鹿野町)

20

小鹿野274

75-4111
同上

7

両神小森80-1

26-7171
26-7172

3

両神薄1060-1

72-8050
79-0012

地域活動支援センター

星降る下で
(NPO法人小鹿の夢)

共同生活援助事業所
（グループホーム）

特別養護老人ホーム花菖蒲・両神
(社会福祉法人秩父正峰会)

生活介護事業所

26-7171
26-7172
26-6100
同上

問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

秩父ミューズパークスポーツの森

プール営業期間

7月14日㊏
〜8月31日㊎

プール利用カード発行のお知らせ
今年も、町民の皆さんに秩父市民と同額の低料金で利用できる
「プール利
用カード」
を発行します。
秩父ミューズパークスポーツの森プールの利用を希望される人は、
「プー
ル利用カード」
を１枚2,000円で購入してください。カードは1枚につき、家族
6人まで利用できます。

カードの申込み・購入方法

申込に必要なもの●
①プール利用カード発行申込書
※このページの裏(8ページ)にある
「プール利用カード発
行申込書」
に必要事項を記入してください。

何度でも無料で利用できます。

事業場所等

72-5011
76-0007

20

このカードをプールのチケット

※金額は、消費税込

三山2213-1

就労継続支援B型事業所

取ります。プールの営業期間中は
◆

施設入所 50
生活介護 50
短期入所 4

きづな
(特定非営利活動法人
障がい者自立支援農場きづな)

販売窓口で提示し、入場券を受け
◆

電話番号
FAX番号

障害者支援施設

利用方法

すぎる血圧は下げていくべきなのです。
ただ、単に血

所在

ユーアイハウスおがの
(社会福祉法人美里会)

について解説します。

作ったりします。
そういうことを少しでも防ぐため、高

定員

また、プール駐車場の利用料
金(普通車1台500円)も、カード
を提示することにより、プールの

②身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証など)

みほん

③購入金額2,000円
※おつりの無いようご用意ください。
受付場所●【平日】小鹿野庁舎・総務課、
両神庁舎・おもて

営業期間中は、無料で利用できま

なし課
【土・日・祝】
小鹿野庁舎・窓口、
両神庁舎・窓口

す。この他、プールでのレンタル

受付期間●7月1日(日)〜8月26日(日)

器具等の利用料金も割引されま

受付時間●8:30〜17:15

す。

プール利用カードによる割引一覧

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

割引後
の料金

1,000円

口でのカードの発行は行っていませんので、事

ドーナツフロート
（２時間）

ゴムボート
（２時間）

500円

500円

問合せ●シンコースポーツ株式会社☎22-9284

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

■秩父ミューズパークスポーツの森プール窓

■スポーツの森プール内レンタル器具
営業期間●7月14日(土）
〜8月31日(金)
パラソルセット
（１日）

注意事項

前にカードを購入してください。
■昨年度のカードは使用できません。
■発行したカードを紛失された場合、再発行は
できませんので大切に保管してください。

問合せ●両神庁舎・おもてなし課
☎79-1122
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インフォメーション•文化財 広報おがの

埼玉県難聴者・中途失聴者
手話講習会(入門)

「ちちぶ出会いサポートセンター ジュノール」
結婚を望む独身男女の出会いをサポートします

◆夏まつり(お祇園)の交通規制

結婚を前提とした出会いの機会をつくる
「ちちぶ出会

難聴者・中途失聴者やその家族が手話を身につけ、社

いサポートセンタージュノール」
が秩父地場産センター3

会参加を行えるよう支援し、聴覚障害者の福祉の充実を

規 制 日 時 ● 7 月2 8 日

階にオープンしました。

目指します。

(土)14:00〜21:30

日時●9月6日(木)〜平成31年2月28日(木)

場所●小鹿野市街地

締結し、秩父地域の人口減少問題への取組及び婚活事

原則毎週木曜日14:00〜16:00(全22回)

問合せ●両神庁舎・お

業等において相互協力をしてまいります。

場所●秩父市福祉女性会館

もてなし課

定員●20人

☎79-1100

開設にあたり、秩父地域とジュノールとの連携協定を

ちちぶ出会いサポートセンタージュノールは、行政や

対象●難聴者や中途で聴力を失った聴覚障害者、その家

公的機関、地元企業や団体等と連携した非営利目的の婚
活支援組織で、全国に展開するNPO法人ジュノールに加

利用方法●完全予約制のため、
まずはお電話にてお問い

盟しています。完全予約制で登録やマッチングを行い、

合わせください。

プライバシーにも極力配慮しております。また、年会費以

※先着100人及び平成30年7月31日までは無料です。

は実費が必要)、結婚を前提とした出会いを求めている

開設時間●13:00〜19:00(火曜日定休)

人はぜひご利用ください。

問合せ●ちちぶ出会いサポートセンタージュノール

利用資格●20歳以上の独身男女

☎26-7518

◆この夏県立博物館で公開される古文書

の古文書は、1番から33番までの札所と本尊名が記され

■戸建住宅：敷地面積110㎡以上かつ床面積100㎡以上

ています。
この古文書により、室町時代にはすでに秩父札

■マンション：床面積80㎡以上又は5室以上

所巡礼が行われていたことがわかります。
また、
この番付

募集期限●平成31年3月15日(金)まで

では現在の札所31番観音院が16番鷲の岩殿、札所32

※予算がなくなり次第、終了します。

番法性寺が15番般若岩殿と記されており、秩父札所の

問合せ●埼玉県住宅課総務・民間住宅担当

移り変わりを示す貴重な古文書です。一昨年から昨年に

☎048-830-5563

かけて、東京都江戸東京博物館、京都府京都文化博物
館、米沢市上杉博物館の3館で開催された「戦国時代

キリトリ

展」に続いての公開となります。

プール利用カード発行申込書

2件目は、
「出浦家文書」(平成28年3月指定)です。戦

次のとおり、現金2,000円を添えて、
プール利用カードの発行を申し込みます。
電話 （
年齢

No.

1

4

2

5

3

6

※申込の際に、申込者ご本人の運転免許証、健康保険証等の身分を証明できるものを
ご持参ください。

国時代の古文書で永禄5年(1562年)〜天正18年(1590

）

年)に発給された7通が伝えられ、今回は4通が展示され

利用者氏名

年齢

る予定です。
出浦家文書は、戦国時代の秩父地方における軍事行
動や領国支配の実態を伝える貴重な史料でありますが、

年齢

書かれてから400年以上経ち、紙に傷みや汚れなどが生
じていました。平成29年度に、
この貴重な古文書を後世に

※事務用

No.

問合せ●西秩父商工会

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063

定）
です。長享2年(1488年)5月2日の日付が記されたこ

①新築住宅取得の場合

小鹿野町

場所●小鹿野市街地

FAX048-814-3352

1件目は、
「長享二年秩父札所番付」
（昭和34年3月指

補助対象●

利用者氏名

☎048-814-3351

が2件展示されます。

③中古住宅取得の場合、最大40万円

■マンション：床面積80㎡以上又は5室以上

※イベントは1 6 : 0 0〜
20:00

催される企画展に、町内の県指定有形文化財(古文書)

②中古住宅取得かつリフォームの場合、最大50万円

■戸建住宅：床面積100㎡以上

15:00〜21:00

埼玉聴覚障害者情報センター

この夏、大宮公園にある県立歴史と民俗の博物館で開

①新築住宅取得の場合、最大50万円

場合

規制日時●8月4日(土)

報センターへお申し込みください。

No.4

補助金額●

②中古住宅取得かつリフォーム及び③中古住宅取得の

◆七夕フェスティバルの交通規制

野町福祉課などで配付)に記入のうえ、埼玉聴覚障害者情

文化財ノート

県では多子世帯(18歳未満の子が3人以上又は2人(条件付き)の世帯)を対象に
住宅取得等の諸経費に対して補助を行っています。

No.

費用●講習教材代は自己負担です。

☎75-1381

多子世帯による住宅取得に補助金を交付します

住所

族で手話を学んだことのない人及び手話技術の未熟な人
申込＆問合せ●8月25日(土)までに所定の申込書(小鹿

利用料金●年会費12,000円

外は一切かかりませんので(※婚活イベント等への参加

8

イベント開催による交通規制
のお知らせ

残すよう所有者と協議し、県、町が補助金を出し保存修
理を行いました。

修理は、資料の原形
を尊重し、修復処置は
最 小 限にする方 針で
進められました。汚れを
最小限の清浄な水で
湿し、吸い取り紙で吸
い取り除 去したほか、
傷んで穴が開いたりし

修理前

ている箇所は、専用和
紙を使用しふのりを混
合した糊にて繕いまし
た。今回の企画展は、
修理後初めての公開
となります。
町には、数多くの貴

修理後

重な古文書があります。教育委員会では、明治〜大正の歌
舞伎に関する史料の調査も行いました。
もし、蔵の中など
に古文書や歴史資料がありましたら、
ぜひご連絡ください。

県立歴史と民俗の博物館（さいたま市）
企画展
「古文書

大公開！―みる・よむ・しらべる埼玉―」

期間●7月14日
（土)〜9月2日(日)(月曜休館)
※7月16日(祝)と8月13日(月)は開館します。
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医 療•無料 相 談

休日急患
当 番 医

定期無料相談

救急急患当番医は医療機関の都合で内容が変更
になることがあります。直接医療機関に連絡いただ
くか、消防署西分署☎72-0119で確認してください。

毎月第3月曜日
（休日の場合は翌日）
実施
相談員

対象／入院の必要がなく外来で処置できると思われる帰宅
可能な救急患者
診療時間／9：00〜18：00※医師会休日診療所は10:00〜17:00
医療機関名
（診療科目）

1日㊐
8日㊐
15日㊐
16日㊗
22日㊐
29日㊐

所在地

※医師会休日診療所(内・小)
原 医院(脳外・内)
※医師会休日診療所(内・小)
小鹿野中央病院(診療科はお問合せください)
※医師会休日診療所(内・小)
健生堂医院(外・内)
※医師会休日診療所(内・小)
あらいクリニック(小・内)
※医師会休日診療所(内・小)
小鹿野中央病院(診療科はお問合せください)
※医師会休日診療所(内・小)
小鹿野中央病院(診療科はお問合せください)

二次救急医療

対象／入院治療を
必要と思われる救急
患者、
救急車にて搬送
された重症救急患者
診療 時間／8：30
〜翌日の8：30

期日

1日㊐
8日㊐
15日㊐
16日㊗
22日㊐
29日㊐

15日㊐
7月
16日㊗

秩父市立病院
皆野病院
秩父病院
皆野病院
秩父市立病院
皆野病院

23-8561
72-8088
23-8561
75-2332
23-8561
22-0270
23-8561
25-2711
23-8561
75-2332
23-8561
75-2332

所在地

電話

桜木町
皆野町
和泉町
皆野町
桜木町
皆野町

相談員

医療機関名

ひきこもり専門相談

所在地

横瀬町
野坂町

電話

相談は全て要予約／☎22-3824
会場／秩父保健所

相談員／臨床心理士

日時／7月3日
（火）
13：30〜
（次回は9/4予定）
※相談時間は、予約の際にご確認ください。

子どもの心の健康相談
（水）
13：30〜
（次回は9/5予定）
医師相談 日時／7月11日
臨床心理士相談 日時／7月23日（月）14：00〜（次回は8/20予定）
HIV・性感染症検査（HIV、梅毒、クラミジア、HBV、HCV）

予約制、無料・匿名で検査を行っています。
日時／7月11日
（水）
9:00〜10:00
24日
（火）
17:30〜18:30
※結果は1週間後に来所いただきお伝えします。

障 害 者 の 相談時間／月〜金曜日（祝日を除く）９：００〜１７：００
相 談 窓 口 身体障害者について

秩父障がい者総合支援センター フレンドリー（カナの会）
住所／皆野町国神421(カーサ・ミナノ内) ☎26-7102 FAX62-5613

知的障害者・障害児について、障害者の就労・生活について
秩父障がい者総合支援センター
住所／秩父市熊木町12-21 ☎21-7171

精神障害者について

生活支援センター アクセス
住所／秩父市寺尾1449 ☎24-1025

FAX24-9963

FAX24-1026

小鹿野
文化センター

小鹿野
文化センター

弁護士による法律相談 ＊要予約 ☎048-830-7830（県民相談総合センター）
日時／毎月第2・4木曜日13：00〜16：00（祝祭日・年末年始は除く）
会場／秩父地方庁舎
（秩父市東町29-20）
1階 県民相談室

人権相談

▶問合せ／総務課 ☎75-1221

隔月
（偶数月）
実施
相談員

柴﨑 了さん
豊田靜子さん

日時

8月21日
（火）
10：00〜12：00

登記・法律相談

会場

小鹿野
文化センター

▶問合せ／総務課 ☎75-1223
（直通）

相談内容

相続の手続き・遺言の書き方、高齢者の財産を保護する成年
後見、
クレジット・サラ金の整理など

隔月
（偶数月第3水曜日）
実施
相談員

日時

埼玉司法書士会
秩父支部会員

心配ごと相談

8月15日
（水）
13：00〜15：00

会場

小鹿野
文化センター

▶問合せ／小鹿野町社会福祉協議会 ☎75-4181

毎週木曜日実施
（祝日は行いません）
相談員

山崎登志男さん

日時

毎週木曜日
10：00〜15：00

認知症に関する相談
相談員

会場

児童館

※第3木曜日は両神振興会館

介護全般

日時

会場

①7月10日㈫、24日㈫ 保健福祉センター
地域包括支援
9：00〜12：00
②の場合、または訪問
センター保健師 ②平日
を希望される場合は、
事
（月〜金）
前にご連絡をください。
9：00〜17：00

心身障害者福祉相談

▶問合せ／保健福祉センター ☎75-4109

障害者手帳の取得方法、障害者手帳による割引や税の減免、
車椅子などの補装具、
ホームヘルパーなどの障害福祉サービ
ス、困りごと等に関する相談に親切にお答えします。
相談員

心身障害者
相談員

平 日 夜 間
小児初期救急
平日受付／
19：30〜22：00
（祝日は行いません）

日時

7月27日(金)
13：00〜15：00
曜日

月
火
水
木
金

◆

◆

◆

◆

会場

小鹿野
文化センター

医療機関名

あらいクリニック
秩父市立病院
秩父病院
秩父市立病院
秩父市立病院

子 育て支援 広報おがの

◆

◀子育て講演会
「親子で体
を動かして遊ぼう」
ママ
の足の裏にお子さんを
乗せ
「飛行機ブンブン」

楽しいこと
いっぱいあるよ！

電話

25-2711
23-0611
22-3022
23-0611
23-0611

※必ず電話にてご連絡のうえ、受診してください。

親子のびのび体操
「 一 本 橋を上 手に
渡れたよ！」
▼

▲
夏野菜の苗植えをしま
した。
「 大きくなあれ！」
水くれも上手に出来ま
した。

親子で遊びに
来てね。
待っています！

◀
「♪ラララぞうきん」
楽しい親子ふれあい
遊びの時間です。

予 約なし
事業名

日時

（イベントや年齢別講座日
開放赤ちゃんのお 毎日
９
：
００〜１６
：
００
部屋・プレイホール 以外）
（遊戯室）
・園庭
土曜開放７月２１日９：００〜１６：００
７/３㊋ ７/９㊊ ７/17㊋
ランチタイム
７/２４㊋ ７/３１㊋ １１
：30〜
事業のある日
毎日
にこにこタイム
（手遊び・絵本読み聞かせ）１１
：30〜１１：4０、
１6：00〜１6：10
毎週月曜日
すくすく
７/２
７/９
７/２３
（赤ちゃんの部屋）
７/３０ １０
：
００〜１１
：
３０

▲開放：広いホールでハイハイのお子
さんからジャンプできるお子さんま
で、元気いっぱい遊んでいます。

対象／内容

対象●0歳〜3歳の乳幼児と保護者等
親子一緒にふれあって遊びましょう。保護者の人は、危なくないようにお互いに注意を
払って遊んでいきましょう。 ＊午後開放は、就学前のお子さんもご利用いただけます。
対象●0歳からのお子さんと保護者
いっぱい遊んだ後に、お弁当を持参した方は、わいわい楽しく食べましょう。
対象●０歳〜３歳の乳幼児と保護者等
保育士の手遊びや絵本の読み聞かせがあります。
対象●1歳未満のお子さんと保護者
計測・個別相談
（保健師） スキンシップ遊び
離乳食
七夕飾り作り ＊月曜日の
すくすく教室以外にも毎日お部屋は利用できます。赤ちゃんも遊びに来てください。

①発育測定
②誕生会

７/５㊍
①10：0０〜１１
：0０
②11：1０〜１１
：3０

対象●0歳からのお子さんと保護者
①身長体重を測定します。毎月利用できる計測カードを用意してあります。②誕生会を
行います。誕生月のお子さんには手作り誕生カードをプレゼントします。みんなでお祝い
しましょう。

ふれあい遊び

７/１２㊍
１０
：
００〜１１
：
３０

対象●１歳以上のお子さんと保護者
親子の肌と肌とのふれあいを通した遊びを楽しみましょう。

７/１９㊍
１０
：
００〜１１
：
３０
７/31㊋ 9：
００〜１6：0０
七夕飾りをつくろう
8/1㊌ 9:00〜12:00
サーキット遊び

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
のぼったりすべったり、
くぐったり、
じゃんぷしたり、体をいっぱい使ったあそびです。
対象●0歳からのお子さんと保護者
七夕飾りを作って笹にかざりましょう。

子育て相談（電話） 月〜金曜日 13：00〜16：00 トイレトレーニング、しつけ、食事など子育てについて一人で悩んでいませんか？午後、電
子育て相談（面接） ７/１１㊌

▶問合せ／保健福祉センター ☎75-0135

物忘れなどの生活の不安

◆

会場

7月18日
（水）
13：00〜15：00

加藤純二さん

23-0611
62-6300
22-3022
62-6300
23-0611
62-6300

25-2323
24-4182

日時

◆

申込＆問合せ ☎75-0550

会場

▶問合せ／総務課 ☎75-1223
（直通）

弁護士

診療時間／10:00〜13:00

たばた歯科医院
並木歯科医院

7月17日
（火）
13：00〜15：00

隔月
（奇数月）
実施

※必ず電話にてご連絡のうえ、受診してください。
※診療費用は通常の保険診療扱いとなりますの
で、保険証等を忘れずに持参してください。

秩父保健所からの
お
知 ら せ
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法律相談

※18：00以降は必ず電話でご連絡のうえ、受診してください。

休 日 在 宅
歯科当番医
期日

医療機関名

髙橋 稔さん
黒澤英子さん

電話

熊木町
小鹿野町
熊木町
小鹿野町
熊木町
東町
熊木町
本町
熊木町
小鹿野町
熊木町
小鹿野町

日時

◆

応援します! ! あなたの子育て

行政相談 ▶問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

初期救急医療

期日

＊秘密は厳守しますので、お気軽にご利用
ください。

子育て支援
センター情 報

絵本の貸し出し

予 約 制です
事業名

年齢別講座よちよち
年齢別講座

てくてくじゃんぷ
お庭で遊ぼう
(①じゃが芋掘り)
(②水遊び)

給食体験
（小鹿野幼稚園）
参加費：
５００円

9：30〜16：00

話相談を受け付けています。☎７５-０５５０ 面接相談もできます。気軽にお話しに来ませ
んか？

事業のある日 ９
：3０〜１６
：
００ 乳幼児の大好きな絵本を貸し出します。
７月２日
（月）
午前１０時から開催前々日までに電話か来所でお申込ください。
日時
対象／内容
予約受付：
７月３日
（月）
午前１０時から開催前々日

※申込期限に注意してください。

同年齢の親子がつどい、交流する居
場所です。年齢に応じた遊びをしたり、
育児相談をお受けします。7月は、水
遊びです。

７/１０㊋ ９
：
５０〜１１
：
３０

対象●1歳代のお子さんと保護者

７/１３㊎ ９
：
５０〜１１
：
３０

対象●２歳代・３歳代のお子さんと保護者

①７/６㊎ ②７/２５㊌
１０
：
００〜１１
：
３０

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
①じゃが芋堀り ②水遊び【共通の持ち物】着替え、タオル、ビニール袋、水筒、帽子 他、
①長靴、軍手 ②水遊び用パンツか、水遊び用オムツ＊体温を測ってきてください。

7/１８㊌ １0：3０〜１２
：
２０
（小鹿野幼稚園集合）

対象●平成27年4月〜平成28年3月生まれのお子さんと保護者
小鹿野幼稚園で給食体験をします。管理栄養士が食事や栄養相談に応じます。献立レシ
ピも参考になりますよ。
【持ち物】着替え、タオル、ビニール袋、水筒、スプーン、フォーク、
箸
（親子共）
、エプロン

7/21㊏
１０
：
００〜１１
：
３０

対象●首のすわったお子さんから就園前のお子さんとパパ
水遊び道具を作って遊びましょう。
【持ち物】水遊び用パンツか水遊び用オムツ、帽子、
着替え、タオル、ビニール袋、水筒

親子のびのび体操

7/26㊍
１０
：
００〜１１
：
３０

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
親子で楽しく体を動かせる体操遊びを紹介します。

公園で遊ぼう

7/27㊎

パパと遊ぼう
健康運動指導士：上野雅也さん

（みどりの村ジャブジャブ池）
：
００〜１１
：
３０
雨天時：子育て支援センター １０

たなばた夏まつり

８/３㊎
９
：
５０〜１２
：
００
パパと遊ぼう
８/４㊏
（七夕フェスティバル）１４
：
００〜１６
：
００
①７/４㊌ ②７/11㊌
子育てサークル
１０
：
００〜１１
：
３０
参加費：300円

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
自然の中で水遊びを楽しみましょう。
【持ち物】水遊び用パンツか水遊び用オムツ、帽子、
着替え、タオル、ビニール袋、水筒 ＊体温を測ってきてください。
対象●０歳〜３歳までの乳幼児と保護者
親子でたなばたと夏まつりの催し物を楽しみましょう。 ＊要申込７/２５
（水）まで
対象●０歳〜３歳までの乳幼児と保護者等
七夕制作と街中の七夕フェスティバル飾り付けに参加します。ご協力をお願いします。
対象●①平成２７年度生まれのお子さんと保護者 ②平成28、29年度生まれのお子さんと保護者
同じ歳のお子さんをお持ちの皆さん。お友達になりましょう。随時会員を募集しています。
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子 育て支援

◆

小鹿野町子育て支援センター
短時間一時預かり事業

『 にこにこルーム 』のご案 内
〜リフレッシュしてハッピー子育て〜

町内在住の0歳から5歳までのお子さんがいるご家庭を対象に、保護者のリフレッシュや
育児負担の軽減など、預ける理由を問わず、お子さんを短時間お預かりする事業です。
保育士がお預かりしますので、安心してお気軽にご利用ください。
対象年齢●生後8カ月から5歳までのお子さん
利用日時●月〜金曜日9:00〜12:00、13:00〜16:00
※祝日、年末年始及び子育て支援センターの行事等があ
る場合は、
お休みとなります。
利用上限●午前3時間又は午後3時間。月2回まで。
利用金額●1回1,800円
保育場所●小鹿野町子育て支援センター(飯田2732）
☎75-0550

「子育て包括支援室」情報
ちびっこサロン
（予約制）
集団が苦手・人見知りが激しいなどの心配はありませ
んか。遊びを通して集団生活に慣れていく月1回の親子
教室です。保健師や保育士とゆっくり相談ができます。
日時●7月10日(火)9:30〜11:30
場所●児童館
対象●1歳6カ月以上で3歳未満のお子さんと保護者
内容●あそびや個別相談
※初めて参加される人はご連絡ください。

助産師による
「ほっと ハグくむ... ママサロン」
秩父圏域1市4町の定住自立圏の事業として開催し
ています。妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない
支援のため、一人ひとり、その人の状態に合った育児ア
ドバイスや母乳相談が受けられます。これから出産を迎
える妊婦さんも大歓迎です。8月には小鹿野町を巡回し
ます。この機会にお気軽にご相談ください。
日時●毎週水・金曜日10:00〜12:00 13:00〜
15:00 ※祝日、年末年始は除く
場所●横瀬児童館
※7月25日(水)と8月8日(水)は横瀬町町民会館で、7
月27日
（金）
、8月3日
（金）
、10日
（金）
、24日
（金）
は長瀞
町多世代ふれあいベース長瀞で行います。
＜巡回相談＞
日時●8月1日(水)、22日(水)10:00〜12:00、13:00
〜15:00
場所●小鹿野町児童館
対象●妊婦、産婦、子育て中の人
内容●助産師さんからの育児アドバイスや母乳相談
費用●無料※来所順で行います。
申込＆問合せ●小鹿野庁舎・住民課 子育て包括支援室
「ほっとママステーション」
☎75-4101
12

申込＆問合せ●ご利用の1週間前までに小鹿野庁舎・住
民課 子育て包括支援室へ電話でお申し込みください。
後日、面談をいたします。
小鹿野庁舎・住民課 子育て包括
支援室
「ほっとママステーション」
☎75-4101

さん

３キュー子育てチケット

〜多子世帯向けに、子育ての負担を軽減！〜
ベビーシッターなどの子育てサービスや親子ふれあ
いイベントなどに利用できる
「3キュー子育てチケット」
の
申請を受け付けています。
利用対象メニュー
骨盤矯正、母乳マッサージ、ベビーシッター、一時預かり、
家事ヘルパー、市販のおむつ・ミルク、布団・衣類クリーニ
ング、幼稚園等バス代等実費徴収分

対象●平成30年4月1日以降に第3子以降の子供が生ま
れた世帯(多子世帯)
金額●3年間で5万円分(1年目、2年目は2万円、3年目は
1万円)
利用方法●サービスを利用した際に、チケット又は現金
で支払い。 ※現金で支払った場合は、換金の際に領収
書が必要ですので保管をお願いします。(平成30年4月1
日からチケットがお手元に届くまでの間に利用したサー
ビスも対象です。）

み◆ ん◆ な◆ の◆ 広◆ 場◆

み んなの 広場 広報おがの

夏季学校公開講座参加者募集
県立小鹿野高等学校の公開講座

県立皆野高等学校の公開講座

①大人のための漢字検定対策講座
日時●7月26日(木)、27日(金)10:00〜11:30
対象●一般
定員●10人
内容●3級〜準2級(中学卒業〜高校在学程度)の漢字
能力検定受検に向けた学習法や対策をアドバイスしま
す。練習問題や模試も実施します。10月には本校で検
定試験も行う予定です。
②キャンドルでお菓子作り！
？
日時●7月30日(月)10:00〜12:00
対象●小学生から中学生
定員●10人
内容●まるでお菓子のようなキャンドルを作ります。特
別な技術などはいりませんのでどなたでも気軽にご参
加いただけます。キャンドルを溶かすために熱を使いま
すので、小さいお子様が参加される際には保護者同伴
でお願いします。
③手話を学ぼう
日時●8月6日(月)9:00〜11:00
対象●小学生から大学生等
定員●20人
内容●指文字を覚えて自己紹介等を行います。
④
「もののけ姫」
で学ぶ日本史
日時●8月21日(火)13:00〜16:00
対象●一般
定員●20人
内容●映画
「もののけ姫」
を、映画のシーンの解説を交
えながら高校日本史の視点で学びます。日本史に関す
る事前知識は不要ですが、事前に一度作品を通して見
ておいていただけると講座がより分かりやすいかと思
います。※Ｈ28年度に実施したものと同じ内容です。
■上記以外にも下記の講座を開講します。詳細は小鹿
野高校HPでご確認ください。
⑤声楽研究
⑥ＴＯＥ
ＩＣ対策講座 目指せ、スコア600！
⑦パソコンで絵を描こう
⑧初めてのプログラミング
申込＆問合せ●各講座実施日の5日前までに電話でお
申し込みください。なお、5日前が土日祝日の場合は、そ
の前までにお申し込みください。
県立小鹿野高等学校☎75-0205(平日9:00〜16:30)
http://www.ogano-h.spec.ed.jp

①日商 簿記検定3級 初心者 受験講座
日時●7月24日
（火）
、25日
（水）
、26日
（木）
14:00〜15:30
対象●一般
定員●10人程度
費用●教材代が必要となります。
内容●日本商工会議所主催の簿記検定3級の受験に向
けての学習を進めていく講座。11月には、全経主催の
簿記検定3級を受験していただき、ステップアップで日
商簿記検定3級合格を目指す講座です。実施日以降、希
望者には継続して学習を進めます。
締切●7月20日(金)
②アクセサリーを作ってみよう!!
日時●7月26日(木)14:00〜16:00
対象●一般(どなたでも参加可)
定員●10人程度
費用●2,000円程度(材料費)
内容●パーツを選んで、
オリジナルのネックレスやピア
ス(イヤリング)などを作ります。道具はお貸しします。
締切●7月19日(木)
③子どものための科学体験教室
日時●8月3日(金)10:00〜12:00
対象●小学生
定員●10人程度
費用●無料
内容●小学生を対象とした科学体験教室です。2種類
の実験を行う予定です。実験器具等を扱うため、低学年
のお子様には保護者同伴でのご参加をお願いします。
締切●7月31日(火)
■上記以外にも下記の講座を開講します。詳細は皆野
高校HPでご確認ください。
④ホッケー体験教室
⑤日商 簿記検定3級 経験者 受験講座
⑥全経 簿記検定1級 商簿・会計 受験講座
⑦小中学生 弓道体験教室
⑧夏に打ち勝つ身体づくり
（トレーニング）
⑨スクラッチで学ぶ初めてのプログラミング入門教室
⑩小学生サマースクール
⑪英会話入門講座
申込＆問合せ●いずれの講座も締切日までに電話でお
申し込みください。
県立皆野高等学校☎62-2076(平日9:00〜17:00)
http://www.minano-h.spec.ed.jp

秩父広域市町村圏組合職員募集(平成31年度採用)
※

申込＆問合せ●3キュー子育てチケット事務局
☎0120-39-3192
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/kuponn/top.html

職種●消防職員 4人程度
※受験資格などは、実施要項でご確認ください。
(秩父広域市町村圏組合HPに記載)
◆第一次試験
期日●9月16日(日)
場所●秩父消防本部
※第1次試験合格者は第2次試験を行います。

実施要項・申込書の配布●秩父消防本部総務課、各消
防分署 ※郵送による請求やHPからのダウンロードも
可能です。
受付期間●7月25日(水)〜8月8日(水)
提出場所●秩父消防本部総務課
※本人持参に限ります。(土・日曜日を除く)
問合せ●秩父消防本部総務課☎21-0120
13
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受章
受賞おめでとうございます

埼玉県
精神保健福祉事業功労者表彰

5月18日に浦和ロイヤルパイ
ンズホテルにおいて、黒澤純男
さん(伊豆沢)が関東管区警察局
長及び関東交通安全協会連合
会長の連名表彰を受賞されまし
た。
これは、西秩父交通安全協会
の副会長としてご活躍されてい
る黒澤さんの長年にわたる地域の交通事故防止活動へ
の貢献が認められ、今回の受賞となりました。
また、奥様の黒澤マサさんにも、関東交通安全協会連
合会長より感謝状が贈られました。

6月9日に埼玉教育会館におい
て、千島トシ江さん(春日町)が埼
玉県精神保健福祉事業功労者表
彰を受賞されました。これは、20
年以上の長期にわたり精神障害
者への地域での活動が認められ、
今回の受賞となりました。
千島さんは、
「ふれあい作業所」
の設立に関わり、
平成6
年から平成27年まで職員として勤務されました。平成7
年には精神障害者支援ボランティア
「よもぎの会」
を立ち
上げ、今も作業所のイベントや交流会への参加、廃油集
め、
アルミ缶集めなどを行っています。また、精神障害者
が地域で安心して暮らし続けるため、見守りや声かけを
するなど、
こころの支えとなる活動も続けられています。

千島 トシ江さん

場

◆

サマージャンボ宝くじ
サマージャンボミニ 発売

ちづくりに使われます。

祝悼
ご 出産おめでとうございます。
《5月中の届出
（

5月

8日

13日
15日

日時●8月5日(日)
10:00〜16:00
場所●荒川ダム総合
管理所(浦山ダム)
内容●①浦山ダム内
部見学(約1時間)、②
スタンプラリー、③そ
の他各種イベント
費用●無料
※詳細は荒川ダム総合管理所のHPでご確認ください。
申込＆問合せ●当日申込(先着順)です。保険加入手続きを
行うことから住所、氏名、年齢、性別、電話番号を申込時に
確認させていただきます。水資源機構荒川ダム総合管理
所☎23-1431(平日9:00〜17:00)

小鹿野

黒田 侑佑(敏之)

小鹿野

《5月中の届出・敬称略》

田本 安治郎(92)

藤倉

9日

金子 ヤエ(92)

下小鹿野

11日

田中 紀幸(53)

両神薄

11日

加藤 愛作(85)

小鹿野

13日

大久保 ミツ(83)

両神薄

26日

磯田 忠男(87)

両神小森

79

窓
山鳩の一声涼し昼の月

花吹雪瀬音いよいよ高まれり

斉藤

井上

李華

富惠

實成

常木きく代

小鹿野俳句会

吊橋をわざと揺らして子供の日

岩崎

加 藤 れいこ

夏つばめ町を貫く用水路

両神文芸クラブ

晴れきって夏めく座敷大の字に

近藤

二つ三つ花を付けたる茄子を植う 木村 良子

山影を抱いて牡丹風に散る

秋山木実子

稲水

夏めくや木影を探し駐車せり

茂木
たい

夏めきて闊歩す足の早まれり

増 島としを

和子

*LINEとは…主にスマート
フォンやタブレットなどの
情 報 端 末を使 用し、イン
ターネットを介して情報の
発 信 や 相 互 に コ ミュニ
ケーションを行うサービス

凛(茉緒)

ゆうすけ

5月
2日

大輪の牡丹咲いて庭明かす

てください。

坂本

飯田

りん

長留

長又

検索』又は『QRコード』で登録し

黒沢 絵希(晃)

新井 秀男(81)

茄子五本植ゑて安堵の胸を張る

LINEの『友だち追加』
から
『ID

あ

ていきます。

いきれ

や、防災情報の配信等を実施し

の

えき

4月
30日

多比良キヨ子

＠ogano 文 芸
小鹿野町公式
『LINE＠』始めました

）
は保護者・敬称略》

お 悔やみ申し上げます。

夏めきて風に熱の生れにけり

小鹿野警察署／西秩父交通安全協会

※この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいま

浦山ダム見学会開催

た。観光などの一般情報の掲示

路面標示

でです。

〜大切な水を知る一日にしよう〜

小鹿野町がLINE*を始めまし

道路標識

今年の発売期間は、7月9日(月)から8月3日(金)ま

横 田 トシヱ

歩行者が横断歩道の付近にいて、渡
ろうとしているのか否か判断できな
いときも、停止線で一時停止をして
歩 行 者 の 意 思 を 確 認しま
しょう。
信号機のない横断歩道付
近では常に周りに気を配り、
歩 行 者 が いるときは 交 通
ルールとマナーを守って思
いやりのある運転を心がけ
ましょう。

期間●6月30日(土)〜9月2日(日)
時間●9:00〜17:00(入館は16:30まで)
※6月と9月は9:00〜16:30(入館は16:00まで)
場所●県立自然の博物館 企画展示室
内容●①300種以上のハチ標本を展示 想像できないよう
な形のハチも!②ハチの生活に密着! 様々な行動の瞬間を
収めた生態写真③ハチを知るための観察の仕方や調べ方
が分かる!
費用●一般200円、高校生・大学生100円、中学生以下及
び障害者手帳等をお持ちの人(介助者1名含む)は無料
問合せ●県立自然の博物館☎66-0407
※特別展以外のイベント詳細については、自然の博物館
HPをご覧ください。 http://www.shizen.spec.ed.jp/
8月1日〜7日は
「水の週間」
です

み んなの 広場 広報おがの

◆

夏めくや赤葡萄酒に江戸切子

横断歩行者を守りましょう
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広

※ご家族の同意をいただいた人のみ掲載しております︒︵同日は︑届出順︶
※防災行政無線の放送内容
﹁訃報
︵告別式のお知らせ︶
﹂
は︑電話で確認できます︒
1761
専用電話番号☎
︵ ︶

写真中央右が吉田 利太郎さん
左が日野原 修さん

お二人の長年にわたる活動が交通安全功労者として
認められ、今回の受章となりました。
また、お二人の奥様、吉田貞江さんと日野原末子さん
にも、全日本交通安全協会長より感謝状が贈られました。

関東管区警察局長及び
関東交通安全協会連合会長の
連名表彰 黒澤 純男さん

横断歩道は歩
行者が優先です。
車両は横断歩道
を渡ろうとして
いる歩行者の通行を妨げないように、一時停止をしなけ
ればなりません。
信号機のない横断歩道の手前には、
「 横断歩道」
を示
す道路標識や路面標示が設置されています。これらの標
示等が見えたら、歩行者の有無をしっかりと確認しましょ
う。
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは、停
止線で一時停止をし、歩行者が渡り終えるのを待ちます。

◆

特別展「ハチを知る」開催

日野原 修さん

1月19日に東京都文京シビックホールで開催された
第58回交通安全国民運動中央大会において、吉田利太
郎さん(小鹿野)日野原修さん(下小鹿野)が緑十字銀章
を受章されました。
吉田さんは、平成17年6月から西秩父交通安全協会
長に就任し、12年間会長職を務め、埼玉県交通安全協
会理事も1期務めました。
日野原さんは、平成17年6月から西秩父交通安全協
会副会長に就任し、12年間副会長職を務め、昨年から同
協会の会長に就任しました。

の

県立自然の博物館

交通栄誉章
「緑十字銀章」
吉田 利太郎さん

◆

15

広報おがの

フォトニュース

フォトニュース 広報おがの

小鹿野

フォト
ニュー ス
小鹿野学童クラブ・
中学校校門を花で装飾
6/1 鉢植えの花を校
門に飾り、環境整備に協
力していただきました。
(鉢植えは学童クラブの
児童たちの手作り)

土砂災害・全国防災訓練

小鹿野町出身の今井颯真くん▶
しこ 名 も 颯 雅 そ( う が に) 決 まり 月
場所から番付表に名前が載ります︒

花しょうぶ園
6/10(両神国民休養地内)
この日、花しょうぶまつりを開催しました。

6/3 (総合運動公園駐車場)
腰ノ根地区の世帯を対象に
行いました。

チャレンジデー2018 5/30
参加者 6,849人
参加率 57.2％
これからも日頃の運動を
心掛けていきましょう。
第10回路地ST.
6/3 (小鹿野市街地)

7

地 域 おこし協 力 隊 通 信 VOL.13
新隊員の
紹介

にい

あやの

仁位 彩乃さん（21歳）
おもてなし課
「観光パワーアップ事業」

登山事故防止キャンペーン

6/1 (二子山登山口付近)
大相撲二子山部屋の親方・力士
の4人が、同じ『二子山』の名前
にちなんで、この日登山客に登
山事故防止の呼びかけを行いま
した。

楽しいことしたいです！
よろしくお願いいたします！

▲二子山親方(元大関 雅山)

寄贈 ありがとうございます

埼玉県知事表敬訪問
で上田知事と一緒に
写真を撮らせていた
だきました！

コ スト 削 減
の為、鹿の解
体用具を溶
接にて自 作
しています！

隊員も増え、町内で活動する
機会も増えてきました。
不慣れな部分もありますが、
小鹿野町を盛り上げる為活動し
ています。
見かけたらお気軽に声をかけ
てくださいね。(沢田)

※写真左はNPO法人秩父盆地野球振興会の大塚 勝さんです。

5/25 小鹿野スプリングカップ実行委員
会(委員長 田村明稔さん)とNPO法人秩父
盆地野球振興会(代表理事 島守英也さん)
より、
「ティーボール」
道具一式を町内の保育所(園)、幼稚園、学童ク
ラブの9施設に寄贈していただきました。
実際にプレーした子どもたちは、笑い声が絶えず元気に走り回
り、初めてするティーボールを楽しんでいました。
※ティーボールは、
ピッチャーのいない野球・ソフトボールです。
ホームベースの後方に置いた器具の上にボールを載せ、その止まった
ボールをバッターが打って試合が始まります。
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6/7 西秩父交通安全協会(会長 日野原 修さ
ん)から、児童が道路を横断する際に利用する
横断旗120本を寄贈していただきました。
地域の皆様も普段から、児童・生徒の登下校
見守りにご協力いただき、ありがとうございま
す。

ダリア園で肥料撒きの
お手伝い

埼玉県で唯一のエゴマジュニア
マイスターの認定を受けました！

肥料撒きとはいって
も、畝の数が多いの
で大変です。作った
ぼ かし肥 料 や 苦 土
石 灰 な ど 、種 類 に
よって撒き加減も変
えます。

地域おこし協力隊
おおた

太田
さわだ

まこと

ほし

誠･星

ともき

に

としひこ

利彦 ･

い

あやの

沢田 朋輝 ･ 仁位 彩乃
「小鹿野町地域おこし協力隊」
の活動は
Facebookページでチェック！
⇦

問合せ●両神庁舎・
産業振興課☎79-1101
おもてなし課☎79-1100
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広報おがの

保 健• 福 祉

保健 福祉

今年度より

保健課 健康増進·地域包括担当
☎75-0135 FAX75-4710

5歳児(年中児)健診を実施します

※問合せの表記がない記事はこちらが
連絡先です。

5歳児健診は、
お子さんの発達の特性を理解するこ

保 健• 福 祉 広報おがの
ひきこもり・こころの相談

Hm1

■ひきこもり相談

■長寿筋力アップトレーニング教室

みの本人、家族からの相談をお受けします。ひきこもりの原因

きます。筋肉も含め、体を動かす機会をつくりませんか？

児童期から成人期の人を対象に、
ひきこもり・不登校でお悩

や解決策はさまざまです。一緒に考えていきますので、
まずは

筋肉を鍛えることで、いつまでも若々しい体を保つことがで

日時●①7月11日
（水）
、18日
（水）
14:00〜15:00

とで、健やかな成長を促し、保護者の育児不安の軽減

※年3回実施し、対象の人には個別に通知します。

ご相談ください。

を目的としています。
「小学校での生活についていけ

日時●7月20日(金)受付13:00〜13:50

日時●7月31日
（火）
13:00〜16:00

場所●①児童館

■こころの悩み何でも相談

※参加を希望される人は事前に保健課に連絡してください。

るかな」
といったお子さんの心配について、一緒に考

場所●小鹿野町児童館

えさせていただきます。個別相談や就学前の相談に

対象●平成25年4月〜７月生まれ

ついての説明も行います。小学校生活に向けて準備

持ち物●母子手帳、健康診査票

を始めていきましょう。

場所●保健福祉センター

相談員●臨床心理士

熱中症予防『クールオアシス』
町民の皆さんが気軽に涼みに立ち寄れる場所
として
「まちのクールオアシス」
を設置しました。暑
い日は無理をせず、エアコンや扇風機などを上手
に使い、徐々に暑さに身体を慣らしていきましょう。

蚊が媒介する感染症
（ジカ熱・デング熱等）
に注意！
蚊は、さまざまな感染症を媒介する恐れがあり
ます。
ジカ熱やデング熱に感染しても全ての人に症状
が出るわけではありませんが、発熱や関節の痛み、

まちの

ス
クールオアシ

発疹が出るといった症状が1週間ほど出ます。

小鹿野庁舎、観光案内所、小鹿野文化センタ
ー、保健福祉センター、長寿ハウス、いきいき
館、子育て支援センター、両神庁舎、町立図
書館(両神ふるさと総合会館)

また、
ジカ熱は妊婦が感染すると小頭症などの
先天性障害をもった子どもが生まれたり、デング
熱では出血を伴うデング出血熱となり重症化する

①肌の露出が少ない服装にしましょう。

ご利用ください。電話相談

②虫よけスプレーを使いましょう。
【蚊の発生を減らすため】

■小鹿野町いつでも健康相談
心と体のさまざまな相談に24時間体制で医師
や専門スタッフがお答えします。フリーダイヤルで
無料相談できます

①定期的に幼虫が発生しそうな周辺の水たまりの
除去・清掃をしましょう。
②下草を刈るなど、成虫
が潜む場所をなくしまし

0120-554-245 (小鹿野町の人のみ利用可)

ょう。

■埼玉県救急電話相談
お医者さんに行くべきか迷ったら、
まず相談！

♯7119

● ● ●

又は

申込＆問合せ●前日までに予約をしてください。予約のない
※ご家族などご本人以外の相談も可能です。

※いずれか１日の参加で、前日までに予約が必要です。

※相談は全て無料です。

持ち物●運動のできる服装、
タオル、飲み物

相談員●臨床心理士

● ● ●

申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）
1歳6カ月、2歳児健診

3・6・9・12カ月児健診＆BCG予防接種
日時●7月26日
（木）
受付13:00〜13:50

日時●7月24日(火)受付13:00〜13:50

さい。13:30から予診・接種を行います。

該当児●①平成28年12月〜平成29年1月生まれ(1歳6カ月

※BCG接種を希望される場合は13:15までに受付をしてくだ

場所●児童館

場所●児童館

児)

れ
〔予防接種〕
平成30年1月生まれと7月25日までに12カ月

②母子手帳、健康診査票

該当児●
〔健診〕
平成２9年7月、10月、平成30年1月、4月生ま
未満で未接種の乳児
持ち物●健診時に母子手帳と健康診査票(3カ月児は子育て

アンケート)、
ＢＣＧ接種を受ける人は予診票
（青色）

※秘密は守りますので、安心してご相談ください。

『お茶会・交流会』に参加してみませんか？
さまざまな活動を通じて、対人関係の向上や社会参加を目
指します。ふれあい作業所とボランティア団体よもぎの会と保
健課が共同で実施いたします。短時間の参加も可能です！興
味のある人は、気軽にお問合わせのうえ、
ご参加ください。
対象●精神疾患で治療中の人、人前に出るのが苦手と感じて
いる人

日時●7月20日
（金）
10:00〜13:00

場所●長寿ハウス

内容●お茶会
（お話し会）
・簡単な調理・軽運動など

Hm1

バンビちゃんの会

音楽で認知症を予防する介護予防教室です。
対象●65歳以上の人

バランスボールの使い方を楽しく学び、
日常生活に体を動

日時●7月19日(木)、27日(金)10:00〜11:30
場所●児童館

対象●20歳以上の町民

各日12人

◎疾患のある人は、事前に主治医に相談してからお申し込み

ください。

Hm

■高精度体組成計による測定日
（予約制） 1

日時●7月18日(水)18:00〜20:00
場所●いきいき館

対象●20歳以上の町民

9人(要予約)

内容●体組成測定、結果説明

Hm1

■ヘルスアップ教室〜体組成・骨密度測定〜
（予約制）

あなたの筋肉や脂肪と骨の強さを調べて、健康を意識した

運動や食事について実践するきっかけにしてみませんか？
日時●7月23日
（月）
13：30〜14：30
場所●いきいき館

対象●20歳以上の町民

10人

内容●高精度体組成と骨密度測定、結果説明、簡単な運動の

実技と骨粗鬆症予防の食事指導

Hm1

■ABI測定(血管年齢測定)
（予約制）

日時●7月5日(木)、19日(木)13:30〜15:00

腕と足首の血圧を測定し、血管の詰まり具合(ABI)と血管年

場所●児童館

齢を測定します。

オレンジカフェ
『笑顔』

Hm1

認知症の人やその家族が気軽に出かけられ、
また、地域の
皆さんとの交流を深めるためのカフェです。認知症に関する
相談も受けられます。

日時●7月23日
（月）
15:00〜16:30
場所●いきいき館

対象●30歳〜70歳未満の町民

※動脈硬化、脳血管疾患、心臓病などの持病がある人は、測
定できません。

■町民
「運動の日」

※参加費として100円をいただきます。

習慣を作りましょう。

運動は病気の予防や改善に効果あり！週1回は体を動かす

【いきいき館でストレッチ、エアロバイクやランニングマシン
等を利用できます。】

認知症の人を介護している、
していた家族が集まり、悩みや
気持ちを話したり皆で支えあう会です。

日時●7月4日(水)、11日(水)、18日(水)、25日(水)、8月1日
(水)

17:30〜21:00

※初めて利用する人は事前に保健課に連絡してください。

日時●7月17日
（火）
10：00〜12：00
場所●長寿ハウス

6人

内容●血管年齢測定、結果説明

日時●7月10日
（火）
13：30〜15：00

認知症家族会

健康教室・健康診査コーナー

Hm1

かす機会をつくりませんか？

場所●保健福祉センター

場所●総合ケアセンター巨香の郷・地域交流スペース

048-824-4199

②いきいき館

内容●筋力トレーニング等
■バランスボール教室

ことがあります。
【やぶなど蚊がいそうな場所に行くとき】

②7月12日
（木）
、26日
（木）
19:00〜20:00

日時●7月18日
（水）
13:00〜16:00

場合は、中止となりますのでご了承ください。
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ヘルスアップ事業おがの
ヘルスアップ事業おがの

〜来所や訪問での相談〜

「運動チェックカレンダー」
を配付しています。
※運動を記録できる

対象●認知症の人を介護している、
していた家族
申込●電話でお申し込みください。

②平成28年6月〜7月生まれ(2歳児)

持ち物●①母子手帳、健康診査票、子育てアンケート(青)

いきいきおがの
健康マイレージ2018

特定健診
（人間ドック、職場の健診）
やがん検診を受け、
さらに健康づくりに
取り組むとポイントが加算されます。一定のポイントが貯まると賞品と交換
ができますので、ぜひご参加ください。
19

情報 版
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●
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ベント

みどりの村イベント
●動物とのふれあいコーナー
日時 7月8日(日)10:00〜15:00
場所 みどりの村 村の広場
費用 無料 ※申込不要
●魚のつかみ取り大会
日時 7月29日(日)10:00〜12:00
場所 みどりの村 ジャブジャブ池
費用 800円(先着100人位)
※応募不要、当日ジャブジャブ池へ
お越しください。魚(マス)がいなくな
り次第終了です。
●みどりの村夏の山歩き
(昆虫を見つけて観察するぞツアー)
日時 8月5日(日)10:00〜12:00
場所 みどりの村全体
費用 無料 定員 20人
締切 7月20日(金)必着
●プリザーブドフラワー教室
日時 8月19日(日)13:00〜15:00
場所 みどりの村 若者センター
費用 2,500円 定員 20人(抽選)
締切 8月3日(金)必着
※剪定はさみを持参ください。
申込&問合 往復はがきにて参加イ
ベント名、参加者全員の住所、氏名、
連絡先と年齢を明記のうえ、応募して
ください。
〒368-0101小鹿野町下小鹿野27
みどりの村管理事務所☎75-3441
http://www.midorino-mura.com/
大滝げんきプラザのイベント

内容 ハイキング、ストーンペイン
ティング、
ウォーターパニック、キャン
プファイアなど
対象 小学4年生〜中学生50人(抽選)
費用 17,000円程度
申込＆問合 ①は7月1日(日)から電
話でお申し込みください。②ははが
きに住所、氏名、性別、電話番号、学校
名、学年を明記のうえ、7月10日(火)
までにお申し込みください。(消印有
効)
〒369-1901秩父市大滝5944-2県
立大滝げんきプラザ☎55-0014
長瀞げんきプラザのイベント
●家族みんなで釣ってみよう
日時 8月11日(祝)〜12日(日)(1泊2日)
内容 1泊2日で小魚釣りとカヌーに
親子で挑戦します。夏の長瀞の大自
然の中、親子でアクティビティを楽し
みましょう。
対象 登校に不安を抱える児童・生徒と
その保護者又は小・中学生を含む家族
費用 小・中学生3,000円、一般5,000円
締切 7月21日(土)
●ラフティングに挑戦！
日時 9月8日(土)
内 容 荒 川を舞 台にした川 のアク
ティビティです。
対象 小学3年生以上(一般の方も可)
費用 7,000円
締切 8月18日(土)
※このほかのイベント詳細は、長瀞
げんきプラザHPをご覧ください。
申 込＆問 合 はがき、電 話 、F A X 、
メールにて事業名、氏名、年齢、性別、
住所、連絡先を記入のうえお申し込
みください。
〒369-1312長瀞町井
戸367 県立長瀞げんきプラザ
☎66-0177
http://www.nagatoro-genki.com/
彩の国ふれあいの森のイベント
●奥秩父巨木巡り
日時 8月11日(祝)10:00〜15:00
内容 地元ガイドの案内により、秩父
市中津川にある関東でも最大級の巨

木
「西沢の大カツラ」
を目指しトレッキ
ングします。(片道約2キロ)
対象 小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用 1,000円(木製キーホルダー
プレゼント)
定員 10人(先着)
締切 8月4日(土)
●すかり(背負い編み袋)作り
日時 8月25日(土)10:00〜16:00
内容 昔、山仕事などの時に、弁当や
飲み物などを入れて持ち歩くのに重
宝された背負い編み袋(現代のナッ
プザック)をシュロ縄で製作します。
対象 小学生高学年以上(小学生は
保護者同伴)
費用 1,500円 定員 10人(先着)
締切 8月18日(土)
※このほかのイベントや詳細は、ふ
れあいの森HPをご覧ください。
申込＆問合 いずれのイベントも電
話でお申し込みください。彩の国ふ
れあいの森埼玉県森林科学館
☎56-0026
http://www.chichibu.ne.jp/˜fur
emori/
埼玉県県民の森イベント
●森林のコンサート
日時 7月7日(土)10:00〜12:00
内容 県民の森の自然の中で
「オカ
リナ」
のコンサートを行います。
費用 無料 ※申込不要
●夏夜の野生動物観察会
日時 ①7月28日(土)、②8月18日
(土)17:00〜20:00
内容 夜の森で活動するムササビや
ニホンジカの生態を観察します。
対象 小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用 800円 定員 各10人(先着)
締切 ①7月25日(水)、②8月15日(水)
※このほかのイベントや詳細は、県
民の森ＨＰをご覧ください。
申込＆問合 いずれのイベントも電
話でお申し込みください。
埼玉県県民の森☎23-8340
http://www.chichibu.ne.jp/˜ssi
nrinp/kenmori-2.html

業務拡大につき正社員、パートさんを募集します!

合同会社黒澤農園
代表 黒澤

忠弘

〒368-0112 小鹿野町三山401-2

☎090-2230-0940

E-mail:t.kurosawa0315@gmail.com

東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会まであと2年。競技体
験や有名アーティスト等のコンサー
ト、お笑い芸人のライブステージ、本
県ゆかりのオリンピアン、パラリンピ
アンによる競 技 実 演やスペシャル
トークショーなど、楽しい内容が盛り
だくさんの記念イベントを実施しま
す。県内で5競技が開催される東京
2020大会を、みんなで盛り上げま
しょう。
●オリンピック2年前イベント
日時 7月21日(土)〜22日(日)
場所 イオンレイクタウン(越谷市)
●パラリンピック2年前イベント
日時 8月25日(土)
場所 ららぽーと富士見、富士見市
民総合体育館(富士見市)
問合 埼玉県オリンピック・パラリン
ピック課☎048-830-2892

募

集

県立熊谷高等技術専門校秩父分校
技能講習の受講生募集
①介護職員のためのWord2013
②Jw̲cad(建築系)基礎
③介護職員のためのExcel2013
日時 ①9月1日(土)、8日(土)、②9月
15日(土)、22日(土)、③9月29日(土)、
10月6日(土)いずれも9:00〜16:00
費用 ①③受講料2,000円 テキス
ト代1,836円、②受講料2,000円
テキスト代3,456円
申込＆問合 8月1日(水)から10日
(金)までに往復はがき又はホームペー
ジからお申し込みください。熊谷高等
技術専門校秩父分校☎22-1948
http://www.pref.saitama.lg.jp/s
oshiki/b0808/
荒川図画コンクール作品募集
河川美化、愛護の意識や河川への
意識を啓発することを目的に荒川の
風景画を募集します。入賞者には応

会員
募集

募していただいた絵をスタンドにして
贈呈しますのでぜひご応募ください。
応募期間 7月1日(日)〜9月18日(火)
題材 荒川流域の川やダムの風景
対象 小学生
申込＆問合 荒川上流河川事務所HP
をご覧ください。荒川図画コンクール
実行委員会事務局☎049-241-0380
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo
/arajo̲index031.html

生物多様性松下村塾「ふるさとの
民権の歴史から学ぶ〜主体的に生
き、持続可能な社会を担うには〜」

日時 ①7月28日(土)10:30〜
15:00、②7月29日(日)9:00〜16:00
場所 ①花の森こども園園舎、②清
泉寺、椋神社、石間交流学習館ほか
内容 1日目はワークショップと座学
にて秩父事件の概要や当時の生活背
景を学ぶ。2日目は秩父事件の史跡
を訪ね、気づいた事や感じた事を言
自衛官候補生(男子・女子)募集
葉にして伝え合う。
試験期間 9月24日(月)〜30日(日)
対象 小学生以上
（小・中学生は保護
受付締切 9月13日(木)
者同伴）
試験場所 大宮駐屯地
費用 小・中学生1,000円、高校生以
応募資格 18歳以上(高等学校卒業
上2,200円(保険料含む)
見込み含む)27歳未満の男女
※2日間合わせての料金です。
※試験日、場所については予定です
持ち物 弁当、水筒、帽子等の暑さ対策
ので、変更・中止する場合も有ります。 問合 認定NPO法人花の森こども
その他の試験種目については下記に
園☎62-4545
お問合せください。
ドキュメンタリー映画『みつばちと
問合 自衛隊秩父地域事務所
地球とわたし』〜ひとつぶの命に秘
☎22-6157
められた大きな輪のおはなし〜

案

内

和ハーブアートフェスタ「輪」
〜日本古来の和ハーブ!
秩父の地より現代によみがえる〜
日時 7月15日(日)〜8月19日(日)
10:00〜16:30(入場無料)
場所 ムクゲ自然公園 森の美術館
内容 各種体験教室を開催します
問合 ムクゲ自然公園☎62-1688
竹の友 尺八ふれあいコンサート
日時 7月22日(日)14:00〜(開場
13:30〜)
場所 小鹿野文化センター・視聴覚
室(入場無料)
出演 関口聖岳、豊田勝明(小鹿野町
在住)ほか
演奏 りんご追分、与作、悲しい酒、
天城越え、
コンドルは飛んで行くほか
（予定）
問合 豊田勝明☎75-1699

日時 ①7月29日(日)16:00〜、②8
月26日(日)13:30〜
場所 ①秩父宮記念市民会館けやき
フォーラム(定員80人)、②小鹿野町
飯田
「たらちね観音」
(定員20人)
費用 前売り1,000円、当日1,500
円、中学生以下無料、託児500円/人
(要予約)
※上記以外の日程でも6カ所で上映
会を行います。詳しくはお問い合わ
せください。
申込＆問合 みつばちがつなぐ命を
考える会☎090-9326-5114(髙野)
移動図書館
日時・場所 7月6日(金)
三田川小学校 10:20〜10:55
三田川10区公会堂 11:15〜11:45
長若小学校 13:00〜13:35
大勢の人のご利用をお待ちしています。
※利用カードをお持ちでない人も、
その場でカードを発行して利用でき
ます。身分を証明するもの(免許証
等) をお持ちください。

シルバー人材センター で 仕事をしてみませんか！
小鹿野町在住で60歳以上の方
随時
健康で働く意欲のある方
受付中
センターの趣旨を理解し、賛同する方

ドラッグストア
コンビニ

R299

至 秩父市

小鹿野町
シルバー人材
センター

入会申込みは小鹿野町シルバー人材センターへ

公益社団法人 小鹿野町シルバー人材センター
〒369-0105 小鹿野町小鹿野1859-3

☎0494-75-2605（8:15〜17:15）

文化センター 町民体育館
町立病院
小鹿野中学校

小鹿野小学校

事 ■ 農業用ハウスでの収穫、栽培管理全般、選果、出荷作業等
集 ■ 正社員 1名（35歳以下、要普通免許 ※AT限定不可)
パートタイマー 若干名
給 与 ■ 正社員 17万円〜／月、パートタイマー 時給871円
待 遇 ■ 社会保険完備、有給休暇あり
勤 務 地 ■ 小鹿野町三田川・両神地内、秩父市吉田・太田地内
その 他 ■ 特に農業で独立を志向されている方には、独立支援に積極的に取
り組んでいます。意欲のある若者の応募をお待ちしています。
仕
募

東京2020オリンピック・パラリンピック
2年前イベントを開催

JAちちぶGS
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①釣り名人に学ぶ!親子で楽しむ夏
の自然体験キャンプ「浅瀬釣り・川遊
び・BBQ体験」
日時 7月15日(日)10:30〜16日
(祝)12:30(1泊2日)
場所 小鹿野町伊豆沢
「小鹿野町衛
生センター」
付近集合、大滝げんきプ
ラザ泊
内容 浅瀬釣り体験、キャンプファイ
ア、BBQ体験など
対象 幼児・小・中学生とその家族又
は登校に不安を抱える児童・生徒と
その家族 50人
費用 幼児3,300円程度、小・中学生
3,600円程度、大人4,100円程度
②大滝で仲間づくりとわくわく自然
体験！夏休みジュニアキャンプ大滝
チャレンジスクール2018
日時 8月6日(月)13:30〜10日(金)
11:20(4泊5日)
場所 大滝げんきプラザほか

情 報版 広報おがの

小鹿野町役場
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