10月1日
（月）
までに
納めてください。

156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●﹃気づこうよ こせいはすてきな たからもの﹄三田川小学校
荒木 姫菜 平(成
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9

MON

3

2

★図書館休館日

10 下水道の日

重陽
救急の日

▲すくすく(離乳食)
▲開放
■ヘルスアップ教室
■ABI測定

両神神社例大祭
(両神薄)

★図書館休館日

17

16

30

敬老の日

24 振替休日
十五夜

23 秋分の日

29

WED

5

▲開放

▲開放
▲子育て相談
■運動の日開放日

◆図書館分室休館日

11

▲よちよち
オレンジカフェ笑顔
◎認知症相談日
●ちびっこサロン

12

▲給食体験
(小鹿野保育所)
▲子育てサークル
momoたろう
●長寿筋力アップ
トレーニング教室
◆図書館分室休館日 ■運動の日開放日

18

19

▲開放
▲すくすく
(スキンシップ遊び) ◎こころの悩み
何でも相談
▲開放
■体組成測定
●認知症家族会
■運動の日開放日

★図書館休館日
◆図書館分室休館日 ★図書館休館日

25

▲乳幼児救命講習
●1.6・2歳児健診
◎認知症相談日

26

30

THU

31

6

FRI

9/1

8

7

▲発育測定・誕生会 ▲開放
●バンビちゃんの会 ●3歳児健診
■ステップ体操

13

・
10/1 共同募金
2
法の日

14

▲すくすく(計測)
▲開放

▲お庭で遊ぼう
●特定健診
■運動の日開放日

★図書館休館日

◆図書館分室休館日

▲幼児食体験教室
●特定健診
■運動の日開放日

21

秋の全国交通
安全運動

▲キッズサーキット 公園で遊ぼう
●バランスボール教室 (国民宿舎前広場)
●バンビちゃんの会 ▲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

27

28

4

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。

T

S

■

初の海外公演大成功!！

小鹿野歌舞伎ロシアで大盛況！！

施行されました

■ information

ち

■ 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
■ 情報版

22

小鹿野歌舞伎ウラジオストク公演 7/28・29
日露交流事業「ロシアにおける日本年」における
在ウラジオストク日本国総領事館主催の歌舞伎公
演がウラジオストク・フィルハーモニー劇場で開催
されました。
日ロ小鹿野町歌舞伎訪問団(総勢27名)が、子供歌
舞伎を披露しました。訪問団は、歌舞伎公演のほか
にも、ロシアの子供たちとの交流事業を行いました。
小鹿野歌舞伎にとって初の海外公演は、観客から
拍手喝采を浴びるほどの大成功となりました。

29

★おはなしの会

5

6

▲発育測定・誕生会 ▲よちよち
◆乳がん・子宮頸がん ■ステップ体操
検診

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

N

15

◆楽しいおはなしの会

20

ま

E

写真提供：山口清文さん
（町広報大使）

◆結婚相談
彼岸入り

歌

舞

T

白露

▲パパと遊ぼう
▲1日開放

8月1日現在【世帯数】4,743世帯
【総人口】11,814人【男性】5,848人【女性】5,966人
7月中の異動 出生2人/死亡13人/転入17人/転出35人

役場の夜間休日窓口開設日（小鹿野庁舎のみ）

二百十日
防災の日

▲おじいちゃんおば ▲てくてくじゃんぷ
あちゃんへのプレゼ ■ステップ体操
◆健康講演会
ント作り
■長寿筋力アップ
トレーニング教室

▲子育てサークル
▲親子のびのび体操 ▲開放
moco＊noko
●乳児健診･BCG
◎ひきこもり相談
▲産後ママのストレッチ ■長寿筋力アップ
●バランスボール教室
●長寿筋力アップ
トレーニング教室 ■ステップ体操
トレーニング教室
■運動の日開放日

3

SAT

O N

■ 小鹿野町手話言語条例が

月

156号

伎 と名 水 の

C

★おはなしの会
◆小鹿野町文化講演会
◆図書館分室休館日

★図書館休館日
◆図書館分室休館日 ◆図書館分室休館日 ◆図書館分室休館日 移動図書館

)
戸籍の窓

28

TUE

4

▲すくすく(計測)
▲開放

ダリアまつり
（両神山麓花の郷
ダリア園）
小鹿野美術展〜9/30
（小鹿野総合センター）

年度優秀作品

29

8/26

SUN

9

広報 O G A N O

と

月

第3期
第3期

2018

花

9

生活 カ レ ン ダ ー

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

合角ダム貯水量状況
（平成30年8月15日現在）

貯水位
貯水量
貯水率

315.99ｍ
4,799,000㎥
103.2％

洪水期：7月〜9月
総貯水量：4,650,000㎥

2018（平成30年）NO.156 広報おがの／平成30年9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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町政

町政

PickUp!

①

日ロ小鹿野町歌舞伎訪問団
ロシア・ウラジオストク公演

フォトショット 2
⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

PickUp!

初の海外公演

！
大成功！

小鹿野歌舞伎ロシアで大盛況！
！
写真提供：山口清文さん(町広報大使)
高柳圭太さん(在ウラジオストク日本国総領事館領事)

②
7月28・29日にロシア・ウラジオストクの歴史あるフィ
ルハーモニー劇場で、
日ロ小鹿野町歌舞伎訪問団による
子供歌舞伎
「口上」
と
「寿曽我対面工藤館之場」
を公演し
ました。
ロシア語で行った
「口上」
は、一言一言述べる度に拍手
があり、
ロシアの皆さんにしっかり意味が伝わっていまし
た。
「寿曽我対面工藤館之場」
は、4月から柴﨑好一さんら
の指導のもと、12回行われた稽古の成果やロシア語の字
幕解説もあったことで、子供歌舞伎の熱演に引き込まれ、
スタンディングオベーションが起こるほどの大きな反響
がありました。終演後には、会場に訪れた観客の皆さんを
子供役者が見送り、観客の皆さんも子供役者と記念撮影
をするなど、
日本を代表する訪問団としての役割をしっか
りと果たしました。
公演のほかにも、子供創作宮殿やオケアンセンターで

⑨町からの記念品を山口団長から笠井総領事へ ⑩市川左團次さん(左)や蔦之助さん(右)、笠井総領事(中央)と訪問団のサイン入
り写真とともに ⑪子供創作宮殿にて ⑫オケアンセンターで蔦之助さんの指導で五人男を ⑬楽屋で現地テレビ局の取材を受け
る新井君 ⑭帰国の翌日、町長とともに上田県知事に報告

訪問団団長

ロシアの子供たちと、秩父屋台囃子や歌舞伎の所作など
の文化を通じて、お互いの国の子供たちにとってとても
貴重な交流ができました。
ウラジオストクも猛暑の影響で例年より暑く、
また訪問
団の荷物の一部が遅れるなどのトラブルもありました
が、無事に歌舞伎公演と交流会ができました。
訪問団は、7月30日に無事に帰町し、森町長に公演成
功の報告を行いました。

フォトショット 1
③

⑥

④

⑦

⑤

⑧

①
「満場総立ち」
拍手の中を ②カーテンコールに応えて ③舞台づくりの8人衆 ④フィルハーモニー劇場 ⑤女性4人衆、光留さ
んは常に参考書を手放さず ⑥小鹿野歌舞伎などの写真展と見送りの子供たち ⑦ロシア語の口上 ⑧舞台荷物は25個、
この他
個人のスーツケースが

2

山口 清文さん
チケットは2日間とも即完売。歌舞伎はウラジオストクの人たちの期待以上の
ものだったと感じました。正に弾丸旅行でした。成功の素はひとえに子供たち
のヤングパワーです。連日連夜、今回の2つの柱「交流と公演」
を楽しく活き活
きと動き回っていました。
これも森町長をはじめ職員、町民の皆様、
そして堀口
保存会長ら裏方陣、特別団員の支えのお陰です。大変感謝しています。
カーテンコールの挨拶で
「この公演で子供たちが小鹿野歌舞伎の良き継承
者になること、
日ロの懸け橋の担い手を確信」
に、一層の大きな拍手がありま
した。役者が客席へ降りると、
「満場総立ち、拍手鳴り止まず」。私も子供たちに
も終生忘れられない光景になりました。本当にありがとうございました。
黒澤 智美さん(中学3年)

田端 亮太くん(高校1年)

団長・役者の皆さんから
ひと言
新井 陸斗くん(中学3年)

1日目からトラブル尽くしで大丈夫か
なと思っていましたが、
（ 公演は）
う
まくいったのでよかったです。

猪野 大我くん(中学3年)

最初役を聞いた時は自分に出来る

歴史のある舞台で小鹿野町の伝

大勢のお客さんに見てもらいなが

のかなと思ったけど、何とかやり遂

統である歌舞伎を披露できたこと

ら歌舞伎を演じることができて、す

げられてよかったです。
すごく充実し

をうれしく思っています。やっていて

ごい楽しかったしいい体験になりま

ていて楽しい4日間でした。

すごく楽しかったです。

した。

小林 奈々未さん(中学3年)

飯塚 若那さん(中学3年)

中野 結太くん(中学2年)

ロシアの方々に日本のことについて

ロシアのお客さんがみんな(歌舞伎に)

現地の人と気持ちが繋がった感じ

興味を持ってもらえたので、私もロ

興味を持ってくれてうれしかったです。

がしてすごくうれしかった。二回とも

シアだけでなく海外のことをたくさ

歌舞伎以外では、交流会などさまざま

大きな声でできたのでよかったで

ん知っていきたいです。

な体験ができてとてもよかったです。

す。

日野原 大麒くん(小学5年)

小林 紀心さん(小学5年)

飯塚 光留さん(高校2年)

歌舞伎では、拍手が多くてうれし

ロシアの人たちは歌舞伎が終わる

ロシア語の口上が伝わるのかなっ

かった。食べ物が美味しいところも

とすごい拍手をしてくれるのでうれ

て不安でしたが、一個一個拍手を

よかった。
ロシアの子どもたちみん

しいなと思いました。

もらえたのですごい安心したしうれ

な優しかったです。

しかったです。
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

小鹿 野 町 手 話 言 語 条 例 が 施行されました
手話は、手指や体の動き、表情などを使って思いや物
の名前を視覚的に表現する言語で、主にろう者の思考や
コミュニケーションのために使われてきました。平成23
年7月に改正された障害者基本法には
「全て障害者は、
可能な限り、言語
（手話を含む）
、その他の意思疎通のた
めの手段についての選択の機会が確保されるとともに、
情報の取得又は利用のための手段についての選択の機
会の拡大が図られること」
とされ、初めて
「手話が言語で
ある」
ことが法的に認められました。こうした流れの中で、
小鹿野町では、平成30年3月8日小鹿野町議会におい
て
「小鹿野町手話言語条例」
が可決され、4月1日から施
行されました。
「小鹿野町手話言語条例」
は、手話は言語
であるという認識のもと、手話の理解や普及、手話を使
いやすい環境づくりに関する基本理念と施策について
定めています。
小鹿野町、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町で構成する
「ちちぶ定住自立圏」
では、平成27年度から
「手話奉仕員
養成研修事業」
を開催しています。

【基本理念】
■手話が、独自
の 体 系を持 つ
言語で、豊かな
かんよう
人 間 性を涵 養
し、知的で心豊
かな生活を送
るた め の 言 語
活動の文化的所産であることを理解すること
■全ての人が相互に人格と個性を尊重し、共生すること
■全ての人が手話により意思疎通を行う権利を尊重す
ること
【町の施策】
■町民が手話を学ぶ機会を確保するための施策
■町民が手話を使用する機会を拡充するための施策
■町民が意思疎通の手段として手話を容易に選択し、使
用することができる環境の整備のための施策
■手話通訳者その他の手話による意思疎通支援者の配
置拡充及び処遇改善のための施策
問合せ●保健福祉センター 福祉課☎75-4109

手話を一緒に学びませんか
平成30年4月に手話言語条例が施行されました。

ろう者にとって手話は
「生きる力」
です。

ちちぶ広域聴覚障害者協会 会長

小池 清さん

口話で相手の言葉を正しく理解するのはとても大変

小鹿野町手話言語条例の制定・施行で、手話が

です。
手と指だけでなく、
体・目・顔の表情などを使って

「言語」
として認められとても嬉しいです。今年4月1日

話す
「手話」
はろう者にとってなくてはならないものなの

「ちちぶ定住自立圏」
＝
「広域」
で一斉に施行となりまし

です。

た。
そのことは全国的にも珍しく深い意味があると思い
ます。
私たち秩父地域のろう者は、昭和63年3月に
「秩父
市聴覚障害者の会」
を立ち上げ活動を始めました。
しかし、聞こえないことは
「わかりにくい障害」
と言わ
れています。
そのため
「ろう者」
や
「手話」
への理解はな
かなか広まりませんでした。
日々の生活の中で辛く苦し
い思いもたくさんありました。
社会の中で手話を使える
人は少ないので、
別の方法でコミュニケーションをとら
なくてはいけません。
例えば、
「筆談」
は、文字や文章・数字などを紙など
に書いて相手に伝える。
「口話」
は、
相手の口の動きや

共に歩む仲間の
「ちちぶ広域手話学習会」
が平成
28年5月に設立。
私たちも活動の場を広げるため
「ちち
ぶ広域聴覚障害者協会」
を設立しました。
これからはもっとたくさんの人に手話に興味を持っ
て欲しいと思います。
そしてだれもが当たり前のように
手話で会話が出来る社会の実現を目指します。
私たちろう者も社会の一員であるという自覚を持っ
て、
積極的に活動していきます。

野原光枝さん

やすくなりました。
これも運動の成果だと思います。

歴史を学ぶと、
1933年
（昭和8年）
に全国ろうあ学校

私たち小鹿野手話サークルでは地元の人を講師に

長会議では「手話は言語に非ず」
と否定され、“口話

お願いして、
毎週木曜日午後7時30分より長寿ハウスで

法”が導入され、手話を使うと手をたたかれたり、廊下

学習しています。
ほかには、
秩父郡市の手話サークルと

に立たされるなど厳しかったそうです。

の交流を深めています。

手話は、
サルマネ動物みたいとあざ笑われたり、
差別

今年のイベントは、
川の博物館の学芸員に案内して

と偏見にろうあの人たちの人権は無視されてきました。

いただき、寄居町の鉢形城跡地の見学や川の博物

昭和22年5月、
群馬県伊香保温泉にて全日本ろうあ

館・小川町の細川和紙
（和紙のハガキ）
作りを体験しま

連盟の結成大会が開催され、
地道な運動が始まりまし

した。
また、小川町手話サークルの皆さんと食事をしな

た。当時は連絡方法もなくて大変な苦労をされたとの

がら交流ができ楽しい一日がおくれました。

ことでした。

手話に関心をお持ちの皆さん、
お気軽にお寄りくだ

現在は、
携帯・メールで情報を得ることが出来るよう

さい。

になりました。
最近はテレビの字幕も多くなり、
誰もが見

ろう者と共に歩む
「ろう者と共に歩む」
を合言葉に、平成28年5月に立
ち上げた、
ちちぶ広域手話学習会。

手話は生きる力

小鹿野手話サークル
「えがおの会」 会長

ちちぶ広域手話学習会 会長

岩嵜昭彦さん

から、通訳依頼を遠慮してしまうというろう者の声も聞
こえてきます。

いざ活動を始めてみると
「ろう者」
だけではなく
「手

生活に密着した情報とコミュニケーションの保障は

話」
に対する社会全体の理解はまだまだ進んでいな

もちろん、
命にかかわる緊急要請に対応出来る手話通

いことを実感しました。

訳の派遣体制を一刻も早く整備して欲しいと願います。

それでも小・中学校の総合学習での手話指導や手

そのためには秩父地域の中に手話通訳者が誕生す

話体験のアシスタント、
イベントへの参加、
ボランティア

ることが不可欠だと考えます。
幸い
「ちちぶ定住自立圏

活動など出来ることから活動を続けていくうちに少し

手話研修事業」
での講習会が平成27年度から毎年開

ずつですがその広まりを感じられるようになりました。

催されており、
たくさんの手話を学ぶ仲間が誕生してい

今回の「小鹿野町手話言語条例」の制定・施行に

ます。
さらに今年10月からは
「埼玉県手話通訳者養成

より、
さらに多くの人に手話を知ってもらうきっかけにな

講習会」
が秩父地域を会場として開催して頂けることと

るのではないかと期待しています。

なりました。
多くの手話通訳者が誕生し、
早期に手話通

現在、秩父地域一市四町においては単独での手
話通訳者派遣事業は実施されておらず、埼玉聴覚障

訳派遣事業が実現することを期待します。
今後も共に活動する
「ちちぶ広域聴覚障害者協会」

害者情報センターに委託しています。事前予約が必要

と協力しながら、手話の普及に努めていきたいと思い

であり、通訳者の人も遠方からの派遣が多いことなど

ます。

簡単な手話を覚えましょう
手話

ありがとう

楽しい

形を見て言葉を読み取る。
などの方法があります。
しか
し、生まれつき耳の聞こえない人は文章が苦手です。
筆談だけでは意味をつかめないこともあります。
また、
日本語は口の動きが同じで意味の違う言葉がたくさ
んあります。
4

両手の人差し指の指先を左右に向けて上下におき、
垂直に交互に回します。

左手甲に小指側を直角にのせた右手を
上げながら頭を下げます。

湾曲した両手の指先を胸に向け、
交互に上下に動かします。
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町長の
まち ひと しごと
魅力発信

役場庁舎整備に関する住民説明会を実施します
現在、町では役場庁舎が耐震性の不足や老朽化の問題を抱えていることから、庁舎整備
について検討を進めています。本年４月から５月に開催した町政懇談会において、
「役場庁
舎整備の基本的な考え方」
について説明させていただきました。
その際のご意見等を踏まえて、さらに庁舎の位置や概算事業費等についての比較検討
資料をまとめましたので、下記により説明会を実施します。ぜひ、大勢の皆さんにご参加い
ただき、
ご意見をお聴かせください。

〜 事業所訪問 vol.6 〜

「両神林産加工株式会社」
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

期日

時間

会場

9月14日㊎

19:00〜

両神振興会館(両神庁舎３階)

9月19日㊌

19:00〜

赤谷温泉小鹿荘

9月21日㊎

19:00〜

藤倉集会所

9月26日㊌

19:00〜

長若生活改善センター

9月28日㊎

19:00〜

小鹿野文化センター

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

※対象区域の指定はありませんので、都合の良

「事業所訪問」を

い会場でご参加ください。

連載します。

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

左から森町長、今井社長

町長の見て・聞いて・話して

社員の地元の雇用率は高く、社員層が若く定着している

第６回の事業所訪問は、
７月５日に両神林産加工株式会

こんにちは。
町長です。

社を訪問し、今井敏夫社長にお話を伺いました。

務に真剣に取り組んでいる姿があり、意識の高さを感じま

両神林産加工
（株）
は、昭和２２年
（１９４７年）
の創業当時、 した。

台風等の災害に備えて「備えあれば憂いなし」

8月も大変暑い日が続きま

また理解をされたのかについて町は把握出来ておりま

したが、町民の皆様にはご健

せん。恐らく防災無線等が雨の音で聞こえなかった方

勝のことと存じ上げます。

もいらっしゃったでしょう。また、多くの方は自分の家は

さて、7月、8月と台風の襲

大丈夫であると判断し避難をされなかったと存じます。

来が続きました。7月28日から

避難準備をどれだけの町民の皆様がされたのかに

29日にかけて接近した台風

ついても町は把握出来ておりません。町民の皆様へ避

12号では、町は避難所の開

難等の情報が正しく伝達されたかの分析検証を町とし

設を行うとともに「避難準備・高齢者等避難開始」を発

て行う必要があると思います。

令させていただきました。
この発令内容は、人的被害が

７月の西日本豪雨の際には、逃げ遅れたとみられる

発生する可能性があるため、避難に時間を要する方は

犠牲者が多く出ました。その中でも自主防災組織の役

避難を開始し、
それ以外の方には避難の準備を呼びか

員らが各戸を回って住民の全員避難に結びついた事

けるものです。

例があったとお聞きしております。

町では、5ヵ所の避難所（小鹿野文化センター、般若

秩父の山々から豊富に切り出される丸太を製材し、住宅建

先代から引継ぎ創業７０余年、社員とともに地場産業に

築用・木材パレット・ウッドチップ等に加工することから始ま

こだわり、常に未来を見据えた考えを兼ね備え、木のぬく

りました。木材加工業を継続しながら、時代のニ−ズに合っ

もりのように地元をこよなく愛する企業であると感じまし

た事業展開を模索する中で、平成９年
（１９９７年）
に主力事

た。

業となるプレカット事業部を設立しました。

わが社の主力製品

プレカット加工とは、木造住宅の柱や梁の継ぎ手、仕口

けでは限界があり、
やはり基本は「自分の命は自分で守

避難をされる方を受け入れました。これらの避難所に

る」という意識の徹底や、地区住民の協力連携による

避難された方は、一番多いときで59名にのぼりました。

助け合いが大事であると思います。

避難所開設にあたっては全区長に電話で連絡する

昨年度、町内各世帯に「平成29年度小鹿野町土砂

とともに、避難所の開設、避難準備・高齢者等避難開

災害ハザードマップ」をお配りしてございます。是非、
ご

始の発令を防災無線、
ちちぶ安心・安全メール、小鹿

一読いただきたいと存じます。

野町公式LINE、広報車での案内を行いました。
さらに

これからは、今まで大丈夫だから安全だろうという意

体の不自由な方など支援が必要な方には、直接電話

識は払拭していただき、想定外のことも起こる可能性

で確認を行うなど色々な伝達手段を活用して町民の皆

があるという気持ちで台風などの自然災害に対応して

様に呼びかけをいたしました。

いただきたいと存じます。
小鹿野町長

森 真太郎

わが社の主力事業部のプ

を従来は墨付けに従って手工具で加工していたものを機

レカット生産工程は、木造住

械で行う技術であり、木造住宅の設計から木質建材の加

宅の平面図や立面図を元に

工まで、
すべての工程がコンピュ−タ−化されていました。

加 工デ−タをＣＡＤ入 力し、

１万㎡の広い敷地内には、住宅の設計資料により指定さ

その情報をＣＡＭに転送し

れた材料を1本1本拾い集める作業現場やプレカット加工

て、
自動的に切削することで

作業場があり、加工完了製品はビニ−ルで梱包され、一棟

加工精度の高い柱や梁、羽

分の製品がまとめて管理されていました。

板材等を生産することがで
きます。主に埼玉県の大手
住宅建築事業者のプレカッ
トを扱い、
１カ月あたり２５棟
から３０棟分を生産していま

どうしても町役場の職員だけでの呼びかけや対応だ

いきいき館、武道場、藤倉集会所、両神庁舎）
を開設し、

この発令を町民の皆様がどれだけお聞きになったか、
6

のは社長の社員への思いがあるからと感じられ、社員も業

す。プレカット加工用の資材

写真上：木拾い作業
写真下：プレカット加工は使用目的
別の機器で全てコンピユ−タ−制
御により全自動で稼動しています。

は内地材が多く、柱と柱の間に使う間柱や破風板はできる
だけ秩父産の杉を使用しています。
ここに自信あり
町内には関連する姉妹会社があります。建築資材販売
今井社長から生産工程の説明を受ける森町長

会社概要
代 表 者 代表取締役社長

今井敏夫

従業員数 ４７名
（姉妹会社含む）
創

業 １９４７年７月

所 在 地 小鹿野町両神小森５２４
電

の日建木材株式会社、菓子製造業の秩父デザ−ト株式会
社などさまざまな業種において、互いに切磋琢磨しあい、
地元密着型の事業を展開しています。秩父デザ−ト株式会
社では秩父産の食材を使った「秩父プリン」等の販売を
行っており、姉妹会社と連携して、秩父産木材の活用促進
のみならず、広く地元資源の活用に取り組んでいます。

話 ０４９４-７９-１１５５
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地域の避難場所を確認しましょう
近年になって未曾有の豪雨災害が多発しています。そのような
ときに災害から身を守るため、小鹿野町土砂災害ハザードマップ
をご覧いただき、土砂災害警戒区域や近隣の避難所などを再確
認しましょう。
・
・
■土砂災害警戒区域・特別警戒区域とは・
【土砂災害警戒区域(イエローゾーン)】
急傾斜地の崩壊等、土砂災害が発生し

小鹿野就職相談会開催

紹介します！
！ プロジェクトチーム
『おがの若手PT』

※ハザードとは危険の原因、
障害物といった意味

た場合に、住民等の生命又は身体に危害
が生じるおそれのある区域
【土砂災害特別警戒区域】
指定区域(レッドゾーン)
建物に損壊が生じ、住民に著しい危害が
生じるおそれがある指定された区域
未指定区域

人口減少対策と地域の活性化のために、町の若手職員
による
「小鹿野町若手職員おがの創生プロジェクトチー
ム」
を、平成29年10月に結成しました。
今年度は、35歳以下の有志の若手職員22人で事業の
提案や実施、研修会などの取組を行っています。
活動内容●現在、人口減少対策の大きなテーマを4つ設
定し、
テーマごとに班に分かれて活動を行っています。
■情報発信班／小鹿野町の情報を町内・町外に発信する
■付加価値発見・創出班／小鹿野町の魅力を再発見・新し
い魅力をつくる
■産業振興・就労支援班／町内で働くことを支援する
■関係人口創出班／継続的に町に関わる人をつくる
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

調査の結果、建物に損壊が生じ、住民に
著しい危害が生じるおそれがある未指定

あなたの企業・事業所のPRをしませんか

の区域
■避難情報の種類
種類の区分

情報の内容

皆さんのとるべき行動

避難準備・
高齢者等避難開始

人的被害が発生する可能性があり、避難に
時間がかかる方は避難を開始し、それ以外
の方には避難の準備を呼びかける情報

いつでも避難できるよう準備を始めて
ください。体の不自由な人、
お年寄りや
子どもは早めに避難しましょう。

避難勧告

災害による被害が予想され、人的被害が発
生する可能性が高いことから避難を勧告す
る情報

お互い助け合って指定された避難所
に、速やかに避難しましょう。

避難指示(緊急)

災害が発生するなど状況がさらに悪化し、
人的被害の危険性が非常に高いことから
避難を指示する情報

指定された避難所にただちに避難しま
しょう。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

第19回 秩父郡市人権フェスティバル

日時●10月12日(金)13:00〜16:00
内容●小鹿野保育所年長児(たいよう組)による太鼓演奏、人権作文の発
表、講演会
費用●無料
※エントランスホールにおいて手作り石鹸や手作りパンなどの販売、人権
標語の展示なども行います。
心を柔らかくストレッチ〜明日がきっと楽しみになります〜
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佐久間 レイ 氏(声優・歌手・劇作家・作詞家)

申込書ダウンロード●
「町HP」
＞
「産業・入札・ビジネス」
＞
「事業所ガイドおがの」
URL http://www.town.ogano.lg.jp/jigyousyogaido
▼スマートフォンは
こちらから

提出方法●【電子データの場合】右
記のメールアドレスにお願いします。
【用紙の場合】小鹿野庁舎・総合政策
課まで持参いただくか郵送でお願い

提出先●〒368-0192秩父郡小鹿野町小鹿野89番地
小鹿野町役場
E-mail

総合政策課

wakate-pt@town.ogano.lg.jp

問合せ●若手職員おがの創生プロジェクトチーム
産業振興・就労支援班(小鹿野庁舎・総合政策課内)
☎75-4197

町営住宅入居者募集
笠原団地
募集戸数●2戸(抽選)
物件構造●木造2階建／2LDK／67.3㎡
所在地●小鹿野町小鹿野405番地
(南裏通り伊豆沢入口)

場所●小鹿野文化センター

講師

町では、地元企業・事業所を広く紹介するため、
「事業所ガイドおがの」
を作成します。このガイドは、新成
人や高校3年生等に配布するほか、町HPにも掲載します。
あなたの事業所の魅力や仕事の内容・やりがい等をPRして、人材確保につなげませんか？掲載にご協力
いただける企業・事業所は、提出方法及び提出先を確認のうえ、申込書を提出してください。(可能な限り電
子データで提出してください。)申込書は、町HP及び総合政策課で配布しています。
なお、平成31年1月の成人式に配布するガイドに掲載の場合は、10月31日
（水）
までに提出してください。

します。

「人権尊重社会をめざす県民運動」事業

講演会

小鹿野町での就職を希望する人を対象に就職相談会を
開催します。小鹿野町の事業所を知るチャンスです！ぜひ、
この機会にご参加ください！
（事前申込不要・入退場自由）
日時●9月26日(水)14:00〜16:00
場所●小鹿野文化センタ−
対象●小鹿野町での就職を希望する人
内容●参加事業所との個別相談(複数事業所可)
持ち物●プロフィ−ルカ−ド(当日記入可)、履歴書及び紹
介状(面接希望者)、
ハローワークカード(お持ちの人)
※プロフィ−ルカ−ド
（配付ちらしの裏面）
は、小鹿野庁舎、
両神庁舎、小鹿野文化センタ−、保健福祉センタ−、小鹿
野中央病院、
ふるさと総合会館の窓口で配付しています。
※参加事業所など詳しい情報は、町HPをご覧ください。
問合せ●ハロ−ワ−ク秩父 職業紹介部門☎22-3215
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

美屋団地
募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建／3LDK／73.9㎡
所在地●小鹿野町小鹿野1278番地
(やすらぎの丘公園西約200ｍ)

募集期間●9月10日(月)〜21日(金)
家賃●所得により決定
敷金●家賃の3カ月分
駐車場●2,500円/台(月額)
入居資格●
■現に同居し、又は同居する親族がいること
■所得月額が扶養控除後15万8,000円以下であること
■自ら居住するための住宅を必要としていること
■申込者本人を含む同居世帯の全員が暴力団員でないこと
■国・地方税を滞納していないこと
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204
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内田の

小鹿野中央病院長

さて、今回は高血圧の治療

についてお話ししていきます。
血圧の薬を飲んでいる人は多

ていたりすることも多くなり、やや煩雑になっていま
す。
さらには合剤といって、2種類の薬を1つにまとめ

ているものも増えています。
たとえばカルシウム拮抗

いと思いますが、

薬とARBの合剤、利尿剤とARBの合剤など･･･。
そ

実は血圧を下げ

うなるとさらに名前がこんがらがってかなりややこし

る薬と言 っても

いのです。医者の中でも覚えきれずに混乱し、時に

何種類もあります。
それぞれがどんな

は薬の本を片手に診察することもあります（わたし

薬か簡単に説明していきましょう。

だけ？）。

きっこうやく

医者はそれらの薬を患者さんの状況に応じて使

■カルシウム拮抗薬（血管を広げる）

い分け、時には何種類か組み合わせて使っていま

■利尿薬（尿と一緒に塩分を出し、水分量を減ら

す。皆さんもどの種類の薬を飲んでいるか、今一度

すことでパンパンになった血管の負担を取る）
そがいやく

べーたしゃだんやく

あるふぁしゃだんやく

■α遮断薬（血管の収縮を抑える）

自身の判断で薬を調整されている人もいます。
たし

作っている製薬会社が違うからです。
また最近では

こともあるでしょう。
そんなときはぜひ医師もしくは薬

同じカルシウム拮抗薬でも、何種類もあります。

ジェネリック医薬品が普通に出回るようになりまし

た。
それにより、中身が全く同じ薬なのに名前が違っ

事業名

◆

◆

◆

事業場所等

剤師にご相談ください。

※金額は、消費税込

契約額

小鹿野町橋梁修繕工事（皆本橋工区）
小鹿野町橋梁修繕工事（薄大橋工区）
町道両神5号線舗装工事
秩父荘いす式階段昇降機設置工事
小鹿野町衛生センター浄化槽用
遠心除渣機更新工事
般若水路境界柱再現業務委託
第5支団第1分団詰所新築用地
境界測量業務委託

三山地内
両神薄地内
両神小森地内
下小鹿野地内
伊豆沢地内

25,380,000円

新増築・滅失家屋異動判読業務

小鹿野町全域

1,166,400円

小鹿野町橋梁定期点検業務委託

小鹿野外地内

21,276,000円

両神薄地内

般若地内
両神薄地内

落札者

履行期間

かぼす(大分1号、香美の川、祖母の香)

た場合は、補助金の返還を求めることがあります。)また、

条件等●①町内の農地(登記地目が畑又は田)に定植す

補助金受給者には後日、栽培講習会等の連絡をすること

ること②5本以上定植すること③町税の滞納がないこと

があります。なお、申請書は両神庁舎･産業振興課で配布

補助額●苗木代金の1/2以内(上限2万円)

しています。

申請●申請書に次の書類を添えて提出してください。

※苗木は1年生又は2年生の接木苗とします。

■苗木の明細書および領収書

※申請は苗木を定植した年度内に1度とします。

■定植した農地の位置図

問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

■農地の写真(定植前・後)

平成31・32年度建設工事請負等競争入札に
参加を予定している事業所の皆さんへ
埼玉県電子入札共同システムによる平成31・32年度の建設工事請負等競争入札参加
資格審査申請受付(新規・更新)が次のとおり行われますので、平成31・32年度の町の入
札に参加を予定されている事業所は、申請してください。
対象業務●建設工事、設計・調査・測量、土木施設維持管理

更新申請●申請日現在、埼玉県電子入札共同システム

新規申請●申請日現在、埼玉県電子入札共同システム

（工事等）
に対象業務のいずれかの業務に登録がある事

（工事等）
に対象業務のいずれの業務にも登録がない事

業所※有効なIDがない場合は、新規申請となります。

業所

■受付期間／10月4日(木)〜11月9日(金)※[建設工事]

■受付期間／9月3日(月)〜9月28日(金)

のみ申請の場合は11月22日(木)まで

■申請方法／郵送で提出
（消印有効、持参不可）

■申請方法／電子入札共同システムによる電子申請を

※信書を送ることが可能で、到達が確認できる方法(簡

行い、関係書類を郵送してください
（
「新規申請」
に同じ。

易書留、
レターパック等)で郵送してください。

消印有効、持参不可）
。

須田建設株式会社

〜平成30年12月20日

株式会社富山工務所
株式会社山崎工務店
株式会社加藤建設
落合建設株式会社

〜平成30年12月20日
〜平成31年1月31日
〜平成30年10月31日
〜平成30年10月31日

ら、埼玉県電子入札共同システム(物品等)において小

新規申請●申請日現在、埼玉県電子入札共同システ

第一産業株式会社

〜平成31年1月31日

鹿野町への登録が可能となりました。これまで埼玉県

ム(物品等)に登録がなく、新たに申請される事業所

1,047,600円

桂測量設計株式会社

〜平成30年9月28日

への登録を行っている事業所は、そちらから小鹿野町

■受付期間／10月4日(木)〜11月9日(金)

756,000円

株式会社シビル技術

〜平成30年9月28日

を追加で登録することが可能です。

更新申請●申請日現在、埼玉県電子入札共同システ

株式会社パスコ
さいたま支店

〜平成30年12月21日

共和コンサルタント株式会社
サンコーコンサルタント
10,260,000円
小鹿野町全域
小鹿野町林道橋定期点検業務委託
株式会社 北関東支店
ＨＡＲＶＥＹ株式会社
小鹿野町納税コールセンター業務委託 小鹿野町内外対象者 1,166,400円
東京支店
国民健康保険町立
国民健康保険町立小鹿野中央病院
日商リネンサプライ
47,194,164円
小鹿野中央病院
白衣等洗濯付賃貸借業務
株式会社
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します。(管理や鳥獣の食害対策を行わずに苗木が枯れ

かに外出するときなど利尿剤でおしっこになり困る

15,649,200円
(総合評価値
7384.403）
15,660,000円
35,100,000円
1,297,080円
2,397,600円

坂戸地区水路改修工事（公共残土活用
事業）
【総合評価落札方式】

果樹●柿(蜂屋、平核無)

がいます。医者に言ってくれる方はまだいい方で、
ご

■β遮断薬（心臓の働きを抑える）

入札結 果 のお知らせ

その他●補助金受給後3年間、生育状況の報告をお願い

から、
あの薬は飲んでいない」
なんておっしゃる方

■ARB（血圧を上げる物質の作用を抑える）

◆

対象●町内に住所を有する人

患者さんの中には時々
「おしっこが出すぎて困る

うにする）

◆

町では、果樹苗木の斡旋事業をリニューアルし、果樹栽培の振興及び遊休農地の発
生防止を目的とした
「果樹苗木購入費補助金」
事業を開始します。

気にしておいてくださいね。

■ACE阻害薬（血圧を上げる物質が作られないよ

◆

果樹苗木購入費を補助します

やき
気 になるつ ぶ
内田 望

高血圧（薬のはなし）

生活習慣病について⑤

〜平成31年1月31日
〜平成31年1月31日
〜平成31年3月31日
〜2023年9月30日

▲平成30年7月25日入札分

平成31・32年度より物品等競争入札参加資格申請が
埼玉県電子入札共同システム
（物品等）
において行えます
平成31・32年度の物品等競争入札参加資格申請か

なお、埼玉県電子入札共同システム(物品等)に登録
の予定のない町内に住所を有する事業所については、
詳しくは、埼玉県入札審査課HPの
「申請の手引き」
をご覧ください。

埼玉県入札参加資格申請

検索

平成31年2月に書面による受付を行います。

ム(物品等)に登録がある事業所
■受付期間／11月12日(月)〜12月26日(水)
入札共同システムからの登録が必要となりますので、
ご注意ください。

資格登録期間●平成31年4月1日〜平成33年3月31

問合せ●

日まで
（工事・物品共に）

埼玉県入札審査課
（工事等）
☎048-830-5771

※町では、電子入札共同システムを利用しての入札を
一部予定しています。この入札に参加するには、電子

〃

（物品等）
☎048-830-5775

小鹿野庁舎・総合政策課☎75-4196
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福祉課から各種補助のお知らせ

問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

9 23

在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用の補助
呼吸器機能障害により、在宅酸素療法による治療を受けている人に対し、酸素濃縮装置の
使用に要する電気料の一部を補助する制度を設けています。
対象●次の3つにすべて該当する人

申請方法●次の書類に記入し押印のうえ、福祉課に申請

①小鹿野町に住所がある人

してください。

②酸素濃縮装置を使用する在宅酸素療法を受けていて、

■補助金交付申請書

酸素濃縮装置を常時使用している人

■酸素濃縮装置使用証明書(酸素濃縮装置の業者が記

③施設等に入所していない人

入したもの)

補助額●月額1,500円(9月と3月の2回に分けて支給し

■在宅酸素療法受診証明書(医療機関が記入したもの)

ます。）

補足事項●毎年(年1回)申請が必要です。

難病患者の通院に要する交通費の補助
治療が複雑で長期に及ぶ疾病(難病法に基づく指定難病、児童福祉法に基づく小児慢性
特定疾病及び埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱の対象となる疾患並びに血友病、慢
性腎不全など)の患者さんが必要とする治療を受けやすくし、難病の早期治療を図るため、
難病患者の通院に要する交通費の補助制度を設けています。
対象経費●

対象期間●平成30年4月1日(日)〜9月30日(日)

■難病の治療のため通院する場合の交通費

申請方法●10月19日(金)までに、印鑑、指定難病医療等

■通院の際に、介護が必要な場合は介護者の交通費

の受給者証、本人名義の通帳をお持ちのうえ、福祉課に

※福祉タクシー利用料金助成又は心身障害者自動車燃

申請してください。

料費給付を受けている場合は対象となりません。

心身障害者自動車等燃料費の給付
在宅の心身障害者が移動に要する自動車等の運行に伴う燃料費の一部を給付することに
より、経済的負担の軽減と生活の利便を図るため、燃料費の給付制度を設けています。
対象区分

所有者及び運転者
等級等
本人
１・２・３級

身体障害者手帳

下肢・体幹障害
視覚障害

療育手帳

Ⓐ・A・B

精神障害者保健福祉手帳

１級

障害児(18歳未満)

等級は問わない

家族

○

×

○

×

○

○

○

○

○

○

○※

○

※免許がある場合

今年も両神山麓花の郷ダリア ダリアまつり /
園で、丹精込めて育てたダリアが
咲き誇ります。
皆さんのご来場をお待ちして
います。
開園期間●9月1日(土)〜11月3日(祝)
開園時間●9:00〜16:30 環境整備協力金●400円
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

両神農林産物直売所感謝祭
日時●9月16日(日)10:00〜14:00
場所●両神農林産物直売所(道の駅｢薬師の湯｣隣)
内容●たらし焼き・みそポテト販売、みそおでん試食、
ポン
菓子無料配布など
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

手話で障がい者を支援する仲間を募集します

住宅・土地統計調査に
ご協力を！
総務省統計局・埼玉県・小鹿野町では、我が国における
住宅や居住している世帯に関する実態を調べるため、10
月1日に
「住宅・土地統計調査」
を実施します。小鹿野町で
は無作為に選定した221世帯が対象になります。
この調査から得られるデータは、暮らしと住まいに関す
る計画や施策の基礎資料として幅広く利用されます。
9月下旬に調査員証を携帯した調査員が対象となった
地区の世帯に伺いますので、
ご協力をお願いします。
調査対象地区
小鹿野3区、9区、11区、13区、15区、長若2区、
三田川1-1区、9区、倉尾1区、両神1区、7区、
10区 のそれぞれ1部の区域
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

手話奉仕員養成研修 入門編

聴覚や音声、言語機能に障がいのある人の社会参加を支援する手話奉仕員の
養成講座を開催します。
日時●10月22日(月)〜平成31年1月16日(水)
おおむね毎週月、水曜日 13:30〜15:30(全21回）
場所●秩父市歴史文化伝承館ほか
定員●40人
対象●秩父郡市に居住、又は通勤・通学(中学生以上)する
人
費用●受講費用は無料、ただしテキスト代3,240円のみ
個人負担
内容●名前を紹介する、趣味について話すなど簡単な手
話会話

※来年度以降に開催予定の
「基礎編」
も併せて修了するこ
とで手話奉仕員養成研修の全課程を修了することになり
ます。
「基礎編」
では
「表情豊かにわかりやすく表現する」
な
ど手話文法を学びます。また、
テキストは入門編で購入し
たものを使います。
申込＆問合せ●10月1日(月)までにお
申し込みください。
保健福祉センター・福祉課
☎75-4109 FAX 75-4710

「子育て包括支援室」情報
※福祉タクシー利用料金助成又は難病患者
通院交通費補助を受けている場合は対象と
なりません。

対象燃料費●給付申請後、給付資格認定された月以降

※これまでに申請済みの人(給付している人)は、既に送

の燃料費

付している給付請求書用紙に給油時の領収書等を貼付

給付額●1ℓ当たり50円(自動車30ℓ／月まで、
バイク5ℓ

し、10月5日(金)までに、福祉課に提出してください。

／月まで)
申請方法●印鑑、運転免許証、車検証、障害者手帳、本人
名義の通帳をお持ちのうえ、福祉課に申請してください。

※各種補助に関する申請書等は、福祉課に用意してあります。
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『ダリア園』開園

両神山麓花の郷

ちびっこサロン
（予約制）

産後ママのストレッチ教室
（予約制）

日時●9月11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。

日時●9月26日(水)10:00〜11:30
場所●子育て支援センター
内容●肩こり解消ストレッチ、腰のゆがみ引き締め体
操の実践、産後の月数や困りごとに合わせた個別の
相談など
講師●なごみ整体院あん摩・マッサージ・指圧師
鎌田 昌子氏
対象●およそ6カ月までの子どもがいる母親
定員●先着7人 申込●9月19日(水)まで

助産師による
「ほっと ハグくむ... ママサロン」
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
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

申込＆問合せ●住民課 子育て包括支援室
☎75-4101
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広報おがの

医 療•無料 相 談

休日急患
当 番 医

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
医療機関名
（診療科目）

期日

2日㊐
9日㊐
16日㊐
17日㊗
23日㊗
24日㊊
30日㊐

※医師会休日診療所(内・小)
石塚クリニック(内・呼)
※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)
大谷津医院(内)
※医師会休日診療所(内・小)
長瀞医新クリニック(内・外・泌)
※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)
松本クリニック(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)

二次救急医療

医療機関名

期日

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

2日㊐
9日㊐
16日㊐
17日㊗
23日㊗
24日㊊
30日㊐

秩父市立病院
秩父病院
秩父市立病院
皆野病院
秩父病院
皆野病院
皆野病院

所在地

熊木町
大野原
熊木町
小鹿野町
熊木町
阿保町
熊木町
長瀞町
熊木町
小鹿野町
熊木町
日野田町
熊木町
小鹿野町
所在地

桜木町
和泉町
桜木町
皆野町
和泉町
皆野町
皆野町

電話

23-8561
22-6122
23-8561
75-2332
23-8561
22-6329
23-8561
66-1000
23-8561
75-2332
23-8561
22-3000
23-8561
75-2332
電話

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

※18：00以降は必ず電話でご連絡のうえ、受診してください。

平日受付／
19：30〜22：00
（祝日は行いません）

休 日 在 宅
歯科当番医
期日

16日㊐
9月 17日㊗
23日㊗

医療機関名

曜日

平 日 夜 間
小児初期救急

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

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。

※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。

医療機関名

秩父保健所からの
お
知 ら せ
ひきこもり専門相談

所在地

長瀞町
大野原
皆野町

電話

66-3418
24-4184
62-3597

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／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。

＊秘密は厳守しますので、お気軽にご利用
ください。

毎月第3月曜日
（休日の場合は翌日）
実施
相談員

日時

髙橋 稔さん
黒澤英子さん

法律相談

9月18日
（火）
13：00〜15：00

会場

小鹿野
文化センター

▶問合せ／総務課 ☎75-1223
（直通）

隔月
（奇数月）
実施
相談員

日時

加藤純二さん

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

渡部幸夫さん
岩田明子さん

日時

10月16日
（火）
10：00〜12：00

登記・法律相談

会場

両神振興会館

▶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

10月17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

日時

山崎登志男さん

結婚相談

毎週木曜日
10：00〜15：00

会場

児童館

※第3木曜日は両神振興会館

▶問合せ／中央公民館 ☎75-0063

北 ヱイ子さん
髙岸友行さん
上原和代さん

日時

会場

小鹿野
9月13日
（木）
文化センター
18:00〜20:00
＜電話相談もご利用ください＞

認知症に関する相談

▶問合せ／保健福祉センター ☎75-0135

物忘れなどの生活の不安
相談員

日時

介護全般

会場

①9月11日㈫、25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

障害者の
相 談 窓 口 身体障害者について

相談時間／月〜金曜日
（祝日を除く）
９
：
００〜１７
：
００

秩父障がい者総合支援センター フレンドリー（カナの会）
子どもの心の健康相談
住所／皆野町国神421(カーサ
・ミナノ内) ☎26-7102 FAX62-5613
医師相談 日時／9月5日
（水）
13：30〜
（次回は11/14予定）
知的障害者
・
障害児について、
障害者の就労・生活について
臨床心理士相談 日時／9月10日（月）14：00〜（次回は10/15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／9月12日
（水）
9:00〜10:00 25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。
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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

◆

子 育て支援 広報おがの

◆

楽しいこと
いっぱいあるよ！

申込＆問合せ ☎75-0550

FAX24-9963

FAX24-1026

ミニコンサートでのひとこま。
波がきました。ザブーン▼
▲今年も賑やかなお
祭りができました。
アンパンマンと一緒
にハイチーズ！

親子で遊びに
来てね。
待っています！

会場

9月19日
（水）
13：00〜15：00

弁護士

◆

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）

相談員

診療時間／10:00〜13:00

野上歯科医院
内田歯科医院
皆野歯科医院

定期無料相談

子育て支援
センター情 報

予 約なし

▲遊びのコーナーで、ナイスシュート！
上手に入りました。

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９/１５ ９
：
００〜１６
：
００
９月開所日
ランチタイム
１１
：
３０〜
（水曜日以外）
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
9/3
9/1０
すくすく
：
００〜１１
：
３０
（赤ちゃんの部屋） １０
①発育測定
②誕生会

みんなでボール
プ ー ルに入り、
少し は 涼しく
なったかな？▶

9/18

９/６㊍
①10：0０〜１１
：0０
②11：1０〜１１
：3０

対象／内容

対象●０歳〜３歳の乳幼児と保護者
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、就学前のお子さんまでご利用いただけます。
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。
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
（保健師） 離乳食個別相談
（管理栄養士） 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。
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。

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） ９/５㊌
絵本の貸し出し

予 約 制です
事業名

年齢別講座よちよち

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。
9月3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。
【持ち物】帽子、着
替え、タオル、ビニール袋、水筒

９/１１㊋ ９
：
５０〜１１
：
３０

対象●1歳代のお子さんと保護者

てくてくじゃんぷ

９/１4㊎ ９
：
５０〜１１
：
３０

対象●２歳代・３歳代のお子さんと保護者

給食体験
(小鹿野保育所)

９/１２㊌ １0：3０〜１２
：
２０
（小鹿野保育所集合）

対象●平成２７年４月〜平成２８年３月までのお子さんと保護者
小鹿野保育所で遊んだ後、給食体験をします。管理栄養士が食事と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、エプロン、
スプーン、フォーク、箸(親子分)

年齢別講座

おじいちゃんおばあちゃん ９/１３㊍
へのプレゼント作り
１０
：
００〜１１
：
３０

対象●０〜３歳のお子さんと保護者並びに祖父母
敬老の日にちなみ、簡単なプレゼントを作ります。
＊おじいちゃんおばあちゃんもご参加
ください。楽しいひと時を過ごしましょう。

パパと遊ぼう

９/１５㊏
１０
：
００〜１１
：
３０

対象●０歳〜３歳までの乳幼児と保護者等
ふれあい遊びをしたり、パパと楽しい時間を過ごしましょう。
【持ち物】着替え、タオル、
ビニール袋、水筒

キッズサーキット

９/２０㊍
１０
：
００〜１１
：
３０

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
講師の先生による親子の楽しい体操やからだを動かすサーキット遊びを行います。
【持
ち物】着替え、タオル、ビニール袋、水筒

９/２１㊎
１０
：
００〜１１
：
３０

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
芝生の心地よさや秋の自然を感じながら、一緒に楽しく遊びましょう。
【持ち物】着替え、
帽子、タオル、ビニール袋、水筒

９/２５㊋
９
：
３０〜１１
：
４５

対象●乳児をお持ちの保護者１０人＊別室保育１０人まで。
＊申し込みは、9/14（金）まで。
小児や乳児に対する心肺蘇生法やＡＥＤ、異物除去、止血法などを学びます。 ※動きやす
く、胸元の開いていない服装でお願いします。保育を希望の人は、お子さんの荷物をお持
ちください。

親子のびのび体操

９/２７㊍
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。

幼児食体験教室

10/3㊌
１０
：
００〜１１
：
３０

対象●１歳半〜３歳までのお子さんと保護者
離乳食後から大人と同じ食事が食べられるまでの試食体験（無料）です。スプーンや
フォークが上手に使えるようになるために必要なことは？食事のマナーは？一緒に体験
しませんか。

子育てサークル

①９/１２㊌ ②９/２６㊌
１０
：
００〜１１
：
３０

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。

公園で遊ぼう

（国民宿舎）
雨天：子育て支援センター

乳幼児救命講習

健康運動指導士：上野雅也さん
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広報おがの

フォトニュース
第63回町民野球大会
7/１、8
優勝／三田川2組チーム
間庭甘酒まつり
7/22
（両神小森）

フォトニュース 広報おがの

小鹿野

フォト
ニュー ス
藤倉(八谷)地内

8/14
各地で行われた
魚のつかみどり

紫雲山地蔵寺盂蘭盆会
8/13

第39回町民テニス大会

両神薄(柏沢)地内

8/14

河原沢
（日向）
地内
8/15

地 域 おこし協 力 隊 通 信 VOL.15
硬式テニスの部 7/1
一般男子ダブルス優勝／野竹貴裕・入沢郁夫ペア
一般女子ダブルス優勝／豊田マリ・宮原みどりペア

か た ぎり

新隊員の
紹介

小鹿野警察署管内
交通死亡事故ゼロ2500日達成
8/13

おがの七夕フェスティバル
8/4

両神小森地内(商工会青年部主催)

しょうた

片桐 翔太さん（23歳）
産業振興課
「農業イノベーション事業」
＜ひとこと＞

色々な方々と交流しつつ、
小鹿野町を皆様と盛り上
げていきたいです！
ダリアの脇芽かき中！
！(沢田)
七夕フェスティバル
で かっぽ れ に初
挑戦しました!!(本)

ソフトテニスの部 7/8
一般男子ダブルス優勝／新井瑞樹・高岸直人ペア
中学生男子ダブルス優勝／齊藤汐音・山田健太ペア
中学生女子ダブルス優勝／栗原彩嘉・山﨑千凡ペア

港区で開催された
全 国 連 携マルシェ
にて鹿商品の販売
を行いました。(星)

子供ソフト・ポートボール大会
（主催／小鹿野町青少年相談員協議会）

地域おこし協力隊
おおた

太田
にい

まこと

ほし

誠･星

あやの

もと

仁位 彩乃 ･ 本
えごまサ ポ ー タ ー
が7人も来てもらえ
ました。(太田)
7/8 ソフトボールの部優勝／三田川 チーム
16

8/15

7/7 ポートボールの部優勝／NAGAWAKA15 チーム

としひこ

さわだ

ともき

利彦 ･ 沢田 朋輝 ･
なよこ

かたぎり しょうた

奈代子 ･ 片桐 翔太

「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●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
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広報おがの

み んなの 広場

み

◆

ご協力・備品寄贈
ありがとうございます
8月1日に建設業労働災害防止協会埼玉県支部秩父
分会
（会長：岩田勇二氏【株式会社岩田組】）
の協力を得て、
両神小学校の児童が、建設現場の説明や工事車両の乗
車体験をさせていただきました。
また、同協会から、町教育委員会へ学校備品や通学用
ヘルメットも寄贈もい
ただきました。
児童たちは普段近
寄る機会の少ない重
機に乗車するなど、目
を輝かせながら体 験
をしていました。

第30回倉尾地区輪投げ大会
8月5日に第30回倉尾地区輪投げ大会が行われ、27
チーム約100人の皆さんが日頃の練習の成果を競い合
いました。
大会は、一般の部と高齢者の部でそれぞれ個人戦と団
体戦が行われ、団体戦では2チームが270点もの高得点
を出され、
レベルの高さが伺えます。
参加者の年代
も10代から80代
までと幅広く、皆
さん 和やかな 雰
囲気のなか、思い
思 いに輪 投 げを
楽しまれていまし
た。

窓

◆

の

◆

広

場

◆

第17回ユーアイフェスティバル

ちちぶ地域創業サポート窓口

今年で17回目を迎える施設行事です。
「 架け橋」
を
テーマに、地域の皆さんとの交流を深めていきたいと思
います。ぜひユーアイハウスに遊びに来てください。
日時●9月23日(日)10:30〜14:00※雨天中止
場所●ユーアイハウスおがの(三山2213-1)
内容●抽選会(来場者はもれなく参加出来ます)、のど自
慢大会、キッズダンス(秩父舞祭C-DANCE!)、屋台囃子
(栗尾太鼓会)、新日本舞踊(こじか舞踊会)、
フラダンス(レ
イ・レフア・マモ)、ゆるキャラ出演(そば男・そば娘)、石釡
ピザ(宴)、各種売店ほか
問合せ●ユーアイハウスおがの☎72-5011

秩父地域1市4町(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小
鹿野町)では、国の創業支援事業計画の認定を受け、地
域内で創業を希望する皆さんを支援しています。
現在、商工会議所・各商工会と連携して
「ちちぶ地域創
業サポート窓口」
を開設し、創業に関する相談に対応して
います。ぜひ、
ご活用ください！
窓口の概要●
【ワンストップ窓口】秩父商工会議所、荒川商工会、西秩
父商工会、皆野町商工会、長瀞町商工会
【サテライト窓口】秩父市(企業支援センター)、横瀬町(振
興課)、皆野町(産業観光課)、長瀞町(産業観光課)、小鹿
野町(産業振興課)
対応内容●
■創業(創業前・後)に関する情報の提供、対応方法のア
ドバイス
■専門家による相談対応
※開所日・時間は、各団体の開所日・時間に準じます。
問合せ●秩父商工会議所☎22-4411
西秩父商工会☎75-1381
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

国民宿舎両神荘休館のお知らせ
国民宿舎両神荘は、下記の期間中全館休館とさせて
いただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協
力をお願いします。なお、休館期間中も、電話予約(8:00
〜17:00)とレンタサイクル貸出(9:00〜17:00)は受け
付けています。
休館期間●9月5日(水)10:00〜6日(木)11:30
問合せ●国民宿舎両神荘☎79-1221

両神温泉薬師の湯＆両神農林産物直売所

我が家の

「両神温泉薬師の湯」
及び
「両神農林産物直売所」
は、9
月・10月の火曜日を臨時営業します。皆さんのご利用を
お待ちしています。
※9月11日(火)は休業いたします。
問合せ●両神温泉薬師の湯☎79-1533
両神農林産物直売所☎79-0124

み んなの 広場 広報おがの

◆

ちちぶ創業塾

臨時営業のお知らせ

小鹿野ひこばえ句会

涼風の四方にぬける古座敷

甚平や昔ながらのそば枕

食べ頃を逃すなと添えメロン受く

紫陽花の白ふさわしき結願寺

迷い蝶蓮華浄土に沈みけり

夏帽子押さへて覗く谷の底

は は

浅 香 カヲル

冨 田ケサ子

みち

知子

齋藤

清水

良子

石 川ヨシ子

木村

良子

亡母そばに存らねどすがる夏の夢 山口 啓子

木村

稲水

加 藤 れいこ

近藤

多比良キヨ子

和子

増 島としを

長又

秋山木実子

横 田 トシヱ

ほうたるの飛び交ふ夜の神秘なる 原島 勝子

両神文芸クラブ

大振りの白百合部屋を引立てり

白寿逝く献花の百合の白さかな

野良帰り大夕焼に腰伸ばす

夕焼や明日の旅路へ佳き兆し

ビル谷間夕焼四角に都市照らす

丸の内流行りの日傘紺スーツ

磴のぼる雨の寺苑に百合香る

退職を告ぐる墓前や百合の花
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小鹿野
茂木 康長さん・由伎さん

一ノ心(いちのしん)くん
ら
楽しいか ♥
が
の
く
歩
大好き
お散歩が

経営者としての心構えから、経営計画の立て方、販売
促進の考え方などについて幅広く学習できます。
また、全5回中4回以上出席された人には
「証明書」
が
発行され、会社設立時の登録免許税が半額に軽減され
るなどのメリットもあります。受講料は無料です。ぜひ受
講をご検討ください！
日時●10月23日、30日、11月6日、13日、20日の全5回
(各火曜日18:00〜21:00）
場所●秩父地場産センター
対象●これから創業を考えている人、創業後5年未満の人
定員●30人(先着)
講師●中小企業診断士 田中聡子 氏ほか
問合せ●秩父商工会議所☎22-4411
西秩父商工会☎75-1381

森山良子コンサートツアー

2018〜2019 Acoustic Version in 秩父ミューズパーク
日時●11月25日(日)15:30〜(開場15:00)
場所●秩父ミューズパーク音楽堂
費用●6,800円(全席指定)
チケット販売●9月20日(木）
10:00から秩父開発機構、
矢尾百貨店、秩父楽器サービス
にて一般販売を開始します。電
話受付は、同日14:00から開始
(秩父開発機構窓口で完売した
場合はお受けできません)。
※一般販売は、会員先行販売で
取引のなかったチケットを販売
します。
問合せ●(株)秩父開発機構
☎23-1002

祝悼

小鹿野
黒沢 聡さん・愛理さん

英汰(えいた)くん
紗英(さえ)ちゃん
英那(えな)ちゃん
8月で1歳
に
3人なか なりました!
よく
元気に成
長してね
♥

兄
姉

お 悔やみ申し上げます。

《7月中の届出・敬称略》

妹
6月
28日

茂木 杉子(87)

小鹿野

28日

玉村

ん(86)

小鹿野

7月
4日

原 ヨシ子(47)

小鹿野

田嶋

小鹿野

5日

次(99)

飯田

13日

笠原 重子(74)

30日

小笠原郷一郎(78) 両神小森

※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
1761
確認できます︒ 専用電話番号☎
︵ ︶

文 芸

ん

◆

79
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保 健• 福 祉

徘徊の心配がある人の見守り器具を
無料で貸し出します
町では、地域の皆さんの協力による高齢者等の見
守り体制整備に取り組んでいます。そのひとつとして、
利用者が身に付ける小型発信機の
「みまもりタグ」
と
皆さんのスマートフォンを活用し、地域で見守るしく
みを築く事業
（国土交通省モデル事業）
があります。
利用者と
「みまもりタグアプリ」
をインストールした
協力者が増えることにより、精度が向上します。どち
らも気軽にご参加いただけるしくみですので、ぜひ
ご協力ください。

9月10日〜16日は自殺予防週間です

その悩み 勇気を出して 話そうよ
いのちの大切さに関する標語

乳がん・子宮頸がん検診 Hm
4

日時●10月4日
（木）
12:30〜14:00
場所●小鹿野文化センター
対象●20歳以上の町民
定員●50人
費用●乳がん検診1,200円、子宮頸がん検診
800円
（70歳以上は無料）
申込●保健課までお申し込みください。
※加入医療保険は関係ありませんが、年度に1回
限りとなります。
（町立病院での個別がん検診の申
込は常時受け付けています。）

0120-554-245

（小鹿野町の人のみ利用可）

健康教室・健康診査コーナー

日時●9月27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9月、12月、平成30年3月、6月生ま
れ
〔予防接種〕
平成30年3月生まれと9月26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）
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● ● ●

ひきこもり・こころの相談

〜来所や訪問での相談〜

■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●9月28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●9月19日
（水）
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。

『お茶会・交流会』に参加してみませんか？

日時●10月2日
（火）
、3日
（水）
13:00〜14：00
場所●児童館
対象●35歳以上の国民健康保険加入者及び75
歳以上の後期高齢者医療保険加入者で集団健診
未受診の人
（人間ドック受診予定者は対象外）
申込●前日まで受け付けています。
※送迎バスの運行はありません。

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。

3・6・9・12カ月児健診＆BCG予防接種

※問合せの表記がない記事はこちらが
連絡先です。

特定健診（集団健診） Hm4

小鹿野町いつでも健康相談

● ● ●

保健課 健康増進·地域包括担当
☎75-0135 FAX75-4710

※
「みまもりタグ」
とは
高齢者など見守る対象の人に身に
付けていただく小型の端末です。配
付する専用の靴に入れたり、紐を通
して身に付けることができます。
「みまもりタグ」
を希望される人は、保健課(地域包括支援
センター）
へご相談ください。

中学生の部最優秀賞

町では、平成30年3月に小鹿野町いのち支える
自殺対策計画を策定しました。自殺予防週間に合
わせて、町立図書館に特設コーナーを設置します。
自殺の多くは、心理的に追い込まれた末の死です。
精神保健上の問題だけではなく、過労、生活困窮、
育児、介護疲れ、いじめや孤立など、様々な社会的
要因があることが知られています。悩みがあると
きは、一人で抱え込まず、誰かに相談することが大
切です。身近な人に相談できない悩みがあるとき
は、専門の相談窓口、制度を利用しましょう。

保健 福祉

保 健• 福 祉 広報おがの

申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）
1歳6カ月、2歳児健診

日時●9月25日(火)受付13:00〜13:50
場所●児童館
該当児●①平成29年2月〜3月生まれ(1歳6カ月児)
②平成28年8月〜9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)
②母子手帳、健康診査票

3歳児健診
日時●9月7日(金)受付13:00〜13:50
場所●児童館
該当児●平成27年4月〜6月生まれ
※検尿・視聴覚のアンケートを行います。用紙は事前に配付し
ますので健診時にお持ちください。

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●9月21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

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●9月11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。

バンビちゃんの会

Hm1

認知症家族会
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●9月18日
（火）
10：00〜12：00
場所●児童館
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。

生活習慣病予防や治療など身近な
話題について考えてみませんか。

Hm

1
■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●①9月12日
（水）
、26日
（水）
14:00〜15:00
②9月13日
（木）
、27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。

■バランスボール教室

Hm1

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●9月20日(木)、28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●9月5日(水)、12日(水)、19日(水)、26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。

Hm

■ヘルスアップ教室〜体組成・骨密度測定〜
（予約制） 1
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●9月10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

Hm

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
日時●9月6日(木)、20日(木)13:30〜15:00
場所●児童館

健康講演会

ヘルスアップ事業おがの
ヘルスアップ事業おがの

■ABI測定(血管年齢測定)
（予約制） 1
腕と足首の血圧を測定し、血管の詰まり具合(ABI)と血管年
齢を測定します。
日時●9月10日
（月）
15:00〜16:30
場所●いきいき館
対象●30歳〜70歳未満の町民 定員●6人
内容●血管年齢測定、結果説明

※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。

Hm1

■高精度体組成計による測定日
（予約制）
日時●9月19日(水)18:00〜20:00
場所●いきいき館 対象●20歳以上の町民
内容●体組成測定、結果説明

9月14日(金)13:30〜15:00

定員●10人

Hm1

小鹿野文化センター・大会議室
（無料）
内容●
「10年後の自分を想像してみよう
〜生活習慣病の予防と治療〜」
講師●小鹿野中央病院 院長 内田 望 先生
参加を希望する人は、前日までに保健課へご連絡ください。
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みどりの村イベント
●動物とのふれあいコーナー
日時 9月9日(日)10:00〜15:00
場所 みどりの村 特設会場
※申込不要、乗馬体験のみ有料
●みどりの村秋の山歩き(きのこを
見つけるぞツアー)
日時 10月7日(日)10:00〜12:00
場所 みどりの村 全体
費用 500円 定員 20人(抽選)
締切 9月21日(金)必着
●サツマイモ掘り体験
日時 10月14日(日)10:00〜12:00
場所 みどりの村 体験農園
費用 1,000円 定員 20人(抽選)
締切 9月28日(金)必着
●プリザーブドフラワー教室
日時 10月21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 10月5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/
大滝げんきプラザのイベント
●スターウォッチング
日時 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
秋の星座を観察します。
対象 一般 費用 無料
●横瀬寺坂棚田ブドウ・シイタケ狩り
ハイク
日時 9月27日(木)9:00〜15:00
場所 西武鉄道『横瀬駅』集合
内容 横瀬駅から秩父札所・寺坂棚
田を経てブドウ狩り、
シイタケ狩りを
楽しむハイキング(6km)
対象 一般20人(先着)
費用 3,000円程度(ブドウ狩り、昼食代)
申込＆問合 いずれのイベントも9月
1日(土)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
彩の国ふれあいの森のイベント
●「彩の国ふれあいの森写真展」作品募集
募集期間 9月5日(水)〜10月5日(金)
※当日消印有効
どなたでも応募できます。応募数は1
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人2点以内とします。応募用紙に必要
事項を明記し、応募作品の裏に貼付
して、埼玉県森林科学館へ郵送してく
ださい。
内容 彩の国ふれあいの森の風景、
巨木、渓谷、滝、野鳥、野生動物など
のカラー写真(四つ切り253×305mm
又はA4サイズ)を埼玉県森林科学館
第一学習室に展示します。
※作品はお返しできません。※作品
制作及び作品送付に係る費用は自己
負担。
展示期間 10月20日(土)〜11月
18日(日)
※応募要項及び応募用紙は、ふれあ
いの森ＨＰよりダウンロードしてくだ
さい。※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。
問合 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
●森づくり体験教室(林業体験)
日時 ①9月15日(土)②10月6日(土)
10:00〜14:00
内容 ノコギリを使っての枝打ちと
間伐を体験します。
対象 小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用 500円 定員 各日10人(先着)
締切 ①9月12日(水)②10月3日(水)
●秋の自然観察会(山野草など)
日時 9月29日(土)10:00〜14:00
内容 県民の森で秋の自然観察会を
森林インストラクターの案内で行い
ます。
対象 小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用 500円 定員 20人(先着)
締切 9月26日(水)
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
東京大学秩父演習林公開講座
「樹木のボディランゲージ」
日時 10月25日(木)9:30〜16:00
場所 東京大学秩父演習林事務所
集合(秩父市日野田町1-1-49)
内容 樹木は周囲のさまざまな環境
の変化に適応して姿を変えていきま
す。どのような原因があり、
どのよう
な形になるのか、理論と実例を紹介
します。紅葉の森林を散策しながら、
樹木の形からその樹木がたどってき
た来歴に思いをはせてみてください。
※天候状況により変更あり

対象 一般(山道を歩くことがあります。)
費用 500円(保険料・資料代)
定員 20人(18歳以上で超えた場合は抽選)
締切 10月15日(月)必着
申込＆問合 住所、氏名、生年月日、
性別、電話番号、
メールアドレス又は
FAX番号、緊急連絡先(参加者以外
の 家 族 等 の 連 絡 先 )を明 記 のうえ、
メール又はFAXでお申し込みくださ
い。東京大学秩父演習林利用促進
チーム☎22-0272 FAX23-9620
メールchichibu-riyou@uf.a.u-tokyo.ac.jp

募

集

彩の国動物愛護推進員募集
募集期間 9月3日(月)〜11月30日(金)
活動内容 動物の愛護と適正な飼養
･管理の重要性について、地域住民の
理解を深めるための啓発活動や地域
住民の求めに応じた、繁殖制限措置
に関する助言や譲渡仲介の支援など
問合 県HP又は各保健所、県動物指
導センターの窓口に設置する募集要
領をご覧ください。埼玉県生活衛生
課☎048-830-3612
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0706/doubutu/aigosuishinink
oubo2.html
東京2020オリンピック・パラリンピック
埼玉県の都市ボランティア募集
東京2020大会の期間中に国内外
から訪れる大勢の観戦客を心を込め
て笑顔でお迎えする
「埼玉県の都市
ボランティア」
を募集します。
募集人数 5,400人
募集期間 9月30日(日)まで
活動内容 観戦客が利用する駅周辺
等での道案内や埼玉県内の魅力PR
など
活動日数 大会期間中に3日間以上
(一部役割によっては5日間以上)
※応募方法等の詳細は、県HP(『埼玉
県2020』で検索)をご覧ください。
問合 埼玉県都市ボランティア募集
コールセンター
☎048-833-2700
(9:00〜18:00土･日･
祝日を除く)

1,836円
申込&問合 10月1日(月)〜10日
(水)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/

案

内

ラグビーワールドカップ2019™情報
●開催1年前イベントを開催します！
ラグビーワールドカップ2019大会
を盛り上げるため、1年前イベントを
開催します。併催イベントも盛りだく
さん。小鹿野町もイベントに参加予
定です。ご来場をお待ちしています。
日時 9月23日(祝)10:00〜17:00
場所 熊谷ラグビー場前特設ステー
ジ(熊谷スポーツ文化公園内)
内容 ラグビートークショーやご当
地キャラクター有志によるラグビー
応援団の出演ステージ、ラグビー体
験コーナーなど
その他 併催
「熊谷圏オーガニックフ
ェス2018」
「熊谷市ラグビー祭り」
●チケット一般先行抽選販売を開始！
先行抽選販売の最後のチャンスを
お見逃しなく!!
申込期間 9月19日(水)〜11月12
日(月)
抽選結果発表 11月26日(月)
※チケットの購入には、専用サイトへ
登録すると得られるチケットIDが必
要です。詳しくは公式チケットサイト
(tickets.rugbyworldcup.com)を
ご覧ください。
問合せ 埼玉県ラグビーワールドカッ
プ2019大会課☎048-830-6870
東京都市圏パーソントリップ調査
にご協力を
埼玉県では、人の1日の動きを把握
し、暮らしやすい都市づくりの検討を
進めるため、9月〜12月にかけて
「東
京都市圏パーソントリップ調査」
を実

施いたします。対象となったご家庭に
は、調査の依頼状を郵送いたします
ので、
ご協力をお願いいたします。
問合 埼玉県都市計画課
☎048-830-5337
県立秩父特別支援学校 後期学校公開
日時 10月4日(木)9:25〜11:50
場所 埼玉県立秩父特別支援学校
内容 学校概要説明、分科会(各学部
別等)、施設見学、授業参観など
対象 知的障がいあるいは肢体不自
由等のあるお子さんの教育や進路に
関する悩みや不安等をお持ちの保護
者及び関係者・担任の先生
問合 埼玉県立秩父特別支援学校
☎24-1361
第4回地域包括ケア研究発表会
日時 10月13日(土)10:00〜15:20
(受付9:30〜)
場所 秩父宮記念市民会館
内容 「理解から始まる地域包括ケ
ア〜人が人をつなぐ〜」
■基調講演・シンポジウム
■研究演題発表ほか
費用 無料
問合 介護老人保健施設うらら
☎27-0250
第44回秩父母親大会
「東北被災地支援事業118回を通して」
日時 10月14日(日)13:30〜
場所 熊谷高等技術専門校秩父分校
講演 講師 髙田哲郎氏(小鹿野町在住)
費用 300円
問合 秩父母親大会実行委員会事務局
☎080-3916-9490(女部田まで)
秩父で働きたいあなたを応援します!
合同就職面接会
日時 10月19日(金)14:00〜16:00
(受付13:30〜15:30)
場所 秩父宮記念市民会館・けやき
フォーラム
対象 秩父郡市内での就職を希望す
る一般求職者、就職･再就職活動中で
秩 父 地 域 で の 就 職 を 希 望 する 者

（パートタイム希望者を含む）
参加企業 30社(予定)
持ち物 履歴書(なくても参加は可能)
問合 ハローワーク秩父求人係
☎22-3215
花の森こども園からのお知らせ
●森のようちえんスペシャル体験
日時 10月19日(金)9:30〜14:30
場所 秩父ミューズパーク・パルテノ
ン前
内容 海を渡る蝶(アサギマダラ)に
会おう
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)
第65回秩父美術展開催
会期 10月29日(月)〜11月4日(日)
9:00〜17:00(最終日は15:00まで)
場所 秩父市歴史文化伝承館
種目 絵画・書・写真・彫刻・工芸
出品資格 秩父郡内に在住、在勤、
在学(高校生以上)する者
出品料 1点1,000円
搬入 10月28日(日)10:00〜12:00
搬出 11月 4日(日)15:00〜16:00
開催要項 小鹿野文化センターで配
布しています。
問合 秩父美術展運営委員会事務
局(秩父市生涯学習課)☎22-0420
移動図書館
日時・場所 9月28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。

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
●介護職員のためのPowerPoint2013
日 時 1 1 月1 0日( 土 ) 、1 7日( 土 )
9:00〜16:00
費用 受講料2,000円 テキスト代
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