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元気いっぱいプール遊び
　じりじりと焼きつけるような強
い日差しのなか、気持ちよさそう
にプールで遊ぶ子どもたち。
　水しぶきを上げながらはしゃ
ぎ回る子どもたちの声が園庭に
響き渡っていました。

元気いっぱいプール遊び
　じりじりと焼きつけるような強
い日差しのなか、気持ちよさそう
にプールで遊ぶ子どもたち。
　水しぶきを上げながらはしゃ
ぎ回る子どもたちの声が園庭に
響き渡っていました。

町政懇談会の
ご意見ご提言を紹介します
information
文化財ノート
医療•無料相談•子育て支援
フォトニュース
みんなの広場
保健福祉コーナー
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7月1日現在　【世帯数】4,748世帯
　　　　　　【総人口】11,843人【男性】5,865人【女性】5,978人
6月中の異動　出生1人/死亡11人/転入11人/転出22人

3130

環
境
保
護
の
た
め
、合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
！

人
権
標
語
●『
や
さ
し
さ
は
　
み
ん
な
で
つ
く
る
　
た
か
ら
も
の
』小
鹿
野
小
学
校
　
出
浦 

樹
里(

平
成
29
年
度
優
秀
作
品)

2018（平成30年）NO.155 広報おがの／平成30年8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

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）

戸籍の窓
合角ダム貯水量状況
（平成30年7月15日現在）
貯水位　315.19ｍ
貯水量　4,525,000㎥
貯水率　97.3％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。

洪水期：7月～9月
総貯水量：4,650,000㎥

http://www.town.ogano.lg.jp/　ogano@town.ogano.lg.jphttp://www.town.ogano.lg.jp/　ogano@town.ogano.lg.jp

［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 

活生 カレンダーカレンダー
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8月31日（金）までに
納めてください。

町県民税　　 第2期
国民健康保険税　第2期
介護保険料　　　第2期

今月の納税今月の納税
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◆将棋大会

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

▲水遊びのおもちゃ
　作り
▲開放
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室

▲発育測定・誕生会

▲発育測定・誕生会
●バンビちゃんの会

▲開放
●3歳児健診

紫雲山地蔵寺
盂蘭盆会(飯田)

赤平川納涼花火大会
(伊豆沢河原)

▲お庭で遊ぼう
　(水遊び)
▲開放
●ちびっこサロン

▲すくすく
　(赤ちゃんとのかかわり方)
▲開放

▲すくすく
　(スキンシップ遊び)
▲開放
■ヘルスアップ教室

▲すくすく(計測)
▲開放

▲よちよち
オレンジカフェ笑顔

水の日

月遅れ盆
終戦記念日

▲てくてくじゃんぷ
■ステップ体操

▲サーキット遊び
●バランスボール教室
◎こころの悩み
　何でも相談
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室

★図書館休館日

▲開放
◎認知症相談日

◆囲碁大会

★図書館休館日
◆小鹿野町文化講演会
◆図書館分室休館日

公園で遊ぼう
(みどりの村
ジャブジャブ池)
▲開放
■ステップ体操
◆献血
◆夏の星座·天体観測会

▲たなばた夏まつり
■ステップ体操

▲七夕飾りを作ろう
▲開放
■運動の日開放日
●ほっとハグくむ
　ママサロン(巡回相談)

▲パパと遊ぼう

▲開放 ▲お庭で遊ぼう
　(水遊び)
▲開放
お茶会・交流会
(長寿ハウス)
■ステップ体操★図書館休館日

★図書館休館日

▲開放

▲すくすく
　(計測・離乳食)
▲開放

▲開放
◎認知症相談日

▲開放
■運動の日開放日

白露

処暑

二百十日
防災の日

広島平和記念日 立秋 長崎原爆の日 山の日

◆図書館分室休館日

★図書館休館日 ★映画会 ★郷土料理教室

◆楽しいおはなしの会

七夕フェスティバル
(小鹿野市街地)

▲親子のびのび体操
●乳児健診･BCG

▲開放
●バランスボール教室
◎ひきこもり相談
■ステップ体操

21
▲子育てサークル
■体組成測定
■運動の日開放日
●ほっとハグくむ
　ママサロン(巡回相談)

▲ベビーマッサージ
▲開放
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■運動の日開放日

▲開放 ▲開放
■運動の日開放日

24

小鹿野幼稚園

小鹿野保育所

両神保育所



　町では、町民の皆様の率直なご意見ご提言等を
お伺いするために、町政懇談会を開催しました。町
内16会場で全18回開催し、延べ490人の皆様にご
参加をいただきました。ご参加いただきました皆様
に心から感謝申し上げます。
　今回、各会場で皆様からいただいた主な“ご意見・ご提
言”を要約し、ご紹介します。
　町では、今後も皆様からお寄せいただく声を大切にし、
町民ファーストの町政運営に努めてまいります。

町政懇談会アンケート結果〈抜粋〉

お寄せいただいた自由提言について

町政懇談会の
ご意見・ご提言

町からの主な情報提供・照会
■役場庁舎整備について
■水道事業について
■町政全般に対するご意見ご提言について

役場庁舎整備についてのご意見ご提言
▶今の庁舎は分かれていて、わかりづら
い。建て替える時は１カ所がよい。これから
人口も減ってくる。
▶庁舎の建替えは必要だ。防災拠点として
長く使えるものがよい。派手なものや豪華
な庁舎は必要ない。機能的・合理的・経済
的でシンプルなものをお願いする。
▶お金の問題とかあるが、新築で今の場
所、改築で旧三田川中学校、色々な意見を
聴いてみんなが使いやすいところに建て
てもらえばと思う。
▶人口が減少して財源も減っているのに、
わざわざ新しく造る必要があるのか。旧三
田川中学校を補修して利用するのがよい。
▶旧三田川中学校を含め、空き公共施設
がたくさんあるので、その利活用を並行し
て示してもらわないと納得できない。そう
した計画と並行して説明すれば、皆さん納
得すると思う。
▶新庁舎建設はよいことだが、20年後、
30年後の維持管理費を念頭に入れてお
いてほしい。20年後の人たちの利益にな
るもの、負担にならないものを検討しても
らいたい。
▶両神、三田川、倉尾の方々の利便性を考
えると、むしろそれぞれの地域の中の公民
館とかを使って分散した方が使いやすい
と思う。町まで行くとなると、車に乗れなく
なると厳しくなる。
▶庁舎にかけるお金があるなら、マンパ
ワーで動かすものに使ったらどうか。庁舎
については、分離発注ができるのではない
か。
▶観光面を前面に出すのであれば、旧三
田川中学校敷地の方がよい。
▶旧三田川中学校はスポーツの総合施設
といった形で進めていったらと思う。

▶両神庁舎は現状のまま残すのか。
▶既存の施設を使うのにどうして6億円も
かかるのか。改修の方法は、これから話し
合って決めていけばよい。
▶庁舎を今の小鹿野庁舎（の場所）に建替
えた場合に、現在の両神庁舎では出張所
的な業務ができるのか。
▶町の木を使ってコンパクトな庁舎にすれ
ば財源的にも助かるのではないか。
▶校舎は普通の建物より強度が高い。庁
舎を移して商店街を「小鹿野江戸村」みた
いにして観光的に売り出す。マスコミ的に
も話題になる。皆のお金なのでよく考えて
やってもらいたい。
▶多少お金がかかっても長く使えるもの
を造ってもらいたい。小鹿野もバス路線を
廻す考えで金はかかっても長い目で見て
計画的に造ってもらいたい。
水道事業についてのご意見ご提言

▶なぜ、水道を広域化しなくてはいけない
のか。
▶秩父ミューズパーク配水池の水は両神
のどこまで来るのか。
▶今後水道料金が上がるが、水を多く使う
農業者や企業に、井戸を掘る補助金を検
討してほしい。
▶小鹿野浄水場を残すことは町にとって
プラスになるのか。
▶広域化の対象外の地域のことを聞きた
い。
▶別所浄水場の水質は大丈夫なのか。
▶新秩父ミューズパーク配水池から小鹿
野に水が来るが、三田川、倉尾、両神まで
一本化になるのか。
▶なぜ、長尾根を越えて小鹿野町に供給
するのか。
▶水道料金が今後5年、10年後どうなると
いう話がなかったがどうなのか。

▶一番気になるのが水質です。町民は小
鹿野の水が飲みたいと言っている。
▶ミューズパークで災害が起きた時が心
配だ。
▶別所の水が止まったら、橋立で間に合う
のか。
▶お金をかけてミューズパークから水を
引く必要はない。民意を尊重すべきだ。
▶石綿管の更新はいつごろ終わるのか。
▶小鹿野町議会で決議されたとのことで
すが、署名も4500名分集まり、私たちも
同じ気持ちなので町長は行動で示してい
ただきたい。
▶既存のものを直して使うのに、広域の予
算とは別に町が負担するのか。

町政全般に対するご意見ご提言
▶高齢者は運転免許証の更新ができなく
なると生活ができない。病院や買い物に
行くのに車が地区を定期的に回るような
ことを考えてほしい。
▶雨の日の子供の遊び場が無い。児童館
も土日開放されない。雨の日でも遊べる
施設が欲しい。
▶古池トンネルの整備を進めてほしい。大
型バスが通行できず観光にも影響が出て
いる。
▶公衆トイレがない。地元に設置してほし
い。
▶火災があった場合、消防車の持ち出しが
できるのか。一般の人は消火活動をやって
もよいのか。
▶若者の流出を防ぐため、魅力ある農業
のPRをお願いしたい。職をもたない人が
いきいきと生活できるような農業づくりを
ぜひお願いしたい。
▶神怡館が閉館となった。有効活用しても
らいたい。
▶1人暮らし対策、きめ細やかなサービス

が必要と思う。
▶国道140号が299号に繋がったが道路
網がしっかりしていないと発展しない。基
幹道路の建設をできるだけ早く実現して
ほしい。
▶井戸の調査をして、万が一の時に使えれ
ばよいと思う。
▶昔は大家族で、子供は祖父母が面倒を
見ていたが、今は核家族化が進んでそれ
ができない。二世帯住宅を進めるべき。二
世帯住宅減税を検討していただきたい。
▶倉尾の県道が2年前に崩れた。1年前に
はアカシアの木が倒れた。県道が崩れたら
倉尾は陸の孤島になる。検討してもらいた
い。
▶小鹿野町は、子供の医療費・給食費が無
料化など教育面では進んでいる。児童、生
徒が少ないから独自のプログラムを進め
てほしい。それをベースにして親と交流を
もち、意見を聞いてよい（学校）統合をして
ほしい。
▶災害時に応援が入るまでの対応や、ライ
フラインの復旧等ができるまで住民は苦
労すると思う。町でも不測の事態が発生し
た場合の対応策などに力を入れて検討し
ていただきたい。
▶農業の発展に関して、ハウス栽培が盛ん
であり研修生も入ってきているが、農業用
水が足りないなどの問題も聞いている。
▶放課後の町中の遊び場が無いと感じ
る。年の違う子供たちが、歩いていける場
所で、大人の目が少しある場所を作ってい
ただきたい。
▶定期的に町長と話せる機会を設けても
らいたい。
▶通学定期券購入費補助をぜひ長く続け
ていただきたい。バスなどを利用しないが
遠方からの通学を続けている生徒に対す
る同様の補助もいただければありがたい。
▶小鹿野地区の忠魂碑に戦没者の名前が
ないので、戦没者の名前を刻んでほしい。
遺族としてお参りに行っても名前がないと
むなしい。
▶14年ぶりに国保税が引き上げが行われ
る。14年前の状況と比べてどうなのか。
▶複式学級について、当初は不安もあった
が、現場を視察し様々な配慮を確認でき
て、不安の一部は無くなった。子供が少な
くなる中で今後の学校運営をよく考えて
もらいたい。
▶除雪がなかなか来てもらえない。力を
入れてほしい。
▶地域通貨を考えてみてはどうか。

※このアンケートは、4月24日開催分から実施しました。

問 年齢をお聞かせください。

10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代以上
無回答

0.0％
7.0％
3.2％
10.8％
13.3％
34.5％
24.7％
5.7％
0.9％
100％

0
22
10
34
42
109
78
18
3

316

問 性別をお聞かせください。

男
女
無回答

76.9％
21.8%
1.3%
100%

243
69
4

316

回答数　 構成比※回答数　 構成比※

問 町政懇談会はいかがでしたか。

満足
やや満足
やや不満
不満
無回答

31.3％
33.2％
13.3％
4.4％
17.7％
100％

99
105
42
14
56
316

回答数　 構成比※回答数　 構成比※

回答数　 構成比※回答数　 構成比※

アンケート回答者数　316人

  「満足」と回答した理由
▶知らなかった事がわかり、いろいろな
人の意見も聞くことができて良かった。
▶町ありきでもっと自由であればいい
と思う。
▶意見交換ができた。
▶町長の町への思いがよくわかった。
  「やや満足」と回答した理由
▶行政が取り組んでいることが理解で
きた。
▶様々な立場の方の意見が聞けた。
▶質問に適切に対応していただいた。
▶事前に資料が配布されていると良
かったと思う。
  「やや不満」と回答した理由
▶資料が細かくて全体が見えない。
▶初めてだと内容がわかりづらい。
▶時間にゆとりがほしい。
▶もっと多くの町民に参加してもらい
たい。
▶決まったことを押し付けているみた
い。
  「不満」と回答した理由
▶意見は1人5分くらいにして多くの意
見を聞いてほしい。
▶水道ありき、庁舎ありきの説明会だっ
た。
▶時間が足りないように思う。

▶小鹿野町が生き残るために力を入れた
い事を詳しく知りたい。
▶一本杉トンネルを考えてもらいたい。
▶人の働く場所が広がるよう考えていだ
きたい。
▶これからの小鹿野町は10年後、20年後
どう変化するのか。
▶山梨から雁坂峠を越えて来た場合に秩
父を通るか小鹿野から上蒔田インターを
通るか迷う。両神に入る所に寄居、熊谷方
面の看板表示を出し、小鹿野町を通す工
夫をする。
▶他の市町に誇れる町であり続けてほし
い。人口が減少して町として存続できなく
なる町には絶対にしないでほしい。

▶町内を夜通ると暗くて寂しい。スーパー
でもあればお年寄りが大勢いるので助か
る。
▶道路の側溝に蓋がない場所がある。調
査して蓋をしてほしい。
▶現在の方向性で進めてください。
▶地域の意見で多いのは、やはり水道問
題。地元の水を飲みたいという強い気持
ちは変わらない。
▶町職員の中で運転マナーの悪い職員が
いる。町民は見ている。ぜひ指導を。
▶ふるさと納税に小鹿野町は力を入れて
いるのか。
▶別所の災害が起きた時の対応は。
▶野生動物の駆除について聞きたい。

※紙面の都合上、すべてのご意見ご提言を掲載することはできませんでしたので、ご了承ください。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

※構成比：小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比の合計を求めると
100％とならないところがあります。
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町政 PickUp! 町政 PickUp!



町長の見て・聞いて・話して
　第５回の事業所訪問は、６月２０日に株式会社秩父富士を
訪問し、宮内隆社長にお話を伺いました。
　株式会社秩父富士は、昭和４２年（１９６７年）の高度成長
期に設立し、昨年創設５０周年を迎えました。当町には小鹿
野事業所（本社）、両神事業所、長若事業所があり、全社員
の９８％が１５km範囲内から通勤しているという地域密着
型の大企業です。
　案内していただいた小鹿野事業所は、主にコマンドス
イッチやヒュ－ズなどの制御盤等に組み込まれる様々な部
品の製造を行っている制御製造部と操作表示機器、車載
部品など金属部品と樹脂の複合成形品を製造する金型装
置部の工場でした。工場内は作業の効率化を図る部材供
給棚に傾斜をつけるなど、創意工夫が施されており、清潔
感があり、整理整頓されていました。自動機エリアでは、製
品の作業状況や終了予定時刻等をモニタ－で確認するこ
とができ、一日の作業効率が一目でわかるようにＩＴ化され
ているため、社員一人ひとりが作業の進捗を共有すること

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.5 ～

「株式会社 秩父富士」

▲金型の説明を受ける森町長▲金型の説明を受ける森町長

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地

電 話

代表取締役社長　宮内　隆
４８6名
１９６７年２月
本社：小鹿野町小鹿野755-1
両神事業所:小鹿野町両神薄２３６-２
長若事業所：小鹿野町般若８７４-１
本社：０４９４-７５-１１１１

会社概要

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

「事業所訪問」を
連載します。

ができます。また、社員一人ひとりが提案できる仕組み作
りが確立しており、改善に取り組んだ事例などは掲示板に
紹介され、社員の意欲と士気の高さが伝わってきました。
　５０年に渡り培ってきた特異な技術で、製造機械も自社
開発するなど自社完結での完全一貫体制の強みを持って
いるからこそ、お客様の信頼も厚く、社員一丸となって粘り
強いものづくりを目指している企業であると感じました。
わが社の主力製品

　国内で最も歴史のある富士コマ
ンドスイッチ。押しボタンスイッチ、
セレクタスイッチをはじめ安全性に
優れた非常停止用押しボタンスイッ
チなど各種の用途に応じた豊富な
機種を揃え、海外規格の認証取得と
高い品質で幅広く採用されていま
す。短納期や少量の注文、製品のカ
スタムにも対応が可能です。ＩＳＯ９０
０１認証取得対象製品として、マグ
ネットスイッチ、切替スイッチ、表示
器、複合部品、シ－トキ－ボ－ド、ＩＣソ

ケット、金型、ヒュ－ズ、電気機器用プラスチック成形品があ
ります。
ここに自信あり
　製品に求められる多様な
ニ－ズをわが社の固有技術
の様々な組み合わせで実現
し、お客様の要求には、開発
から製品設計、金型設計製
作、製造設備設計製作、量産
対応、品質保証まで、すべて
自社内での完全一貫体制で
お応えしています。

▲ＩＴを活用した作業ライン

▲写真左から森町長、宮内社長

日時●9月8日（土）14:30～（開場14:00～）
場所●小鹿野文化センター・ホール
講師●さかなクン（東京海洋大学名誉博士）　
入場料●無料（全席自由、入場には入場整理券が必要です。）
【入場整理券】
配布開始●8月6日（月）8:30より入場整理券を配布します。
配布場所●小鹿野文化センター／両神庁舎・おもてなし課
配布時間●8:30～17:00
※入場整理券は、1人4枚までとさせていただきます。
※2歳以下のお子様は保護者のひざ上となりますので予めご了承ください。
問合せ●小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

▲
写真上：コマンドスイッチ
写真下：富士低圧限流ヒュ－ズ・
高圧限流ヒュ－ズシリ－ズ

こんにちは。
町長です。

　西秩父地域で唯一の県立
小鹿野高等学校は、昨年度、
創立７０周年を迎えました。戦
後間もない昭和２３年４月に県
立秩父農業高等学校小鹿野
分校としてスタートし、昭和２８
年４月から県立小鹿野高等学

校となり今日まで至ります。これまでに多くの卒業生を
輩出し、小鹿野町内はもちろん国内外で活躍している
人材を育てて参りました。
　小鹿野高等学校は、社会情勢の変化により様 な々変
遷を歩みますが、近年では、１学年３クラスで定員１２０
名となり、県内でも小規模校の一つとなっています。小
規模校のメリットを生かし総合学科の高校として、生徒
一人ひとりの多様性を伸ばす教育が行われています。
　また、埼玉県教育委員会のご理解ご高配を賜る中で、
県内では唯一、平成２４年度から「山村留学」制度が試
行されています。この制度は、高校で取り組んでいるス
ポーツや文化などに興味、関心を持つ遠方からの希望
者を、小鹿野町の宿泊施設（現在は須崎旅館、国民宿
舎両神荘の２カ所）で受け入れて、高校生活を送るもの
です。保護者の元を離れて宿泊しながら自然や文化が
豊かな町で高校生活が送れることで、今まで４０人を越
える生徒がこの制度を利用しています。
　特に野球部では外部コーチとして、高校、大学、社会

人野球で活躍し、その後、早稲田大学野球部や社会人
野球プリンスホテルの監督、プロ野球読売巨人軍球団
編成本部長補佐などを務められた石山建一氏を招聘
して、多くの山村留学生が集まっています。
　小鹿野高校野球部の活躍は、高校はもちろん当町に
も活気や元気を与えてくれています。
　小鹿野高等学校は、当町をはじめとする西秩父地域
にとっては不可欠な存在です。特に西秩父地域は広大
な面積を有しますが鉄道もなく、他地域へ通学するのも
大変不便な地域です。この地域に高等学校があるとい
うことは、町のイメージにとっても重要なことであり、また
高校を卒業した人材が地域を担って行く力となっていま
す。
　ところで現在、埼玉県教育委員会では、社会ニーズ
に対応した特色ある高校の設置や、教育環境整備のた
めの県立高校の再編整備についての方針を定め、再
編整備の進め方として当町に関係する北部及び秩父
地域で、２～３校の再編整備を行うことを検討していると
のことです。
　当町としても埼玉県教育委員会、小鹿野高等学校と
密接な連携を図りながら、このことに対応して参りたい
と存じます。

小鹿野町長　森 真太郎

創立７０周年を迎えた　
埼玉県立小鹿野高等学校について

第43回小鹿野町文化講演会
～さかなクンの
　ギョギョッとびっくり講演会 in小鹿野～

第43回小鹿野町文化講演会
～さかなクンの
　ギョギョッとびっくり講演会 in小鹿野～

第43回小鹿野町文化講演会
～さかなクンの
　ギョギョッとびっくり講演会 in小鹿野～

第43回小鹿野町文化講演会
～さかなクンの
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㈱近畿日本ツーリスト首都圏から「地域おこし企業人」
として社員が出向しています
㈱近畿日本ツーリスト首都圏から「地域おこし企業人」
として社員が出向しています
㈱近畿日本ツーリスト首都圏から「地域おこし企業人」
として社員が出向しています
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8月は
「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」です
8月は
「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」です
8月は
「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」です
8月は
「人権尊重社会をめざす県民運動強調月間」です

　6月26日にアウトドア用品の企画・製造・販売を行う株式会社モンベルと包
括連携協定を締結しました。
　この協定は、小鹿野町の豊かな自然を活かしたアウトドア活動等の促進を通
じて、地域の活性化を図ることを目的としたもので、連携・協力事項は以下の７
つです。

　暑い毎日が続いています。皆様いかがお過ごしで
しょうか。
　今回は高血圧の原因と、実際の値についてみて
いきましょう。
　まずは高血圧の原因です。実は現在の日本人の
高血圧は、原因がわからない本態性高血圧が90％
を占めており、それに肥満や食塩の過剰摂取、遺伝
などの要因も組み合わさって血圧が高くなると言わ
れています。一方で血圧の上がる原因がわかってい
る二次性高血圧は、腎臓自体の問題や、腎臓･副腎
･甲状腺から出されるホルモンの異常など様々で
す。二次性高血圧は、本態性高血圧とくらべると、若
い人に多くみられます。
　以下に血圧の値を示します。

　なぜ血圧を下げる必要
があるのか、それは世界的
な研究でも明らかになって
います。ある研究では、血圧
をしっかりと下げたグルー
プの方がそうでないグルー
プに比べ、死亡や心筋梗塞、心不全、脳卒中の危
険性を約4分の1に減らすことが出来たと発表され
ています。
　しかし、敏感になりすぎないでくださいね。時 「々先
生、今朝の血圧が148/90だったんです。大丈夫で
しょうか」と相談されます。その気持ちはわかります。
でも一時的な血圧に左右されることはありません。
私だって、ちょっとイラッとしたときは血圧も上がって
いるでしょう。しかし、いつでも血圧が高いのを放置
しておくのはよろしくありません。気にならないに程度
に血圧を測る癖をつけるといいかもしれませんね。
いつ測っても前述の表の値以上であれば医療機関
に相談してください。血圧が上がってしまうようなスト
レスはためないように、笑顔で過ごしましょうね。

生活習慣病について④　　高血圧
小鹿野中央病院長　内田　望
気 になるつぶやき
内田の

国保町立小鹿野中央病院職員募集国保町立小鹿野中央病院職員募集国保町立小鹿野中央病院職員募集国保町立小鹿野中央病院職員募集
問合せ●国保町立小鹿野中央病院事務局☎75-2332●正規職員

●臨時職員

募集職種

看護師

診療放射線技師

5人程度

1人

採用予定人数 受験資格

•看護師免許を有する人、又は平成30年度中
に実施される国家試験を受験し同免許取得
見込みの人
•診療放射線技師免許を有する人、又は平成
30年度中に実施される国家試験を受験し同
免許取得見込みの人

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

試験日及び内容●9月1日（土）／小論文及び面接
試験場所●国保町立小鹿野中央病院
採用予定日●平成31年4月1日
受付期間及び時間●8月1日(水)～23日(木)　
8:30～17:15(土・日・祝日は除く)

※郵送の場合は、8月23日(木)までに必着
提出書類●履歴書、卒業見込み証明書、成績証明書
　　　　　※有資格者は履歴書及び免許証の写し

募集職種●通所リハビリ職員（パート）　1人
業務内容●リフト車の運転
試験日及び内容●8月23日（木）／面接
試験場所●国保町立小鹿野中央病院
採用予定日●平成30年9月3日

受付期間及び時間●8月1日(水)～15日(水)　
8:30～17:15(土・日・祝日は除く)
※郵送の場合は、8月15日(水)までに必着
提出書類●履歴書、運転免許証の写し

（2014年11月　NPO法人日本高血圧学会発行　一般向け「高血圧治療ガイドライン」解説冊子より）

(1)自然体験の促進による環境保全意識の醸成に関する
こと

(2)子どもたちの生き抜いていく力の育成に関すること
(3)自然体験の促進による健康増進に関すること
(4)防災意識と災害対応力の向上に関すること

(5)地域の魅力発信とエコツーリズムの促進による地域
経済の活性化に関すること

(6)農林水産業の活性化に関すること
(7)高齢者、障がい者等の自然体験参加の促進に関する
こと

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

　6月27日に国内外旅行の企画や運営などを行う株式会社近
畿日本ツーリスト首都圏と出向協定を締結いたしました。
　この協定は、総務省が推進している「地域おこし企業人交流
プログラム」を活用し、三大都市圏民間企業からの社員を一定
期間受け入れ、経営感覚や視点、スピード感を取り入れ、町の観
光振興を図りながら交流人口の拡大を実現
することを目的としたものです。
　7月1日から最長3年間、地域活性化アドバ
イザーとして町へ社員を出向していただくこ
とになりました。

地域おこし企業人
地域活性化アドバイザー
石塚 浩哉さん

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

　いじめや体罰、パートナーへの暴力、高齢者への
虐待、障害者への差別など人権問題が発生していま
す。また、インターネットを悪用したプライバシーの
侵害など新たな人権問題も増加しています。
　「人権尊重社会をめざす県民運動」はすべての県
民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会を
実現するため、県・市町村はもちろん県民総ぐるみで
取り組む運動です。

日時●8月25日(土)10:00～15:30
場所●久喜総合文化会館(久喜市)
内容●①生稲晃子さん(女優・タレント)による人権講演会
　　　②花咲徳栄高等学校吹奏楽部による演奏
　　　③子ども人権メッセージ　ほか
その他●入場無料、先着順、事前申込不要
問合せ●埼玉県人権推進課☎048-830-2255

～人権啓発フェスティバル～
「ヒューマンフェスタ2018in久喜」
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日時●9月14日(金)11:30～13:00
場所●小鹿野文化センター・研修室
内容●①「ちょっと気になる子に適した環境とは」（お話：埼
玉県ペアレントメンター）　②プチ交流会
対象●就学前から小学3年生までの子育てに悩んでいる
保護者

　ペアレントメンターとは、相談にのるための研修を受け続けている発達障害の子どもを育て
てきた先輩お母さんです。「ちょっと気になるなぁ…」など、子育てに悩んでいる保護者の皆さん、
ペアレントメンターのお話を聞いて同じような立場のお母さんと交流してみませんか。

問合せ●小鹿野庁舎・住民課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101

児童扶養手当＆特別児童扶養手当のご案内児童扶養手当＆特別児童扶養手当のご案内児童扶養手当＆特別児童扶養手当のご案内児童扶養手当＆特別児童扶養手当のご案内 「子育て包括支援室」情報「子育て包括支援室」情報「子育て包括支援室」情報「子育て包括支援室」情報

　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●8月7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。

ちびっこサロン（予約制）
　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
ない支援を実施していくため、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　
※8月8日(水)は横瀬町町民会館で、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。

助産師による「ほっと ハグくむ... ママサロン」

受給資格
　手当を受けることができる人は、次の条件にあて
はまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護し
ているひとり親、又は養育者で、所得が一定の額未満
の人です。
■父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
■父又は母が死亡した児童
■父又は母に一定の障害がある児童
■父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
■母が婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児
童等
※児童が政令で定める障害を有する場合は、20歳未
満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は
問いません。

所得制限
　資格のある人は、所得に関わらず申請できます。
ただし、申請者や扶養義務者の所得により手当の支
給に制限があります。また、平成30年8月より所得
制限限度額が引き上げられます。詳しくは、小鹿野
庁舎・住民課までお問い合わせください。
児童扶養手当額

●児童扶養手当制度
母子・父子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

●特別児童扶養手当制度

こどもの
人数

月額
（全部支給）

月額（一 部支給）
※所得に応じて決定

１人の場合
２人目の
加算額
３人目以降の
加算額（１人につき）

42,500円

10,040円

6,020円

42,490円～10,030円

10,030円～5,020円

6,010円～3,010円

　精神又は身体に一定の障害のある満20歳未満
の児童の福祉の増進を図ることを目的としていま
す。
受給資格
　精神や身体に一定の障害のある児童を監護する
父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育して
いる人で、所得が一定の額未満の人です。
特別児童扶養手当額

区分 手当月額
1級該当児童1人につき
2級該当児童1人につき

51,700円
　34,430円

各手当の受給者は現況届の
提出を忘れずに！
　現在、児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給してい
る人は、役場からの案内通知を確認のうえ、忘れずに提
出してください。
　現況届が未提出の間は、手当が支給されませんので
ご注意ください。
　また、いずれの手当も、何らかの事情により、過払いが
発生した場合には返還をしていただくことになっており
ます。
　申請手続き等について詳しくは、小鹿野庁舎・住民課 
子育て包括支援室までお問い合わせください。
問合せ●小鹿野庁舎・住民課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101

住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」を
行っています
住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」を
行っています
住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」を
行っています
住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」を
行っています

　町では、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人
及び第三者に交付したとき、本人に通知する「本人通知
制度」を行っています。
　この通知を受けるためには、事前に申込が必要です。
　なお、申込ができる人は、小鹿野町に住民登録をして
いる人、又は本籍がある人です。
　申込には、個人番号カード、写真付住基カード、パス

ポート、運転免許証などの本人確認書類と認印が必要
です。
申込＆問合せ●小鹿野庁舎・住民課
　　　　　　　☎75-1418

子育て応援講座 ～ペアレントメンターをご存知ですか？～子育て応援講座 ～ペアレントメンターをご存知ですか？～子育て応援講座 ～ペアレントメンターをご存知ですか？～子育て応援講座 ～ペアレントメンターをご存知ですか？～

交通事故被害者のご家族へ援護金を給付します交通事故被害者のご家族へ援護金を給付します交通事故被害者のご家族へ援護金を給付します交通事故被害者のご家族へ援護金を給付します

費用●無料
申込み●8月31日(金)までに保健福祉センター・福祉課
又は小鹿野庁舎・住民課へお申し込みください。申込用紙
は、下記の課に用意してあります。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109
小鹿野庁舎・住民課 子育て包括支援室☎75-4101

給付対象●平成29年4月1日以降、交通遺児等となった
県内在住の人
給付額●10万円(子ども1人につき)※1回のみ
給付時期●11月又は来年5月
申請書提出期限●11月給付分は8月31日(金)まで
　　　　　　　　来年5月給付分は2月28日(木)まで

　埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金
を給付しています。
※「交通遺児等」とは、18歳以下の人で保護者(一方又は双方)が交通事故(陸海空全ての
交通事故が対象)により、死亡又は重い障害を負った人をいいます。

提出先●みずほ信託銀行浦和支店へ郵送又は持参してく
ださい。
(さいたま市浦和区高砂2-6-18)☎048-822-0191
※申請書は、小鹿野庁舎・住民課で配布しています。
問合せ●埼玉県防犯・交通安全課☎048-830-2958
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　くみ取り業者の都合により、8月13日(月)から16日(木)
までの間、し尿くみ取り業務を休止します。ご不便をおか
けしますが、ご理解ご協力をお願いします。
　なお、お盆が近くなりますと依頼が混み合い、要望に応
じられない場合がありますので、8月10日（金）までのくみ
取り依頼は、8日(水)までにお願いします。
申込＆問合せ●衛生センター・衛生課☎75-0352

日時●10月18日(木)小鹿野、長若地区
　　　　　 19日(金)三田川、倉尾、両神地区
　　　両日とも10:00～
場所●小鹿野文化センター
対象●満75歳以上の人、金婚を迎えるご夫婦(昭和43年
1月1日から昭和44年3月31日までに結婚され、小鹿野町
に住所のあるご夫婦)
※金婚について該当されるご夫婦は、9月20日(木)までに
福祉課へご連絡をお願いします。
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

【説明会・チェーンソー講習会】
日時●8月25日(土)9:00～
場所●秩父広域森林組合・木材センター
　　　（秩父市寺尾2718-1）
※申込不要、受講無料

【木の駅概要】
出荷日●9月8日(土)、10月13日(土)、11月10日(土)、12月
8日(土)、平成31年1月12日(土)、2月9日(土)、3月9日(土)
時間●9:00～16:00
場所●秩父広域森林組合・木材センター
　　　(秩父市寺尾2718-1)
買取価格●0.5㎥あたり2,000円分、1㎥あたり4,000円
分の地域商品券で買い取ります。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

調査委託先●公益社団法人小鹿野町シルバー人材センター
調査期間●9月～11月
調査対象●昭和52年3月以前に建築された以下の用途の建物
◎工場や事務所等の事業用建物
◎共同住宅の共用部分(通路、ホール、エレベーター等)
◎住宅兼店舗や住居兼事務所(事業用部分)
◎街路灯(水銀灯)
※一般家庭の蛍光灯や共同住宅の居住スペースには、PCB含有の
蛍光灯安定器はありません。

問合せ●埼玉県環境部産業廃棄物指導課
　　　　☎048-830-3148

捨てている木を商品券に！「ちちぶ木の駅プロジェクト」捨てている木を商品券に！「ちちぶ木の駅プロジェクト」捨てている木を商品券に！「ちちぶ木の駅プロジェクト」捨てている木を商品券に！「ちちぶ木の駅プロジェクト」 古い蛍光灯や街路灯の調査にご協力をお願いします古い蛍光灯や街路灯の調査にご協力をお願いします古い蛍光灯や街路灯の調査にご協力をお願いします古い蛍光灯や街路灯の調査にご協力をお願いします

お盆期間中の
し尿くみ取り業務を
休止します

お盆期間中の
し尿くみ取り業務を
休止します

お盆期間中の
し尿くみ取り業務を
休止します

お盆期間中の
し尿くみ取り業務を
休止します

　「ちちぶ木の駅プロジェクト」が今年も始まります。この取組は、秩父の山に眠っている間伐材
などを「木の駅」に出荷して、地域商品券で買い取るものです。
　木の駅に木材を出荷する(売る)には、木の駅の説明会に参加する等、プロジェクトの内容を
確認したうえで、出荷者申込書兼登録証に必要事項を記入し、両神庁舎・産業振興課へ提出して
ください。(昨年までに登録をお済みの人は、登録手続きは不要です。)
　木の駅の説明会とチェーンソーの取扱いに関する講習会を同時開催しますので、安全に作業
していただくためにも、奮ってご参加ください。

　PCB（ポリ塩化ビフェニル）は、体内に入ると健康被害を出す恐れがあるため、法律で期限内の
処分が義務付けられています。そのため、埼玉県では今年度、PCB含有の疑いがある古い蛍光
灯などの安定器について、訪問による調査を実施します。
　調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

検査日程・場所
■9月10日(月)／両神庁舎
　10:00～12:00、13:00～15:00
■9月11日(火)／小鹿野総合センター
　10:00～12:00、13:00～15:00

検査手数料【機械式（アナログ式）】
■指示はかり、台手動はかり、等比皿はかり、懸垂手動はか
り、不等比皿はかり、天びんはかり
　ひょう量100キロ以下…600円
　ひょう量250キロ以下…1,000円
■棒はかり、懸垂指示はかり　300円
■分銅、おもり付きのはかりは、分銅、おもりの個数分が
検査料に加算されます。　1個…10円
※電気式及びひょう量250キロを超える機械式はかりは、
別に巡回検査が行われます。

計量器(はかり)定期検査のお知らせ計量器(はかり)定期検査のお知らせ計量器(はかり)定期検査のお知らせ計量器(はかり)定期検査のお知らせ
　取引や証明に使用している計量器(はかり)は、計量法により定期検査(2年に1回)が義務付け
られています。次のとおり埼玉県計量検定所による定期検査(集合検査)が行われますので、検
査の対象となる計量器を使用されている人は、「検査申請書」、「計量器」、「手数料」を当日持参
のうえ、必ず検査を受けてください。
　また、今回より新たに検査を受ける人は、当日「計量器」と「手数料」を持参してください。
　なお、検査の対象となる計量器を使用されている人には、電話や郵便等で問い合わせを行う
場合がありますのでご協力をお願いします。

①商品の重さを明示するために使用するもの
②原材料の購入、製品の販売出荷のために使用するもの
③食材などの購入のために使用するもの
④貨物、荷物の運賃算出等に使用するもの
⑤農産物などの売買、出荷のために使用するもの
⑥薬の調剤用に使用するもの
⑦廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの

⑧自動詰込機により詰め込んだ商品の重さを最終確認するた
めに使用するもの
⑨観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記の
ために使用するもの
⑩保健センター、病院、学校、幼稚園、保育所等で法に定めら
れた健康診断(体重測定)に使用するもの

平成29年度 情報公開制度･個人情報保護制度の運用状況平成29年度 情報公開制度･個人情報保護制度の運用状況平成29年度 情報公開制度･個人情報保護制度の運用状況平成29年度 情報公開制度･個人情報保護制度の運用状況

検査の対象となる
計量器の例
検査の対象となる
計量器の例

問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

　訪問調査員は、県が調査員として
指定したことを証明する身分証明書
を携帯しています。また、調査員が物
品の販売や勧誘等を行うことはあり
ません。

ご注意ください
ご注意ください

小鹿野町敬老会小鹿野町敬老会小鹿野町敬老会小鹿野町敬老会

◆ ◆ ◆ 個人情報取扱事務の届出件数 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 個人情報目的外利用等の届出件数 ◆ ◆ ◆ 

町長
教育委員会
選挙管理委員会
公平委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価
審査委員会
議会
　合　計

749
147
5
2
5
5

2

4
919

9
－
－
－
－
－

－

－
9

1
－
－
－
－
－

－

－
1

1
－
－
－
－
－

－

－
1

757
147
5
2
5
5

2

4
927

実施機関 平成28年度末
届出済件数

平成29年度中届出件数 平成29年度末
届出済件数開始　 変更　 廃止

町長
教育委員会
選挙管理委員会
公平委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価
審査委員会
議会
　合　計

153
13
1
ー
ー
2

ー

ー
169

6
－
－
－
－
－

－

－
6

0
－
－
－
－
－

－

－
0

159
13
1
0
0
2

0

0
175

実施機関 平成28年度末
届出済件数

平成29年度中届出件数 平成29年度末
届出済件数目的外利用　外部提供

◆ 情報公開請求

12件 11件

1件

公開
部分公開
非公開
その他(取下げ)

4件
7件
0件
1件

請求状況 決定状況
◆ 個人情報開示、訂正等請求

0件 0件

開示
訂正
削除
目的外利用の中止
外部提供の中止

0件
0件
0件
0件
0件

請求状況 決定状況

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課
　　　　☎75- 4197
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　第66回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会を開催し
ます。秩父鉄道「秩父駅」前から市内の公道をパレードし、
太田・堀切・小柱・蒔田・品沢・伊古田地区の周回コースを
会場とします。
　沿道を力走する選手に温かい声援をお願いします。
　また、本大会の開催に伴い、交通規制を実施します。ご
不便・ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。
期日●9月9日(日)
スタート時間・場所●
【初・中級者部門】9:00／大田小・中学校前発
【上級者部門】10:00／秩父駅前発
道路交通規制時間●8:30～12:30（秩父駅前から東都
秩父CC入口までのパレード走行区間については10:00
～10:30）
規制区間●(秩父駅前→秩父公園橋→尾田蒔交差点→
東都秩父CC入口→)富田農園→大田小・中学校→小柱
西→諏訪橋→和銅大橋入口→東都秩父CC入口→富田
農園前→大田小・中学校の周回

平成30年度
手話普及リレーキャンペーン
in秩父

平成30年度
手話普及リレーキャンペーン
in秩父

平成30年度
手話普及リレーキャンペーン
in秩父

平成30年度
手話普及リレーキャンペーン
in秩父
　手話が「言語」だということをご存知ですか？
　ろう者(耳の聞こえない人)との大切なコミュニケー
ション手段「手話」を身近に感じましょう！
日時●9月8日(土)13:30～15:30
場所●秩父宮記念市民会館・けやきフォーラム
定員●200人(事前申込を優先)
※事前申込状況によっては、当日参加も可能です。
内容●①クレヨンしんちゃんのキャラクターと手話を学
ぶ「はじめての手話講座　しんちゃんといっしょに手話を
学ぼう」
②NPO法人　舞はんど舞らいふのダンスチームによる
手話ダンスパフォーマンス
費用●無料
申込＆問合せ●8月31日(金)までに代表者氏名、参加人
数、電話番号、FAX番号又はメールアドレスを記入のう
え、メール又はFAXでお申し込みください。
㈱セレスポさいたま支店　手話普及リレーキャンペーン
担当☎048-825-3271　FAX048-825-3274
メール syuwa-hukyuu@cerespo.co.jp
【イベントに関する問合せ】　
埼玉県障害者福祉推進課☎048-830-3294　
FAX048-830-4289

埼玉県手話通訳者
養成講習会【手話通訳Ⅰ】
埼玉県手話通訳者
養成講習会【手話通訳Ⅰ】
埼玉県手話通訳者
養成講習会【手話通訳Ⅰ】
埼玉県手話通訳者
養成講習会【手話通訳Ⅰ】

日時●①昼コース
　　　10月16日(火)～平成31年3月19日(火)
　　　毎週火曜日10:00～15:00
　　　②夜コース
　　　10月4日(木)～平成31年3月14日(木)
　　　毎週木曜日19:00～21:00
場所●①埼玉聴覚障害者情報センター・埼玉県障害者
交流センター②秩父市福祉女性会館
定員●各30人
対象●聴覚障害者支援活動1年以上で県内在住在勤、県
の手話通訳者を目指す人
費用●テキスト代のみ受講者負担
審査●9月16日(日)9:45～12:00埼玉聴覚障害者情報
センター 
※結果は9月25日(火)までに通知します。切手貼付封筒
を審査当日に持参してください。
申込＆問合せ●8月25日(土)までに所定の申込書に記入
のうえ、埼玉聴覚障害者情報センターへお申し込みくだ
さい。
※申込書は、埼玉聴覚障害者情報センターと小鹿野町
福祉課に用意してあります。
埼玉聴覚障害者情報センター
☎048-814-3351　
FAX 048-814-3352

　小鹿野中学校では、2年生の「総合的な学習の時間」
で郷土学習を行っています。昨年度までは、歌舞伎学習
班、森林学習班、自然･文化学習班の3班で学習を行って
いましたが、本年度より新たに文学研究班が設けられまし
た。
　社会教育課では、自然･文化学習班と文学研究班の講
師を担当するほか、歌舞伎学習班の支援も行っています。
　自然・文化学習班は、秩父まるごとジオパーク推進協議
会と協力し、町内の国指定天然記念物である「ようば
け」・「犬木の不整合」など古秩父湾指定地やジオサイト
などの地質関係、札所31番32番や町で保管している文
化財などの歴史文化関係の現地見学を計画しています。
学習の成果は、中学校の文化祭で発表をする予定
です。
　歌舞伎学習班は、小鹿野歌舞伎保存会の方々
が講師となり、本年度も郷土芸能祭で「口上」と
「青砥稿花紅彩画白浪五人男稲瀬川勢揃之場」
を上演することになりました。統合中学校での歌舞
伎伝承も3年目となり、新たな伝統が築き上げられ
ています。
　今年度より始まる文学研究班は、宮沢賢治を中

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063

心に小鹿野に
ゆかりのある作
家に関すること
を学ぶ予定で
す。宮沢賢治も
作品のことだけ
ではなく、小鹿
野を訪れた理由
や実際に行った場所など、文学以外の視点でも学習を進
めていきます。
　学習は2学期から本格的に始まる予定ですが、生徒た
ちに地域のことを知ってもらい好奇心を刺激できるよう、
町としても取り組んでいきます。

◆盛んになる郷土学習
文化財ノート

No.5

般若の丘公園を見学する自然・文化学習班

昨年の歌舞伎•郷土芸能祭で上演する歌舞伎学習班▲平成30年6月27日入札分

事業名　　　　　　　　   　事業場所等　　　    　　契約額　　　　  落札者　　　　　 　  　 　履行期間
森林管理道長久保線落石防護網
設置工事
町営住宅滝原・小沢口団地一部
解体工事
道の駅両神温泉薬師の湯駐車場
区画線工事
小鹿野町消防団第5支団第3分団
詰所新築工事
国土調査地籍測量委託
（般若10・11）事業
交通安全施設管理台帳作成
業務委託

小鹿野町橋梁修繕設計業務委託

小鹿野町トンネル定期点検業務
委託
小鹿野町財務書類等作成支援
業務委託

藤倉地内

飯田・両神薄地内

両神薄地内

両神小森地内

般若地内

小鹿野町全域

三山外地内

飯田外地内

小鹿野町総合政策課

有限会社ミヤテック

寿産業株式会社

株式会社両神産業

株式会社山崎工務店

桂測量設計株式会社

アジア航測株式会社
埼玉支店
共和コンサルタント
株式会社
基礎地盤コンサルタンツ
株式会社 北関東支店
日本会計コンサルティ
ング株式会社

～平成30年10月31日

～平成30年11月30日

～平成30年9月28日

～平成31年1月31日

～平成31年3月8日

～平成30年9月28日

～平成30年12月20日

～平成30年11月30日

～平成31年3月15日

5,698,032円

5,292,000円

1,652,400円

34,560,000円

10,044,000円

1,944,000円

9,720,000円

7,020,000円

1,134,000円

◆　◆　◆ 入札結果のお知らせ ◆　◆　◆ ※金額は、消費税込

第66回 秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会の
開催と交通規制のお知らせ
第66回 秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会の
開催と交通規制のお知らせ
第66回 秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会の
開催と交通規制のお知らせ
第66回 秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会の
開催と交通規制のお知らせ

9/9
日
9/9
日
9/9
日
9/9
日

※国道140号大塚交差点から新皆野橋、小柱方面への
規制及び皆野寄居有料道路の小柱IC、蒔田ICの規制も
実施します。
問合せ●秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会実行委員
会(埼玉県スポーツ振興課)☎048-830-6953
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8/1㊌　
9:00～12:00七夕飾りを作ろう 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。

対象●①平成２８年度、２９年度生まれのお子さんと保護者　②平成２７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。子育てサークル ①８/８㊌　②８/２２㊌

１０：００～１１：３０

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
親子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。

お庭で遊ぼう
（水遊び）

８/７日㊋、１７㊎　
１０：００～１１：３０

対象●１歳以上のお子さんと保護者
水遊びのおもちゃ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　＊体温を測ってきてください。

水遊びのおもちゃ作り
（水遊び）

８/９㊍　
１０：００～１１：３０

８/２９㊌
１０：２０～１２：００

対象●２～7カ月のお子さんと保護者
歌を添えたベビーマッサージは赤ちゃんの体調を整え体を丈夫にし、心も育てます。【持
ち物】大きめのバスタオル、オムツ、着替え

ベビーマッサージ
講師：川田ひかりさん

曜日 電話
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

月
火
水
木
金

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

医療機関名

※必ず電話にてご連絡のうえ、受診してください。

　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。

初期救急医療
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

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

相談員　　　　　　 日時　　　　　　　会場
●毎週木曜日実施（祝日は行いません）

▶問合せ／小鹿野町社会福祉協議会 ☎75-4181心配ごと相談

山崎登志男さん 毎週木曜日
10：00～15：00

児童館
※第3木曜日は両神振興会館

相談員　　　　　　日時　　　　　　　 会場
●毎月第3月曜日（休日の場合は翌日）実施

▶問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）行政相談

髙橋　稔さん
黒澤英子さん

8月20日（月）
13：00～15：00

小鹿野
文化センター

▶問合せ／保健福祉センター ☎75-0135

相談員　　　　　　  日時　　　　　　　　会場

認知症に関する相談

地域包括支援
センター保健師

保健福祉センター
②の場合、または訪問
を希望される場合は、事
前にご連絡をください。

①8月14日㈫、28日㈫
　9：00～12：00
②平日（月～金）
　9：00～17：00

●物忘れなどの生活の不安　●介護全般 

定期無料相談 ＊秘密は厳守しますので、お気軽にご利用
　ください。

相談員　　　　　　  日時　　　　　　　 会場
●隔月（偶数月第3水曜日）実施

●相談内容
▶問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）登記・法律相談

埼玉司法書士会
秩父支部会員

8月15日（水）
13：00～15：00

小鹿野
文化センター

　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

※18：00以降は必ず電話でご連絡のうえ、受診してください。

相談は全て要予約／☎22-3824
会場／秩父保健所

■ひきこもり専門相談　相談員／臨床心理士
日時／9月4日（火）13：30～（次回は11/6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
医師相談　日時／9月5日（水）13：30～（次回は11/14予定）
臨床心理士相談　日時／8月20日（月）14：00～（次回は9/10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／8月8日（水）9:00～10:00　28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。

平日受付／
19：30～22：00
（祝日は行いません）

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

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）

相談員　　　　　　 日時　　　　　　　　会場
小鹿野
文化センター

●隔月（奇数月）実施

弁護士
加藤純二さん

9月19日（水）
13：00～15：00

▶問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）法律相談

期日 所在地 電話
11日㊗
12日㊐
13日㊊
14日㊋
15日㊌
16日㊍

8月

萩原歯科医院
しまだ歯科医院
秩父病院 歯科
秩父病院 歯科
秩父病院 歯科
秩父病院 歯科

大野原
小鹿野町
和泉町
和泉町
和泉町
和泉町

24-9669
72-7201
26-6180
26-6180
26-6180
26-6180

医療機関名

※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。

診療時間／10:00～13:00

事業名　　　　　     　　日時　　　　　　　　　　　　　　　　　対象／内容
●予約なし

乳幼児の大好きな絵本を貸し出します。

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
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？

子育て相談（電話）

８/８㊌ 　9：30～16：00子育て相談（面接）

事業のある日 ９：3０～１６：００絵本の貸し出し

８/２㊍
①10：0０～１１：0０
②11：1０～１１：3０

①発育測定
②誕生会

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。

８/２３㊍  
１０：００～１１：３０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。

にこにこタイム
（手遊び・絵本読み聞かせ）

事業のある日　毎日
１１：30～１１：4０、１6：00～１6：10

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。

ランチタイム ８月開所日
１１：３０～（水曜日以外）

対象●0歳からのお子さんと保護者
ランチを持参した人は、楽しく食べましょう。

幼稚園児午後開放 １３：００～１６：００(水曜以外)
対象●０歳～就学前児
０歳～３歳のお子さんがいなくても３歳～５歳の就学前児も利用できます。なお、８/１３～
16は、午前から利用できます。

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

毎週月曜日　
A８/６　B８/２０　C８/２７
１０：００～１１：３０

対象●1歳未満のお子さんと保護者
A計測・離乳食個別相談（保健師・管理栄養士） B赤ちゃんとのかかわり方（保育園長） C
スキンシップ遊び（保育士）＊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。

毎日（イベントや年齢別講座日
以外）９：００～１６：００
8月土曜開放は、お休みです。

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。

開放赤ちゃんのお
部屋・プレイホール
（遊戯室）・園庭

「小鹿野幼稚園との
交流会」親子で水遊
びをしていると年少
さんがシャボン玉を
見せてくれました。▶

幼児食体験「出汁で
煮た根菜とおにぎ
り・・・よく噛んで食べ
るとおいしいね！」▶

●予約制です
予約受付：７月３日（月）午前１０時から開催前々日事業名　　　　　    　　日時　　　　　　　　　　　　　　　　　　  対象／内容

８/２１㊋  ９：５０～１１：３０

８/２４㊎  ９：５０～１１：３０

対象●1歳代のお子さんと保護者年齢別講座よちよち

年齢別講座
てくてくじゃんぷ

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。８月は水遊びです。【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●２歳代・３歳代のお子さんと
保護者

８/１０㊎  
１０：００～１１：３０

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。

公園で遊ぼう
（みどりの村ジャブジャブ池）
 雨天：子育て支援センター

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。

８/３０㊍　
１０：００～１１：３０

親子のびのび体操
健康運動指導士：上野雅也さん

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。【持ち物】レジ袋、水筒、おしぼり手拭き等

８/３㊎　
９：５０～１２：００

たなばた夏まつり
参加費：300円

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。

８/４㊏　
１４：００～１６：００

パパと遊ぼう
（七夕フェスティバル）

※申込期限に注意してください。８月１日（水）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。

期日 医療機関名（診療科目） 所在地 電話
※医師会休日診療所(内・小)
近藤医院(婦・内)
※医師会休日診療所(内・小)
石塚内科胃腸科医院(内・胃)
※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)
秩父生協病院(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)

熊木町
日野田町
熊木町
下影森
熊木町
小鹿野町
熊木町
阿保町
熊木町
小鹿野町

23-8561
22-0043
23-8561
24-5010
23-8561
75-2332
23-8561
23-1300
23-8561
75-2332

5日㊐

11日㊗

12日㊐

19日㊐

26日㊐

期日 所在地 電話
秩父病院
秩父市立病院
皆野病院
秩父市立病院
秩父病院

5日㊐
11日㊗
12日㊐
19日㊐
26日㊐

和泉町
桜木町
皆野町
桜木町
和泉町

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

医療機関名

休日急患
当 番 医

平 日 夜 間
小児初期救急

休 日 在 宅
歯科当番医

秩父保健所からの
お 知 ら せ

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　FAX24-9963
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　FAX24-1026

相談時間／月～金曜日（祝日を除く）９：００～１７：００障 害 者 の
相 談 窓 口

小鹿野
文化センター

●隔月（偶数月）実施
相談員　　　　　　  日時　　　　　　　　 会場

▶問合せ／総務課 ☎75-1221人権相談

柴﨑　了さん
豊田靜子さん

8月21日（火）
10：00～12：00

楽しいこと
いっぱいあるよ！
楽しいこと

いっぱいあるよ！

◀小麦粉・水・食紅を混
ぜて粘土を作りまし
た。真剣な表情でマ
マと一緒にこねて丸
めて遊びました。

新聞ビリビリ大会
「新聞紙をいっぱ
い破いて、ダイナ
ミックに遊びまし
た。雨の日のスト
レス発散！」▶

広報おがの 医療•無料相談 子◆育◆て◆支◆援◆

セ◆ン◆タ◆ー

14 15

子育て支援 広報おがの

情 報
応援します! !  あなたの子育て

申込＆問合せ ☎75-0550

親子で遊びに
来てね。
待っています！



第31回町民インディアカ大会
5/27
優勝／原田照江・高橋喜千代
　　　富田恵津子・髙根知子チーム

茅の輪くぐり
6/30
(小鹿野／小鹿神社)

第13回
あじさい祭り
7/1
(下小鹿野／小鹿神社)

第49回町民ソフトボール大会

小鹿野町子供歌舞伎
ロシア派遣事前公演
6/30
(小鹿野文化センター)

フォト
ニュース

小鹿野

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課
　　　　☎75-1238
　　　　両神庁舎・
　　　　産業振興課☎79-1101
　　　　おもてなし課☎79-1100

「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！ 
⇦

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.14VOL.14

本  奈代子さん
もと　　　 なよこ

＜ひとこと＞
一番のインパクトは、町の人が
よく笑いよく飲むこと。
毎日パワーをもらっています!（本） いつも両神庁舎近くの木工所

で穴を開けてます。差し入れ
お待ちしてます！(笑)（仁位）

ちちぶ空き家バンク
セミナーにて秩父地
域への移住をPRしま
した。興味をもってい
ただいた方が多くう
れしく思いました。
（太田）

▲ロシア語による口上

◀
寿
曽
我
対
面
工
藤
館
之
場

6/17（一般の部）
優勝／上二丁目チーム

6/3（少年の部）
優勝／両神リトル
　　　チーム

第56回町民バレーボール大会　6/24

Aブロック優勝／小鹿野2組チーム Bブロック優勝／三田川Bチーム

第7回
両神山麓トレイルラン
6/24
完走者：766人

両神農林産物直売所
感謝祭にて新商品『鹿
肉カレー』と『鹿の背
骨カムジャタン』の先
行販売を行いました。
（星）

ダリア園で球根植え
です。ちゃんと咲いて
くれるように祈りなが
ら植えます。（沢田）

総合政策課
小鹿野町に移住を希望する
皆さんに対する相談支援や
情報提供などを行いながら、
地域おこしに取り組みます。

新隊員の
紹介

地域おこし協力隊

太田　誠 ･ 星　利彦 ･ 沢田 朋輝 ･ 
仁位 彩乃 ･ 本　奈代子

おおた　　 まこと　　ほし　　 としひこ　　　さわだ　　ともき

   にい     あやの　　　 もと　　     なよこ

広報おがの フォトニュース

16 17

フォトニュース 広報おがの



文 芸 の 窓文 芸 の 窓

※
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
。　
専
用
電
話
番
号
☎（
79
）1
7
6
1

5月
13日
28日

両神薄
下小鹿野

6月
7日
8日
8日
8日
15日
15日
17日
24日

飯田
河原沢
下小鹿野
日尾
長留
下小鹿野
長留
下小鹿野

小鹿野
5月
26日 新井 玲陽(悟)

　れい

長留
6月
26日 加藤 隼人(宣宏)

はやと

ご出産おめでとうございます。
《6月中の届出（　）は保護者・敬称略》

《6月中の届出・敬称略》
お悔やみ申し上げます。

大久保 ミツ(83)
黒田 昭夫(83)

祝悼

狩野 ヨシヱ(71)
強矢 二郎(93)
女部田 キヨ(86)
黒澤 定吉(91)
今井 榮一(87)
古川 ツヤ子(97)
齋藤 サト(99)
宮澤 キヌヱ(86)

小
鹿
野
短
歌
会

ザ
ワ
ザ
ワ
と
蚕
の
桑
を
食
ふ
音
の
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き
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嶋
　
瑞
子

猪
野
　
初
枝

山
中
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黒
沢
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津
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黒
澤
喜
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江
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放送大学「埼玉ふるさと学」講座
秩父の甲源一刀流『剣術は心術なり』
　　　受講生に大きな反響と感動を

放送大学「埼玉ふるさと学」講座
秩父の甲源一刀流『剣術は心術なり』
　　　受講生に大きな反響と感動を

正六位が贈られました正六位が贈られました

刈り払った草は
用水路に流さないで
刈り払った草は
用水路に流さないで

道の駅＆関連施設
臨時営業を行います
道の駅＆関連施設
臨時営業を行います

平成30年度緑の募金
（家庭募金）の結果とお礼
平成30年度緑の募金
（家庭募金）の結果とお礼

　用水路沿いで刈り払った草や木の
枝が水路に詰まってトラブルが発生
しています。
　ご協力をお願いします。

　8月14日(火)は、通常「道の駅　両神温泉薬師の湯」、
「地域資源活用センタ－」及び「両神農林産物直売所」の
定休日となりますが、臨時営業を行います。皆さんのご
来場をお待ちしています。
※17日(金)は、地域資源活用センターのみ休業します。
問合せ●両神温泉薬師の湯☎79-1533
　　　　地域資源活用センタ－☎72-8080
　　　　両神農林産物直売所☎79-0124

　5月から実施した緑の募金(家庭募金)には、大勢の皆
さんにご協力をいただき大変ありがとうございました。
下記のとおり結果がまとまりましたのでご報告します。
　この募金は、公益社団法人埼玉県緑化推進委員会が
市町村を通じて実施しているもので、成果の半額を市町
村で利用することができます。
　また、公共性のある事業(地域で植栽し管理することが
できる)に対しては、緑化推
進委員会の補助事業が利
用できますので、詳しくは両
神庁舎・産業振興課へお問
い合わせください。
問合せ●両神庁舎・
　　　　産業振興課
　　　　☎79-1101

　放送大学の「埼玉ふるさと学」講座の中で、「秩父の甲源一刀流」についての講座
が全8回の日程で、さいたま市の埼玉学習センターで開催されました。
　この講座の担当は、小鹿野町の髙橋　稔さん(両神薄)、逸見義清さん(両神薄)、
加藤喜一さん(下小鹿野)、坂本浩文さん(両神薄)の4
人が受け持ち、講義と演武の両面で行われました。
　演武では、小鹿野町に伝わる甲源一刀流の形のうち、
長剣の形20本等が披露され、受講生は実践剣法とい
われる古武道の裂ぱくの気合とともに打ち出す木剣の
激しい演技に驚きの表情を見せていました。
　また、形の披露に続いて甲源一刀流宗家の当主で
ある逸見義清さんから詳細な解説が行われ、甲源一刀
流の神髄となっている『剣術は心術なり』の教えに基
づき、心技体の鍛錬と人間形成のあり方を説かれ、受
講生に大きな反響と感動を与えた講座となりました。

　去る、3月27日に逝去された長留の元秩父市立南小
学校長・坂本豐彦さんに正六位が贈られました。
　坂本さんは、昭和24年3月から平成2年3月までの41
年間にわたり公立学校の教頭、校長を歴任、また、教育行
政にも携わり、高邁な理念のもとに情熱と信念をもって
学校教育及び社会教育の振興と充実にご尽力されました。

　教育の現場では、皆野町立国神小学校長、秩父市立西
小学校長、同南小学校長を歴任されました。教育行政で
は、埼玉県教育局秩父教育事務所指導課長、同管理主事
兼次長等を歴任され、学校と教育行政の両面で培った豊
かな経験を生かして、管内教職員の人事や学校管理につ
いて適切な指導を行い、教育行政の発展に大きな貢献
をされました。

故 坂本　豐彦さん

6/10  甲源一刀流の形 演武の様子

我が家の 下小鹿野
梅澤 宏幸さん・郁枝さん

希緒(みお)ちゃん

三山
黒沢 昌之さん・幸恵さん

柚来(ゆら)ちゃん　姉（左）
樹輝(いつき)くん　兄（右）
樹吟(きおと)くん　弟（中）

『タッチが
　１人で出来たよ!』

『タッチが
　１人で出来たよ!』

ちょっと
待った！！

刈草が水路に
落ちないように
ちょっと工夫を

●刃先を用水路から外側に向かって動かす、
又は用水路と平行に動かす
●水際の草を少し残す
●刈草は水際から離して置く

問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101
地域別　　  金額
小鹿野
長若
三田川
倉尾
両神
合計

183,850円
41,800円
67,200円
18,800円
76,400円
388,050円

『3人とても仲良し！　毎日かわいい笑顔を　　　　　ありがとう♥』

『3人とても仲良し！　毎日かわいい笑顔を　　　　　ありがとう♥』

広報おがの みんなの広場
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みんなの広場 広報おがの◆  み ◆  ん ◆  な ◆  の ◆  広 ◆  場 ◆



ヘルスアップ事業おがの
■長寿筋力アップトレーニング教室
　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
きます。筋肉も含め、体を動かす機会をつくりませんか？
日時●①8月8日（水）、29日（水）14:00～15:00
　　　②8月9日（木）、23日（木）19:00～20:00
場所●①児童館　②いきいき館
対象●20歳以上の町民
内容●筋力トレーニング等
※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。
■高精度体組成計による測定日（予約制）
日時●8月22日(水)18:00～20:00
場所●いきいき館
対象●20歳以上の町民　定員●10人(要予約)
内容●体組成測定、結果説明
■バランスボール教室
　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
かす機会をつくりませんか？
日時●8月23日(木)、31日(金)10:00～11:30
※いずれか１日の参加で、前日までに予約が必要です。
場所●児童館　
対象●20歳以上の町民　定員●12人
持ち物●運動のできる服装、タオル、飲み物
◎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。
■町民「運動の日」
　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
習慣を作りましょう。
【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。】
日時●8月1日(水)、8日(水)、15日(水)、22日(水)、29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。
※運動を記録できる「運動チェックカレンダー」を配付しています。
■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●8月27日（月）13：30～14：30
場所●いきいき館　
対象●20歳以上の町民　定員●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
■郷土料理教室
　夏休みに親子で楽しく郷土料理を作ってみませんか？
日時●8月23日(木)10：00～12：30
場所●両神ふるさと総合会館　調理室
内容●冷汁、他1品
対象●小学生以上の親子(小学4年生以上は子どもだけでも
参加可能です。)
費用●200円(材料代)　定員●16人(申込順)
持ち物●エプロン、三角巾、タオル
申込●8月17日(金)までに電話で申し込みください。
いきいき館☎75-4477、両神ふるさと総合会館☎79-1311

Hm1

Hm1

Hm1

熱中症予防
ウォーターサーバーを
設置しました！

熱中症予防
ウォーターサーバーを
設置しました！

熱中症予防
ウォーターサーバーを
設置しました！

熱中症予防
ウォーターサーバーを
設置しました！
　町民の皆さんが気軽に涼みに立ち
寄れる場所「まちのクールオアシス」
である小鹿野庁舎、保健福祉センタ
ー、両神庁舎に毘沙門水をお飲みい
ただけるウォーターサーバーを設置
しました。こまめな水分補給で、熱中
症を予防しましょう！

ヘルスアップ事業おがの

　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●8月17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

『お茶会・交流会』に参加してみませんか？

　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●8月21日（火）13：30～15：00
場所●総合ケアセンター巨香の郷・地域交流スペース
※参加費として100円をいただきます。

オレンジカフェ『笑顔』

■ひきこもり相談
　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
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
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
ご相談ください。
日時●8月31日（金）13:00～16:00
場所●保健福祉センター　　相談員●臨床心理士
■こころの悩み何でも相談
日時●8月23日（木）13:00～16:00
場所●保健福祉センター　　相談員●臨床心理士
申込＆問合せ●前日までに予約をしてください。予約のない
場合は、中止となりますのでご了承ください。
※ご家族などご本人以外の相談も可能です。
※秘密は守りますので、安心してご相談ください。
※相談は全て無料です。

ひきこもり・こころの相談 ～来所や訪問での相談～

● ● ● 健康教室・健康診査コーナー ● ● ● 申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

　日本脳炎予防接種は、ADEM（急性散在性脳脊髄炎）と旧ワクチン（マウス脳による製法の
日本脳炎ワクチン）との因果関係が否定できないことから、平成17年5月から積極的勧奨を差
し控えていましたが、新しいワクチン(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン)が承認され、接種機会
を逃した人への特例措置として、未接種分を受けられるようになっています。

Hm1

Hm1

特例対象者日本脳炎予防接種のお知らせ

■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

■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！！

ご利用ください。電話相談

 平成30年度の介護予防ボランティア養成講座が終了し、こじ
かクラブが総勢90名となりました。今回終了した4期生からは、
「体操をすることで、長い距離を歩行できるようになり、効果が
あると感じている。地域のみなさんにも感じてもらいたい。」
「自分の住んでいる地域で立ち上げてみたい。」などの声が聞
かれました。こじか筋力体操は介護予防体操だけでなく、寄り
合いの場やおしゃべりの場となっています。こじかクラブはこれ
からも地域の皆さんと一緒に活動していきます。

こじか筋力体操で地域づくりを支援

　40歳～74歳の国民健康保険加入者で、平成
30年度に集団健診未受診の人、又は人間ドック受
診予定がない人が対象です。
　期間は、8月1日から平成31年3月31日（75歳
を迎える人は誕生日の前日）まで、町内の医療機
関で受けられます。5月に郵送した個別通知をご
覧いただき、予約してから受診してください。

８月から国保の特定健診が
医療機関で受けられます

日時●8月30日（木）受付13:00～13:50
※BCG接種を希望される場合は13:15までに受付をしてくだ
さい。13:30から予診・接種を行います。
場所●児童館
該当児●〔健診〕平成２9年8月、11月、平成30年2月、5月生ま
れ〔予防接種〕平成30年2月生まれと8月29日までに12カ月
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）

3・6・9・12カ月児健診＆BCG予防接種

0120-554-245 (小鹿野町の人のみ利用可)

♯7119 又は 048-824-4199

日時●8月10日（金）10：00～11：45、13:00～15:30
場所●小鹿野文化センター
※献血カードをお持ちの人はご持参ください。
【お願い】400mL採血の基準を満たしている人は、ぜひ
400mL献血のご協力をお願いいたします。200mL献血に
ついては、必要量が集まり次第終了させていただく場合が
ありますので、ご了承ください。

献血にご協力ください

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）

まちの
クールオアシス

特例対象者●平成7年4月2日～平成19年
4月1日生まれの人※公費で予防接種を受
けられる期間は20歳未満です。
申込み●保健課の窓口にて、予診票を配付
します。母子手帳を持参してください。
実施回数●母子手帳で接種状況を確認し、
接種してください。

全く接種していない人
（不足3回）
1回しか接種していない人
2回しか接種していない人
1期3回接種が終了している人
（9歳以上）

6日～28日までの間隔をおいて2回
さらにおおむね1年後に追加接種1回
6日以上の間隔をおいて2回接種
1回接種

2期として1回接種

接種状況 接種スケジュール

4期生の皆さん

保健·福祉
保健課 健康増進·地域包括担当
☎75-0135  FAX75-4710
※問合せの表記がない記事はこちらが
　連絡先です。

広報おがの 保健•福祉
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●動物とのふれあいコーナー
日時　8月12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
●お菓子作り教室
日時　8月26日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円　定員　20人(抽選)
締切　8月10日(金)必着
●布ぞうり作り体験
日時　9月2日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円　定員　10人(抽選)
締切　8月17日(金)必着
●そば打ち体験
日時　9月16日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円　定員　20人(抽選)
締切　8月31日(金)必着
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/

みどりの村イベント

●布草履作り
日時　9月8日(土)10:00～15:00
内容　素足に気持ちよい布を使った

草履作りを体験します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円　定員　10人(先着)
締切　9月1日(土)
●山の木を伐ってみよう
日時　9月9日(日)10:00～15:00
内容　森林の働きや大切さなど、森
林・林業についての学習と間伐(伐採)
を体験します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円　定員　10人(先着)
締切　9月2日(日)
※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/

彩の国ふれあいの森のイベント

●夏夜の野生動物観察会
日時　8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　10人(先着)
締切　8月15日(水)
●ツリークライミング体験
日時　8月25日(土)10:00～15:00
※10時、11時、13時、14時から各回
１時間
内容　専用のロープやサドル(安全
帯)、安全保護具を利用して木に登り、
自然との一体感を味わいます。※ツ
リークライミングＲジャパンの有資格
者が指導します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　2,000円(保険料含む)
定員　各回5人(先着)
服装　長ズボン、運動靴
締切　8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

イ ベ ン ト

募  集

案  内

埼玉県県民の森イベント

●スターウォッチング
日時　8月18日(土)19:30～21:00
　　　9月15日(土)19:00～20:30
場所　大滝げんきプラザ
内容　口径400㎜の天体望遠鏡で
夏・秋の星座を観察します。
対象　一般　費用　無料
●秘密基地に泊まろう!
　「親子サバイバルキャンプ」
日時　9月8日(土)13:00～9日(日)
12:30(1泊2日)
場所　大滝げんきプラザ集合・宿泊
内容　段ボール基地寝袋体験・サバ
イバル飯炊き体験等
対象　幼児、小・中学生とその家族、
及び一般　50人
費用　2,700円程度
申込＆問合　8月1日(水)から電話で
お申し込みください。　
県立大滝げんきプラザ☎55-0014

大滝げんきプラザのイベント

　放送大学は、10月入学生を募集し
ます。10代から90代の幅広い世代、
約9万人の学生が、大学を卒業したい、
学びを楽しみたいなど、様々な目的で

学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情
報・自然科学など、約300の幅広い授
業科目があり、1科目から学ぶことが
できます。
出願期間　第1回が8月31日(金)ま
で、第2回は9月20日(木)まで
※資料を無料で差し上げています。
資料請求＆問合　放送大学埼玉学習
センター☎048-650-2611

　SAITAMA出会いサポートセン
ターは、結婚を誠実に希望する独身
男女に出会いの機会を提供する埼玉
県の結婚支援センターです。
　当センターでは、結婚希望者に対
しマッチングシステムと県内に設置
するセンターの相談員により、出会い
から交際、結婚に至るまでのサポート
を行います。
対象　以下の①②③を満たす人
①結婚を希望し、自ら婚活する意思
のある20歳以上の独身男女、②埼玉
県内に在住、在勤、又は近い将来埼
玉県への移住をお考えの人、③イン
ターネット環境があり、スマートフォ
ンをお持ちの人
登録受付　8月1日(水)
利用開始　10月1日(月)
登録料　15,000円(税込、登録期間
2年)※小鹿野町にお住まいの人又は
勤務先が会員になっている場合は
10,800円です。
※このほか詳細につきましては、お
問い合わせください。
問合　埼玉県少子政策課
☎048-830-3343

　ちちぶ夢創りフィルハーモニーと
一緒に「第九」を合唱・演奏してみませ
んか。
期日　平成31年3月17日(日)
場所　秩父宮記念市民会館・大ホール
対象　中学生以上※合唱は初心者
歓迎です。
①第九を歌ってみよう!
説明会　9月8日(土)19:00～秩父市
歴史文化伝承館・研修室
練習日　9月13日(木)以降、週1回程
度　19:00～21:00
指導者　浅見和弘先生
費用　無料(楽譜代は実費)
②第九を演奏してみよう!
練習日　9月8日(土)以降、月2～3回
13:30～16:30
指導者　石川和紀先生
費用　1,000円/月
申込＆問合　8月23日(木)までに秩
父市役所生涯学習課へ電話でお申し
込みください。ちちぶ夢創りフィル
ハーモニーHPからもお申し込み可能
です。
秩父市役所生涯学習課☎22-0420

「第九」出演者募集!!

●0歳児からママと楽しむ森のようちえん
日時　9月12日(水)10:30～14:00
場所　花の森こども園
内容　山の散策＆藍の葉でトントン
アート
対象　0歳児からの親子12組
費用　1,500円(保険料含む)
持ち物　おにぎり、水筒、着替え、帽
子、長靴、カッパ
●森のようちえんスペシャル体験
日時　9月21日(金)9:30～14:30
場所　みどりの村　子供の広場
内容　初秋の山の散策で自然物遊
びと自然クラフト
対象　親子20人
費用　300円(保険料含む)
持ち物　レジャーシート、弁当、水筒、
着替え、帽子、長靴、カッパ
服装　長袖、長ズボン
申込＆問合　事前のお申し込みが必
要です。NPO法人花の森こども園
☎62-4545(平日10:00～16:00)

花の森こども園からのお知らせ

日時　9月1日(土)13:30～15:30
場所　ムクゲ自然公園･森のホール
出演　新井淑則さん、広沢里枝子さん
費用　500円(中学生以下無料)
問合　ムクゲ自然公園☎62-1688

日時　8月29日(水)から9月4日(火)
8:30～19:00※9月1日(土)、2日
(日)は10:00～17:00
相談番号　☎0120-007-110(無
料)※IP電話からは接続できません。
相談員　法務局職員、埼玉県人権擁
護委員連合会子ども人権委員会委員
※秘密は厳守します。
問合　さいたま地方法務局人権擁護
課☎048-859-3507

里枝子さんとヨシノリ先生の
トーク＆平曲と越後瞽女唄ライブ

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間

　介護の仕事は、人を支え社会を支
える、やりがいのある仕事です。
　埼玉県では、介護の仕事に興味が
ある人に対し、経験の有無等に応じて、
研修の受講から県内介護事業所への
就職までを幅広く支援しています。詳
細は県ＨＰをご覧ください。
問合　株式会社シグマスタッフ大宮
支店(受託事業者)☎048-782-5173
事業委託元　埼玉県福祉部高齢者福
祉課☎048-830-3232
http://www.kaigo-manabu.com

SAITAMA出会いサポートセンター
登録受付開始！

放送大学10月生募集
　環境保全の意識醸成及び行動促
進を図るため、他の模範となる優れ
た環境保全の取組を行う個人、県民
団体及び事業者を埼玉県知事が表

平成30年度
彩の国埼玉環境大賞の候補者募集

●Jw_cad(建築系)発展
日時　10月20日(土)、27日(土)
9:00～16:00
費用　受講料2,000円　テキスト代
3,456円
申込　9月1日(土)～10日(月)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/

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

　学校や家庭等における子どもの気
になる行動や発達等で悩んでいる保
護者等を対象に、気軽に話せる場を
設けて専門的なアドバイス等の支援
を行います。
日時　9月～平成31年3月
毎月第3土曜日 14:00～16:00
場所　秩父市上町街かどギャラリー
対象　子育て中の保護者
費用　500円/人(会場費、お茶代)
問合　特定非営利活動法人サコネッ
ト秩父事務局　宮下☎22-3885

子育てサポートサロン≪サコネット≫

　メール119通報システムを利用す
ることにより、音声による119番通報
が困難な聴覚障害、言語障害のある
人等が、携帯電話やパソコンの電子
メール機能を利用して消防車や救急
車を要請することが可能となります。
詳しくは、秩父消防本部HPをご覧く
ださい。
問合　秩父消防本部指令課
☎21-0119　FAX21-0124
メールsyoubousirei@union.chich
ibukouiki.lg.jp
※メール119通報システムによる緊
急通報時のメールアドレスではあり
ません。

メール119通報システムのご案内

　道路を安全に利用していただくた
めに道路上に張り出している樹木等
の伐採についてご理解とご協力をお
願いします。
　次のような状況が見られる土地の
所有者は、樹木等の剪定をお願いし
ます。
◎道路、歩道へ樹木等が張り出して
いる。
◎枯れ木、折れ木等による通行への
障害(又はその恐れ)がある。
◎竹木等の繁茂による通行への障害
(又はその恐れ)がある。
※道路や歩道へ張り出している樹木
の倒木等が原因で事故が発生した場
合、樹木の所有者が責任を問われる
こともあります。
　伐採作業時は、通行車両や歩行者
の安全確保に努め、事故等にご注意
ください。また、緊急の場合、道路通
行の支障となる樹木や枝を予告なく
伐採・撤去することがありますので、
ご理解をお願いします。
問合　秩父県土整備事務所(管理担
当・道路相談担当)☎22-3715

8月は道路ふれあい月間です

埼玉県介護職員雇用推進事業
～介護の仕事に興味がある皆さんへ～

彰します。
応募資格　県内で活動する団体、事
業者、個人※自薦、他薦は問いません。
申込＆問合　10月5日(金)までにお
申し込みください。
埼玉県環境政策課☎048-830-3019
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