
11/1

平成29年度決算
information
医療•無料相談•子育て支援
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9月1日現在　【世帯数】4,743世帯
　　　　　　【総人口】11,792人【男性】5,838人【女性】5,954人
8月中の異動　出生3人/死亡12人/転入10人/転出23人
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2018（平成30年）NO.157 広報おがの／平成30年10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9月15日現在）
貯水位　315.77ｍ
貯水量　4,714,900㎥
貯水率　101.4％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。

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

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

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

▲幼児食体験教室
▲開放
●特定健診
■運動の日開放日

▲ふれあい遊び
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
▲産前から産後の
　ママ教室

▲発育測定・誕生会
●バンビちゃんの会

▲開放
オレンジカフェ笑顔
◎認知症相談日
●ちびっこサロン

▲すくすく
　(スキンシップ遊び)
▲開放
●乳児健診・BCG

すくすく(ひまわり
保育園離乳食体験)
▲開放
■ヘルスアップ教室

▲お庭で遊ぼう
　(さつま芋堀り)
●バランスボール
　教室
◎こころの悩み
　何でも相談
◎認知症相談日

▲ハロウィンを楽し
　もう
■運動の日開放日

共同募金・
法の日

公園で遊ぼう
▲開放
▲産前から産後の
　ママ教室
■ステップ体操

▲親子のびのび体操
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室

★図書館休館日

★図書館休館日 ★図書館休館日

★おはなしの会

▲開放
◎ひきこもり相談

▲てくてくじゃんぷ
■ステップ体操

▲よちよち
■ステップ体操

▲運動会ごっこ
●バランスボール
　教室
●バンビちゃんの会

▲子育て相談
■体組成測定
■運動の日開放日

▲子育てサークル
◆乳がん・子宮頸がん
　検診
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■運動の日開放日

▲開放
■ステップ体操

▲パパと遊ぼう
▲1日開放

移動図書館
★図書館休館日
◆敬老会
　(三田川・倉尾・両神)★図書館休館日

◆敬老会
　(小鹿野・長若)

▲すくすく(離乳食)
▲開放

▲すくすく(計測)
▲開放

▲お庭で遊ぼう
●特定健診

▲お庭で遊ぼう

★おはなしの会◆人権フェスティバル

10月31日（水）までに
納めてください。

町県民税 　　　第3期
国民健康保険税　第4期
介護保険料　　　第4期

今月の納税今月の納税

計量記念日
彩の国教育の日

文化の日

霜降 国連デー

体育の日
寒露

統計の日 土用

★図書館休館日
◆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

◆図書館分室休館日

◆楽しいおはなしの会
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小 鹿 野 町小 鹿 野 町

▲発育測定・誕生会 ▲開放
■ステップ体操

花
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と名水のまち

奈倉妙見宮秋まつり
［女歌舞伎］(下小鹿野)

小森諏訪神社例大祭
［歌舞伎］(両神小森)柏沢のちんぢんめえり

(両神薄)

宗吾神社例大祭
［獅子舞］(長留)

竹平諏訪神社例大祭
［獅子舞］(両神薄)

三嶋神社例大祭
［八木節］(下小鹿野)

小鹿野ロードレース
大会

健康ふれあい
フェスティバル

両神ふるさとまつり
(国民宿舎周辺)
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小鹿野町・川越市
いのちの水を訪ねる
上下流交流事業　8/25
(日尾河原・県営合角ダムほか)
　小鹿野町と川越市で水の大切さをテー
マとする事業が行われ、荒川水系の上下
流地域に位置する両市町の親子60人が
交流を深めました。
　交流事業の一つ「利き水体験」では、平
成の名水百選「毘沙門水」のほか「小鹿野
の水道水」「川越の水道水」「川越の地下
水」の4つを飲み比べ、参加者の頭を悩ま
す場面もありました。



　歳入は、町税と地方交付税が歳入全体の59％を占
めており、町の主要な財源となっています。
　前年度と比較すると、町税が償却資産の増加などに
より、5,397万2千円の増額。町債では、地域振興基金
への積み立てに合併特例債を活用したため、4,436万
3千円の増額。
　また、地方交付税が合併算定替えの縮小が始まった
ことなどの影響により、1億390万6千円の減額。国庫
支出金が学校給食センターや町営武道場の建設が終
了したことによる補助金の減などにより、1億1,667万
円の減額。
　全体では1億5,797万3千円の減額となりました。

　歳出は、義務的経費といわれる人件費、扶助費、公債費
が全体の38％を占めており、前年度と比較すると902万
円の増額となりました。うち、人件費が退職者数の増によ
る退職手当組合特別負担金の増額、選挙に係る人件費の
増額などにより2,830万7千円の増額となっていますが、
扶助費が臨時福祉給付金の終了等により、1,744万4千
円の減額となっています。
　その他が5億3,059万9千円増額となりましたが、合併

特例債を活用した地域振興基金へ5億2,632万円積み立
てを行ったほか、剰余金を減債基金へ6,558万7千円積
み立てたことによるものです。普通建設事業費において
は、町道の舗装・改良、教育施設の改修、消防車両の更新
などを行いましたが、学校給食センター及び町営武道場
の建設が終了したことにより、5億4,002万1千円の減額
となっています。全体では、4,834万5千円の減額となり
ました。

平成２9年度決算平成２9年度決算
歳入総額：7,175,464千円
歳出総額：6,759,957千円
歳入総額：7,175,464千円
歳出総額：6,759,957千円

　平成29年度一般会計決算の状況は、歳入総額71億
7,546万4千円、歳出総額67億5,995万7千円で、差引
4億1,550万7千円となり、このうち翌年度に繰り越す
べき財源204万4千円を差し引いた実質収支は、4億
1,346万3千円の黒字決算となりました。

歳入

歳出

町税
1,327,432千円 
(19%)

町税
1,327,432千円 
(19%)

繰越金
525,135千円 
(7%)

諸収入等
447,757千円
(6%)地方交付税

2,859,949千円
(40%)

依存
財源
(68％)

自主
財源
(32％)

国庫支出金
456,854千円
(6%)

県支出金
346,058千円
(5%)

町債
913,745千円
(13%)

交付金・その他
298,534千円
（4%） ※（ ）は構成比です

性質別経費 款別経費

総務費
797,064千円
(12%)

総務費
797,064千円
(12%)

民生費
1,960,147千円
(29%)

民生費
1,960,147千円
(29%)

衛生費
702,009千円(10%)農林水産業費

225,052千円(3%)
商工費
249,591千円(4%)

土木費
361,768千円
(5%)

消防費
375,308千円
(6%)

教育費
730,494千円
(11%)

公債費
678,175千円
(10%)

諸支出金
606,390千円
(9%)

議会費
73,959千円
(1%)

人件費
1,203,809千円
(18%)

扶助費
701,905千円
(10%)

公債費
678,175千円
(10%)物件費

1,312,682千円
(19%)

補助費等
1,096,227千円
(16%)

普通建設事業費
445,828千円
(7%) その他

1,321,331千円
(20%)

▪更新した消防車両▪ ▪ボルダリング壁▪

　平成29年度の主な決算の内容は以上のとおり
となりました。
　交付税が減少していく中、大変厳しい財政運営
ですが、今後も国県の動向を注視しながら、住民福
祉の向上に努めるとともに、健全な財政運営に取り
組んでまいります。

基金残高と起債残高の推移

財政健全化比率

特別会計・公営企業会計

　町の預金となっている基金の総額は、
合併特例債を活用し「地域振興基金」へ5
億2,632万円を積み立て、また、減債基
金への積み立ても行ったことにより、6億
429万8千円増の29億9,892万2千円と
なりました。
　一方、借入金の残高は、合併特例債の
増加などにより、2億8,871万3千円増の
75億927万6千円となりました。
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病院事業
会計

国民宿舎
事業会計

浄化槽
特別会計

※「―」は、赤字や資金不足がないことを示します。　
※数値は低いほうが健全となります。

　平成29年度の決算に基づく、財政健全化
に関する指標は下記のとおりとなりました。
いずれの指標も国の基準以下となっていま
す。また、全ての指標が前年度を下回ってお
り、健全な財政運営となっています。

●実質赤字比率
一般会計等の赤字の程度を指標化したもの。
●連結実質赤字比率
町全体の会計の赤字の程度を指標化したもの。
●実質公債費比率
標準財政規模に対する借入金等の割合。18％を超えると起債の許可が必要になる。
●将来負担比率
町全体の借入金や将来支払う負担等の標準財政規模に対する割合。
●公営企業資金不足比率
公営企業の資金不足を料金収入と比較して指標化し経営状況の深刻度を示す。

健全化判断比率 実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

平成27年度
平成28年度
平成29年度
国の早期健全化基準

―
―
―
15.0

―
―
―
20.0

9.0
8.1
8.0
25.0

27.4
27.6
26.0
350.0

会計区分 収入済額 支出済額 収支
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

浄化槽設置管理等特別会計

保険事業勘定
サービス事業勘定

18億3,047万円
3億227万1千円

14億6,615万1千円
2億5,974万9千円
1億1,278万7千円

17億1,890万2千円
2億9,959万1千円
14億1,613万6千円
2億5,133万1千円
1億882万7千円

1億1,156万8千円
268万円

5,001万5千円
841万8千円
396万円

■特別会計

会計区分 収入済額 支出済額 当年度純利益（△損失）

病院事業会計

国民宿舎事業会計

収益的収支
資本的収支
収益的収支
資本的収支

12億5,318万5千円
2億5,824万1千円
2億736万6千円
2,361万6千円

13億6,721万1千円
2億9,654万3千円
2億1,258万8千円
2,363万3千円

△1億14万4千円

△592万5千円

■公営企業会計

2 3

町政 PickUp! 町政 PickUp!



　町では、町民の皆さんの町政に対するご意見・ご要望を広くお聴きし、意見交換をする
町政懇談会を下記の日程で開催します。本年4月から5月に開催した町政懇談会では、町
民の皆さんから多くのご意見・ご要望等をお寄せいただきました。こうした皆さんからの
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ので、ぜひ大勢の皆さん
にご参加いただき、皆さんの『声』をお聴かせください。

「移住相談窓口」を開設しました！「移住相談窓口」を開設しました！「移住相談窓口」を開設しました！「移住相談窓口」を開設しました！

～町民ファーストを目指して～ 町政懇談会を開催します!!～町民ファーストを目指して～ 町政懇談会を開催します!!～町民ファーストを目指して～ 町政懇談会を開催します!!～町民ファーストを目指して～ 町政懇談会を開催します!!

期日 　　   時間 　　　　 　　　会場

こんにちは。
町長です。

　日ロ小鹿野町歌舞伎訪問
団による小鹿野子供歌舞伎
のロシア・ウラジオストクのフィ
ルハーモニー劇場での公演
は、大成功のうちに終了する
ことができました。
　この初の海外公演の内容

は、広報おがの９月号で掲載させていただきましたので、
町民の皆様にはご覧いただいたことと存じます。この公
演は小鹿野町にとっては一大慶事であり、日露交流の
一翼を担うことができたことも素晴らしい事業であった
と思います。
　この訪問団の団長をお努めいただいた小鹿野町広
報大使の山口清文さん（小鹿野歌舞伎保存会顧問）
には、この事業の企画段階から外務省との交渉をはじ
めとする関係機関との調整にお骨折りをいただきまし
た。山口さんのご努力と小鹿野歌舞伎保存会会長の
堀口武治さんをはじめとする保存会会員の絶大なるご
協力により、今回の大成功につながったと思います。
　また、役者として参加していただいた小・中学生、高
校生の１０名の皆様には、勉学の忙しい中、稽古を重ね
ていただき、その成果を十二分に発揮していただきまし
た。
　歌舞伎を海外で公演できたことに子供たちもきっと

大きな自信となり、これからの人生を生きて行くうえで
大きな財産になったと思います。
　この事業については、国内外のマスコミにも大きく取
り上げていただき、歌舞伎のまち・小鹿野を広く周知で
きました。訪問団が帰国した翌日に埼玉県の上田清司
知事へ、山口団長をはじめロシア語で口上を披露した
飯塚光留さん（高校２年生）、黒澤智美さん（中学３年
生）などと一緒に訪問し、報告をいたしました。上田知
事にも大変喜んでいただき、小鹿野町の文化の厚みに
お褒めの言葉を賜りました。
　小鹿野歌舞伎は町にとって大きな財産で、全国に誇
れるものであると思います。これからも小鹿野歌舞伎を
継承・発展させていただくには、歌舞伎関係者の皆様
に引き続き格別なご尽力を賜らなければなりません。文
化は一朝一夕には育ちません。町としては歴史と伝統
のある小鹿野歌舞伎に出来る限りの支援をしていかな
ければならないと存じます。
　そして、小鹿野歌舞伎を文化だけに限らず幅広く、小
鹿野町のまちづくりのため、地域の活性化につながる
ように生かしていかねばならないと思います。花と歌舞
伎と名水のまちの小鹿野町のキャッチフレーズにふさ
わしく１年中、小鹿野歌舞伎に触れられる場作りも課題
であると存じます。

小鹿野町長　森 真太郎

歌舞伎のまちづくり

日時●11月3日(祝)
　　　9:30～15:50
場所●国民宿舎
　　　「両神荘」周辺

■ふるさと芸能披露(神楽・
獅子舞 ほか)
■町の特産品・味自慢コーナー
■商工祭(猿回し・ゲームコーナー ほか)
■文化作品展(俳句・短歌 ほか)
問合せ●両神ふるさとまつり実行委員会事務局
　　　　☎79-1100(両神庁舎・おもてなし課内)

第42回
両神ふるさとまつり
第42回
両神ふるさとまつり
第42回
両神ふるさとまつり
第42回
両神ふるさとまつり

ダリアとのコラボによる
尾ノ内渓谷紅葉まつり
ダリアとのコラボによる
尾ノ内渓谷紅葉まつり
ダリアとのコラボによる
尾ノ内渓谷紅葉まつり
ダリアとのコラボによる
尾ノ内渓谷紅葉まつり

新沼　謙治さん
門倉　有希さん
吉永 しげるさん

ふ

るさ
と音楽祭

　両神山を源流と
する尾ノ内渓谷は、
小鹿野町有数の緑
と滝と清流の美し
い景勝地です。
　西秩父自然公園
の山々が色づく頃
に合わせ「尾ノ内渓
谷紅葉まつり」を開
催します。
　地域の皆さんによる秋の味覚の販売やサービスを行
います。ぜひご来場ください。
日時●11月11日(日)10:00～15:00(雨天決行)
場所●尾ノ内渓谷ふれあい館（河原沢地内）
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

町内への移住を
促進します!!

　現在、小鹿野町は就学や就職などにより、町内から町外への転出者が
転入者を毎年100人以上上回る状況が続いており、人口減少が進んで
います。
　そのような状況から、町では若者などの移住を増やすべく、移住促進
事業に積極的に取り組んでいます。
　その取組の一環として、小鹿野町に移住を検討されている人に必要
な情報を提供し、相談に応じる「移住相談窓口」を開設しました。
　移住相談窓口では、住まい情報・仕事情報の提供や不安なことの相
談はもちろんのこと、移住において非常に重要な部分である人と人と
のつながりのきっかけを提供します。
　そして、一人でも多くの移住検討者に小鹿野の暮らしを提案し、住み

たいと思っていただくこと、住み始めてからこれからも住
み続けたいと思っていただくことを目標に、小鹿野で暮ら
すという選択が、移住者にとっても町にとってもよりよいも
のとなるようなサポートを行っていきます。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238
※詳細は町HPでも公開しています。

▲後列左から岩井主事、南主幹
　前列左から山中主事、本 奈代子
　　　　　　　　　　 （地域おこし協力隊）

▲山岸主事補

10月16日(火)
10月17日(水)
10月19日(金)
10月22日(月)
10月26日(金)
10月29日(月)
10月31日(水)
11月  1日(木)
11月  5日(月)

19:00～
19:00～
19:00～
19:00～
19:00～
19:00～
19:00～
19:00～
19:00～

上飯田集会所
信濃石会館
両神下薄農民センター
長留観光農林漁業経営管理所
八谷集会所
両神12区集会所
三田川11区集会所
原町文化会館
両神上薄生活改善センター

期日 　　   時間 　　　　 　　　会場
11月  6日(火)
11月  7日(水)
11月  9日(金)
11月12日(月)
11月13日(火)
11月15日(木)

11月19日(月)

11月20日(火)

19:00～
19:00～
14:00～
19:00～
19:00～
19:00～
14:00～
19:00～
19:00～

長若生活改善センター
三ケ原集会所
両神振興会館（両神庁舎3階）
伊豆沢集会所
日尾集会所
松坂会館

小鹿野文化センター

両神振興会館（両神庁舎3階）
※対象区域の指定はありませんので、都合の良い会場でご参加ください。

◆ 託児所を開設します
※保育士等が
　お子様をお預かりします。

　子育て中の皆さんが安心して町政懇談会に参加できるよう、下記の
会場内に託児所を開設します。
　お気軽にご利用いただき、町政懇談会へご参加ください。
■11月  9日(金)14:00～　両神振興会館　2階娯楽室
■11月19日(月)14:00～　小鹿野文化センター　2階和室

安心して
ご参加くだ

さい!!安心して
ご参加くだ

さい!!

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221
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　町は、㈱埼玉りそな銀行と8月27日(月)に、㈱武蔵野銀行と8月28日(火)に、相互の連携
を強化し産業振興や観光振興で協力する包括連携協定を締結しました。県内企業や団体
に取引網を持つ銀行の強みを活かし、地域の活性化と町民サービスの向上を目指します。

埼玉りそな銀行・武蔵野銀行と包括連携協定を締結埼玉りそな銀行・武蔵野銀行と包括連携協定を締結埼玉りそな銀行・武蔵野銀行と包括連携協定を締結埼玉りそな銀行・武蔵野銀行と包括連携協定を締結

町長の見て・聞いて・話して
　第7回の事業所訪問は、7月30日に両神薄の株式会社リ
テラを訪問し、秋山博之社長にお話を伺いました。
　株式会社リテラは、昭和52年(1977年)所沢市に自動車
部品を製造する｢旭特殊工機｣として創業し、昭和63年
(1988年)に現小鹿野町両神薄に本社を移転されました。
平成5年(1993年)に社名を｢リテラ｣に改めて、昨年創業
40周年を迎えられました。社名の｢リテラ｣は、「リサイク
ル」と｢地球・大地を意味するラテン語の｢テラ｣が由来で、
環境保全を基本に地球再活性・大地再活性を会社理念と
して、地球環境を考えた素材・製品・製法と独自の技術を追
求して取り組んでいるとのことです。
　当町には本社・両神工場があり、約70名の社員が勤務し
ています。また、秩父市みどりが丘の工業団地には、秩父
工場と秩父第二工場の二つの事業所があり、会社全社員
数は282名で、その95％は秩父管内から通勤している地
域密着型の企業です。
　案内していただいた両神工場は、主に自動車のエンジン
部分・ミッション部分・ステアリング部分のアルミダイカス

ト製品を製造していま
す。なかでも、オートマ
チックトランスミッショ
ン(A/T)の一部に応用
されているトルクコン
バータ部品は、1カ月
に約6万個を製造して
いるとのことです。工
場内は、アルミニウム

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.7 ～

「株式会社  リテラ」

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地

電 話

代表取締役社長　秋山博之
282名
1977年3月
本社：小鹿野町両神薄2703
秩父工場：秩父市みどりが丘9
秩父第二工場：秩父市みどりが丘29-2
本社：0494-79-1300

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。

を約700℃まで加熱し、溶解したアルミを金型に流し込み、
250ｔ～850ｔの圧力をかけて成型する大型機械が稼動し
ています。熱風も感じますが、大型扇風機や冷房設備も設
置されており、作業のしやすい環境づくりに創意工夫が施
されていました。
　また、社内の製造過程は、情報管理化がされている為、
製造量や不良品の管理など、すべてがコンピューターのモ
ニターやスマートフォンで確認することができます。
　モノ作りにおいては、40年に亘り培ってきた特異な技術
で、ダイカスト製品の残ガス量を極限まで少なくし、高強度
なアルミ製品を製造することが可能で、業界でもトップク
ラスの技術を有する企業であると感じました。
わが社の主力製品
　製造している製品の大半が乗用自動車関連の部品で、
売り上げの76％を占めております。その他にも建設機械
や商用車(トラック)関連の部品を製造しています。
　工場には、14台のスクイズダイカストマシンを保有して
おり、特殊なスクイズダイカスト工法で製造する製品は、一
般のダイカスト工法の残ガス量(巣)が100g中に25cc程
度とされているところ、当社の製品は100g中1cc以下で
仕上がる為、熱処理や溶接が可能となり、高圧部品、強度
部品に使用することができる高品質なダイカスト製品とし
て信頼を得ています。
ここに自信あり
　2007年には、高度なモノ作り技術が認められ、経済産
業省の｢元気なモノ作り中小企業300社｣に選定されまし
た。モノ作りを通じ地域経済の発展に貢献し、新規分野に
おいても、電気自動車部品の開発や海外部品メーカーと
技術提携を結び世界有数のスクイズダイカストメーカー
として、鋭意努力をしております。

空調設備が整備された作業ライン
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金型の説明を受ける森町長

写真左から、秋山社長・森町長

旧「バイクの森おがの」の
利用者を募集中
旧「バイクの森おがの」の
利用者を募集中
旧「バイクの森おがの」の
利用者を募集中
旧「バイクの森おがの」の
利用者を募集中

　町では、空き施設となっている旧バイクの森おがのを
有効活用して、地域振興や活性化が期待できる事業の展
開に意欲のある事業者等を広く募集しています。詳しく
は募集要項をご覧ください。
募集期間●10月31日(水)まで
応募申請書●小鹿野庁舎・総務課に用意してあります。
また、町HPからダウンロードも可能です。
http://www.town.ogano.lg.jp/baikunomoririyou/
申込＆問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

子育てハッピー県営住宅
入居者募集
子育てハッピー県営住宅
入居者募集
子育てハッピー県営住宅
入居者募集
子育てハッピー県営住宅
入居者募集

　若い子育て世帯を支援するため、県営住宅に専用枠を
設け、入居者を募集します。
対象●夫婦がともに39歳以下の世帯(子どもの有無は
問いません。)※収入等の各種条件があります。
入居予定日●12月23日(祝)以降
入居申込書●両神庁舎・建設課で配布しています。
申込＆問合せ●10月21日(日)まで(消印有効)に入居申
込書を埼玉県住宅供給公社に郵送してください。
〒330-8516 さいたま市浦和区仲町3-12-10
埼玉県住宅供給公社☎048-829-2875

町営住宅笠原団地
入居者募集
町営住宅笠原団地
入居者募集
町営住宅笠原団地
入居者募集
町営住宅笠原団地
入居者募集

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)
募集期間●10月9日(火)～19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

～里親制度をご存じですか？～

10月は里親月間です
～里親制度をご存じですか？～

10月は里親月間です
～里親制度をご存じですか？～

10月は里親月間です
～里親制度をご存じですか？～

10月は里親月間です
　親の病気や死亡、育児放棄や虐待などによって家庭を
失った子どもたちがいます。そうした子どもたちを家庭
で受け入れ、育てているのが「里親」です。
　子どもたちの笑顔のために、あなたの力を貸してくだ
さい。
里親入門講座(無料)
日時●12月9日(日)13:30～(受付13:00)
場所●寄居町中央公民館
内容●里親制度の概要について、里親からの体験談
申込＆問合せ●熊谷児童相談所☎048-521-4152
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　町では、来年4月から新たに幼稚園や保育所(園)へ入園・入所を希望する児童を、
次のとおり募集します。希望される人は、申込書類を期間内に提出してください。

小学生向け「おがのことだま百選」の編集
～皆さんからもおすすめの掲載作品を募集します～
小学生向け「おがのことだま百選」の編集
～皆さんからもおすすめの掲載作品を募集します～
小学生向け「おがのことだま百選」の編集
～皆さんからもおすすめの掲載作品を募集します～
小学生向け「おがのことだま百選」の編集
～皆さんからもおすすめの掲載作品を募集します～

ご利用ください『乗合タクシー』ご利用ください『乗合タクシー』ご利用ください『乗合タクシー』ご利用ください『乗合タクシー』

幼稚園入園児童＆保育所（園）入所児童の募集幼稚園入園児童＆保育所（園）入所児童の募集幼稚園入園児童＆保育所（園）入所児童の募集幼稚園入園児童＆保育所（園）入所児童の募集
　日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度心身障害者に対して、
次のような制度があります。

特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内

　町内の各小学校では、子供たちが暗唱活動に取り組んでいます。
名文のリズムや表現にふれることは、言語能力や感性の育成にも大
変効果的です。今後この取組を全校共通の取組としていきたいと考
えています。
　子供たちにふれてほしい名文や語り継ぎたい地域の伝承等を集
め、「おがのことだま百選」として、低・中・高学年別にまとめたいと考え
ています。そこで、題材にする作品を広く地域の皆さんから募集しま
す。
　ぜひ、皆さんお勧めの子供たちに暗唱してほしい作品を、教育委員
会までお寄せいただきますようお願いします。

対象●小鹿野町全域の3～5歳児(新規に入園を希望す
る場合のみ、お申し込みください。)
申込方法●小鹿野幼稚園・学校教育課・総務課・おもてな
し課に入園申込書を用意してありますので、必要事項を
記入のうえ、小鹿野幼稚園へ提出してください。

　町では、町営バス等を無料で利用できる高齢者バス優
待乗車券を交付しています。
対象●町内に住所を有する77歳以上の人
利用可能路線●
■小鹿野町営バス（全路線）
■西武観光バス（志賀坂線・倉尾線）
■乗合タクシー
利用方法●降車時に必ず運転手
へ優待乗車券を提示してください。
申込方法●身分証明書と印鑑を
持参のうえ、両神庁舎・おもてなし
課又は小鹿野庁舎・総合政策課に
てお申し込みください。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課
☎79-1122

小鹿野町高齢者バス優待
乗車券を交付しています
小鹿野町高齢者バス優待
乗車券を交付しています
小鹿野町高齢者バス優待
乗車券を交付しています
小鹿野町高齢者バス優待
乗車券を交付しています

2019年版
埼玉県民手帳の販売
2019年版
埼玉県民手帳の販売
2019年版
埼玉県民手帳の販売
2019年版
埼玉県民手帳の販売

　毎年好評をいただいている埼玉県民手帳(2019年版)
を販売します。

寸法●縦14㎝×横9㎝
色●黒(月間予定表示：横罫式)
　　グレイッシュブルー(月間予定表示：升目式)
価格●500円(税込)

販売期間●10月12日(金)～12月14日(金)
※県内の一部の書店では平成31年2月末まで販売してい
ます。
販売場所●【町内】村上書店、小鹿野庁舎・総務課、両神庁
舎・おもてなし課　【町外】埼玉県統計相談室(県庁第2庁
舎1階)、埼玉県県民活動総合センター、埼玉県物産観光
館「そぴあ」、その他県内一部の書店
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1223
埼玉県統計協会☎048-830-2330(埼玉県統計課内)

　公共交通の空白地域における交通手段の確保のため、小鹿野地区(下小鹿野・小鹿野・伊豆沢)、
長若地区(長留・般若)と両神温泉薬師の湯までを運行エリアとして乗合タクシーを運行しています。
町民どなたでもご利用できますが、事前の利用登録が必要です。

利用料金●300円(1人1回)
※高齢者バス優待乗車券又
は障害者手帳をお持ちの人
は、ご利用の際に運転手にご
提示いただければ無料です。

運行時間●年中無休
1便　  8:00～9:00　　  2便　10:00～11:00
3便　13:00～14:00　　4便　15:00～16:30

申込方法●身分証明書を持参のうえ、両神庁舎・おもて
なし課又は小鹿野庁舎・総合政策課にてお申し込みくだ
さい。
予約方法●利用者登録後、月曜日から金曜日の8時から
17時の間に、秩父丸通タクシー(株)秩父営業所(☎
22-3633)へ電話予約してください。
※利用日の1週間前から前日までに予約をしてください。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1122

●幼稚園(町立小鹿野幼稚園)

●保育所(園)

申込先●小鹿野幼稚園
募集期間●10月1日(月)～31日(水)　　　　
問合せ●小鹿野幼稚園☎75-3292、26-6630
両神ふるさと総合会館・学校教育課☎79-1201

募集期間●10月1日(月)～31日(水)
申込先●住民課窓口
申込書●住民課及び各保育所（園）で10月1日(月)より
配布します。
入所決定●平成31年1月末までに、選考のうえ通知します。
保育料●子どもの年齢・世帯の町民税額・保育時間に
よって算定されます。

その他●①他市町村の保育所（園）へ入所を希望する場
合は、町内の保育所(園)申し込みに準じ、住民課に申込書
を提出してください。②5月以降に入所を希望する場合
(年度途中入所を希望する人)は、入所希望日(各月1日)の
前々月末日までに申込書を住民課に提出してください。
問合せ●小鹿野庁舎・住民課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101

応募方法●応募用紙に記入し、持参又は郵
送にて提出してください。
応募期限●10月31日(水)
応募先●
〒368-0201小鹿野町両神薄2713-1
小鹿野町教育委員会・学校教育課
(両神ふるさと総合会館1階)

その他●
■文学作品や地域伝承の一節、詩や古典等様々なジャンルから構成し
たいと考えています。小学生の暗唱に適当な質、量にご配慮ください。
■「おがのことだま百選」は、選考委員会を経て低・中・高学年各100編
としますので、全ての応募作品を掲載できない場合もあります。あら
かじめご了承ください。
■選定結果につきましては、平成31年2月頃お知らせします。
問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課☎79-1201

保育所(園)名 対象 募集人員 開所時間
町立小鹿野保育所
(☎75-0342) 0歳児(8カ月)～5歳児 若干名 月曜～金曜　7:30～18:30

土曜　7:30～12:30
町立両神保育所
(☎79-1129) 1歳児～5歳児 若干名 月曜～金曜　7:30～18:30

土曜　7:30～12:30
社会福祉法人小鹿野ひまわり保育園
(☎75-3354) 0歳児(45日)～5歳児 若干名 7:00～19:00 

※1月1日以外全日開園

【特別障害者手当】
対象●20歳以上で、日常生活において常時特別
の介護を要する在宅の重度障害者
支給内容●月額26,940円(2、5、8、11月に支給)
支給の制限●
■所得制限あり(本人及び同居親族)
■施設等に入所している場合、病院等に3カ月を
超えて入院している場合は支給されません。

【障害児福祉手当】
対象●20歳未満で日常生活において常時介護
を要する在宅の重度障害児
支給内容●月額14,650円(2、5、8、11月に支給)
支給の制限●
■所得制限あり(本人及び同居親族)
■施設等に入所している場合、障害を事由とする
年金を受給している場合は支給されません。

※特別障害者手当と障害児福祉手当の申請は、随時受け付けています
ので該当すると思われる人は、申請方法をお問い合わせください。

問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109
　　　　埼玉県秩父福祉事務所☎22-6228
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　町税・国民健康保険税は、私たちが安心して暮らしていくための貴重な財源であり、
定められた期限(納期限)までに自主的に納めていただくものです。
　税負担の公平性及び税収入を確保するため、県内全63市町村と埼玉県では「滞納
整理強化期間」を設定し、「ストップ！滞納」を合言葉に徴収対策を進めています。
　町では、滞納者に対する差押えの強化など滞納の解消に向けたさまざまな取組を
行っています。

　本年も、「小鹿野町納税コールセンター」を9月に開設
しました。納め忘れなどによる町税等の未納状況を電話
でお知らせして、早期納付を呼び掛けます。業務は民間
企業に委託し、専門のオペレーターが納付の呼びかけを
行います。
■対象となる人は、町税等の納期限が経過し納付が行わ
れていない人です。
※納付の確認がとれるまで数日かかる場合があります。
■開設時間　月 ～ 金曜日 9：00～20：00
　　　　　　土・日・祝日　 9：00～18：00
■振り込め詐欺など不審な電話にご注意ください！電話
案内では必ず「小鹿野町納税コールセンターの○○で
す。」と名乗り、納付忘れの税目・税額等をお伝えし、納税
の呼びかけを行います。
　納税コールセンターの者が、還付金の案内や納税のた
めに金融機関の口座を指定して振込みを求めたりするこ
とはありません。

　税金の納付が遅れるとその収納には多く
の労力等を要します。町税等の納付は期限内
にお願いします。

納付方法・納付場所
　口座振替、各納付窓口に加
えて、スマートフォンアプリを
利用した納付もできるように
なりました。詳しくは納税通知
書をご覧ください。

　よく皆さんに聞かれることが
あります。「血圧の薬を飲み始
めると、一生飲み続けないとい
けないんですよね？」
　必ずしもそうではありません。

生活習慣を見直すことで血圧が下がり、薬を減らし
たりやめたりすることが出来ることがあります。また、
冬場の高いときだけ飲んで、夏は薬を減量もしくは
一旦中止できる人もいます。血圧の上がる原因がわ
かっている二次性高血圧（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）の
人は、その原因が取り除かれると高血圧が治る場合
もあります。
　今一度、高血圧とその薬について考えてみましょ
う。高血圧とは血圧が高い状態であり、降圧薬（高血
圧の薬）は高血圧という病気を治すのではなく、高
い血圧を下げる薬です。つまり、薬で血圧が下がって
いる人は、生活習慣を何にも変えないで薬をやめる
と、血圧が再び高くなることはよくあります。

　では、生活習慣の見直しとはいったいどうすれば
いいのでしょうか。まずは塩分を控えめにすること。
塩分は体内に水分を多く取り込んでしまいますので、
血管がパンパンになり血圧は上がってしまいます。
　次いで体重のコントロール。肥満の人は高血圧に
なりやすく、体重を減らすことで血圧が下がることも
わかっています。体重が1kg減ると、血圧は約
1.7mmHg下がるといわれていますので、3kg減量す
るだけでも血圧は5mmHg下がることになります。
　その他気をつけることとして、当然たばこはよくあり
ません。お酒の飲み過ぎもだめです。適度な運動は
お勧めです。運動で体内のホルモンバランスや交感
神経系の働きなどが血圧を下げるように変化します。
　時 ご々自分で人体実験のように薬をやめちゃう人
がいます。何事も自己判断せず、困ったら医師や薬
剤師に相談してくださいね。どうしても薬を飲みたく
ない人、薬を減らしたい人、もちろん今薬を飲んでい
る人も、今一度生活習慣を見直してみませんか。
　次回からは糖尿病について解説していきます。

生活習慣病について⑥　　高血圧「血圧の薬は一生飲むの？」
小鹿野中央病院長　内田　望
気 になるつぶやき
内田の

税務課からのお知らせ税務課からのお知らせ税務課からのお知らせ税務課からのお知らせ

▲平成30年8月29日入札分

事業名　　　　　　　　   　事業場所等　　　   契約額　　　　  落札者　　　　　 　  　 　　　履行期間
泉田排水路整備工事
森林管理道中平線舗装工事
大徳院公衆便所新築工事
衛生センター脱臭設備修繕工事
町道468号線遠嶽橋修繕設計業務
委託
第5支団第1分団詰所新築工事設計
業務委託
小鹿野町消防団員用防火衣等購入
事業

消防消耗資機材等購入事業

消防施設備品購入事業

両神山麓花の郷ダリア園無料送迎
バス借上げ事業
小鹿野町地球温暖化対策実行計画
事務事業編改定業務委託

小鹿野町モノクロ複合機賃貸借事業

いきいき館トレーニング機器購入
事業

下小鹿野地内
両神小森地内
下小鹿野地内
伊豆沢地内

藤倉地内

両神薄地内

小鹿野町役場
総務課
小鹿野町役場
総務課
小鹿野町役場
総務課

両神薄地内

小鹿野町内

小鹿野町役場
小鹿野庁舎
小鹿野町般若の丘
・いきいき館

株式会社加藤建設
株式会社両岩
小澤建築
城山産業株式会社埼玉支店

共和コンサルタント株式会社

クロサワ設計事務所

門平防災工業

株式会社オオツカ

豊田防災

有限会社関口商店

地域計画株式会社埼玉事業部

五幸事務機株式会社

有限会社加藤スポーツ店

～平成31年2月28日
～平成30年12月20日
～平成31年1月31日
～平成30年12月17日

～平成30年12月20日

～平成30年12月22日

～平成30年12月14日

～平成30年10月22日

～平成30年10月22日

～平成30年10月28日

～平成31年1月31日

～2023年10月31日

～平成30年10月31日

5,616,000円
5,635,623円
4,892,400円
3,045,600円

4,428,000円

1,274,400円

5,616,000円

2,143,368円

1,353,240円

2,401,920円

1,058,400円

3,305,195円

1,046,520円

◆　◆　◆ 入札結果のお知らせ ◆　◆　◆ ※金額は、消費税込

10月から12月は滞納整理強化期間です～ストップ！滞納～

納税コールセンター開設

滞納処分の
流れ

納
税
通
知
書
発
送

滞
納

督
促
·
催
告

財
産
調
査

財
産
差
押

換
価

対象財産は、給与・預貯
金・不動産・生命保険など
多岐にわたります。

町税等の期限内納付に
ご協力を！

問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4124・4125
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　10月21日(日)のロードレース大会当日、次の通り交通規制が行われます。ご不便を
おかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 ■国又は地方公共団体による閲覧■

　ヘルプマークは、外見では健康に見えても、義足や人工関節を使用している、
内部障害※がある、妊娠初期であるなど、援助や配慮を必要としている人に配付し
ています。ヘルプマークを付けている人を見かけたら、優先席の利用、駅などで
の声かけ、災害時の避難の支援などの配慮をお願いします。

住民基本台帳法に基づき
小鹿野町住民基本台帳の閲覧者を公表します
住民基本台帳法に基づき
小鹿野町住民基本台帳の閲覧者を公表します
住民基本台帳法に基づき
小鹿野町住民基本台帳の閲覧者を公表します
住民基本台帳法に基づき
小鹿野町住民基本台帳の閲覧者を公表します

ヘルプマークを配付していますヘルプマークを配付していますヘルプマークを配付していますヘルプマークを配付しています

埼玉県警察小鹿野警察署 H29/4/28

閲覧した機関名 請求事由の概要 閲覧年月日 閲覧にかかる住民の範囲　車両通行止め
■春日町スタート地点～原町交差点(9:00～12:30)
■原町交差点～和田交差点(9:30～12:10)
■役場前～小鹿野小学校前交差点(8:30～12:30)
■春日町スタート地点～小鹿野小学校入口
　(8:30～12:30)
　車両進入禁止
■坂戸交差点～美女ヶ平交差点(10:00～11:45)
■小沢口入口交差点～甲源一刀流練武道場入口交差点
　(10:10～11:00)
■飯田橋入口～坂戸交差点(10:00～11:45)

　車両一方通行
■大塩野交差点→原町交差点方向へ通行可(10:10～12:10)
■原町交差点→小鹿野高校正門前交差点方向へ通行可
　(9:30～12:10)
■美女ヶ平交差点→伊藤モータース前交差点方向へ通
　行可(10:00～12:00)
■坂戸交差点→中郷橋交差点方向へ通行可(10:00～11:45)
　迂回路
■北町裏通り、南町裏通り
■伊豆沢入口交差点～ふるさと両神前交差点・両神小学
　校交差点

　この週間は、行政相談制度を広く広報し、国民の皆様にこの制度を利用していただくため、
関係行事を全国的に実施しています。
　町でも、総務大臣から委嘱された行政相談員が行政相談所を開設して、皆さんからの相
談をお待ちしています。役所の仕事などについて、「分からない」「説明に納得できない」「処
理が間違っているのではないか」などの苦情や要望を受け付けています。

日時●10月15日(月)13：00～15：00
場所●小鹿野文化センター
相談内容●福祉、道路、医療、保険、年金、税金など
※毎月第3月曜日(休日の場合は、翌平日に実施)
※開催日時や場所が変わることがありますので「広報お
がの」定期無料相談のページ(今月号は14ページ)をご
確認いただくか、お問い合わせください。

このほか、総務省関東管区行政評価局でもご相談を
受け付けております。
「行政苦情110番」
☎0570-090110　FAX048-600-2336
http://www.soumu.go.jp/kanku/kanto.html

第48回小鹿野ロードレース大会交通規制のお知らせ第48回小鹿野ロードレース大会交通規制のお知らせ第48回小鹿野ロードレース大会交通規制のお知らせ第48回小鹿野ロードレース大会交通規制のお知らせ

「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

日時●10月9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）
　これからママになる妊娠中の人を主な対象に、赤ちゃん
を迎える準備や産後の生活について２回コースで学ぶ講座
です。心身を整え安心して出産・子育てができるよう、赤
ちゃんとママ自身のケアを学びましょう。
日時●①10月11日(木)10:00～11:45
　　　②10月26日(金)10:00～11:45
場所●子育て支援センター
内容●①日常生活の過ごし方と母乳ケア
　　　②「いいママ」よりも「幸せママ」になるレッスン
講師●①助産師　茂木 理美 氏
　　　②臨床心理士　安出 香織 氏
対象●小鹿野町在住の妊娠中の人、出産後6カ月までの人
申込●10月10日(水)までにお申し込みください。

産前から産後のママ講座（予約制）

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　※来所順で行います。　
対象●妊婦、産婦、子育て中の人　費用●無料
内容●助産師さんからの育児アドバイスや母乳相談

助産師による「ほっと ハグくむ... ママサロン」

　ボッチャやフライングディスクなど、誰でも気軽に楽しめるスポー
ツ大会を開催します。
　当日参加が可能ですので、初めての人も気軽にご参加ください!!
(参加無料)
日時●11月10日(土)10:00～14:30
場所●県立秩父特別支援学校
内容●スポーツ吹矢、レクリエーション種目などの体験コーナー、
出店や秩父屋台囃子の演奏など
対象●障害のある人、高齢者、ともにスポーツを楽しみたい人
※運動ができる服装で体育館シューズを持参してください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課　☎75-4109　FAX75-4710
　　　　埼玉県障害者スポーツ協会　
　　　　☎048-822-1120　FAX048-822-1121
　　　　http://sainokuni-sasa.or.jp

配付窓口●保健福祉センター・福祉課
※今後のヘルプマークの配付の参考にするため、配付窓
口でお話しをお伺いします。郵送は原則行っておりません。

ちちぶ ふれあいピック2018ちちぶ ふれあいピック2018ちちぶ ふれあいピック2018ちちぶ ふれあいピック2018

日時●10月11日(木)14:00～16:00
場所●秩父宮記念市民会館・けやきフォーラム
内容●建築基準法改正について、ブロック塀の
安全性について、空き家対策について ほか
※参加費無料、事前申込不要です。
※簡易耐震診断は、昭和56年以前に建築された
木造住宅を対象に行います。診断を希望される
人は、図面(平面図等)を持参ください。
問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204　　
　　　　埼玉県熊谷建築安全センター秩父駐在
　　　　☎22-3777

～ルール守って明るく住マイル～
違反建築なくそう運動

『住宅の建築相談・　　　
　簡易耐震診断』講演会

～ルール守って明るく住マイル～
違反建築なくそう運動

『住宅の建築相談・　　　
　簡易耐震診断』講演会

～ルール守って明るく住マイル～
違反建築なくそう運動

『住宅の建築相談・　　　
　簡易耐震診断』講演会

～ルール守って明るく住マイル～
違反建築なくそう運動

『住宅の建築相談・　　　
　簡易耐震診断』講演会

申込＆問合せ●住民課 子育て包括支援室　☎75-4101申込＆問合せ●住民課 子育て包括支援室　☎75-4101

問合せ●埼玉県障害者福祉推進課
　　　　☎048-830-3294　FAX048-830-4789
　　　　保健福祉センター・福祉課　
　　　　☎75-4109　FAX75-4710

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

「行政相談週間」10月15日(月)～21日(日)「行政相談週間」10月15日(月)～21日(日)「行政相談週間」10月15日(月)～21日(日)「行政相談週間」10月15日(月)～21日(日)ご存知ですか

問合せ●小鹿野ロードレース大会事務局
　　　　 (小鹿野文化センター・社会教育課内)
　　　　☎75-0063

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1223

出入国管理及び難民認定法
違反捜査のため 小鹿野町全域

■個人又は法人の申出による閲覧■

（株）毎日新聞社 H29/6/6

閲覧した機関名 請求事由の概要 閲覧年月日 閲覧にかかる住民の範囲
毎日新聞社が実施する「第71
回読書世論調査」のため

小鹿野町小鹿野に在住の男女
個人12人

（株）サーベイリサーチセンター
（埼玉県県民生活部広聴広報課の委託事業者） H29/6/15埼玉県が実施する「平成29年

度埼玉県政世論調査」のため
小鹿野町長留に在住の男女
個人16人

（株）タイム･エージェント
（埼玉県警察本部警務部警務課の委託事業者） H29/6/15埼玉県が実施する「埼玉県警

察県民意識調査」のため
小鹿野町小鹿野上一丁目に在住
の満20歳以上の男女個人20人

一般社団法人中央調査社
（国立大学法人東京大学社会科学研究所の
委託事業者）

H29/10/31
国立大学法人東京大学が実施
する「暮らしのなかの困りごと
に関する全国調査」のため

小鹿野町般若に在住の満20歳
以上の日本人男女個人24人

問合せ●小鹿野庁舎・住民課☎75-1418

※心臓機能障害、肝機能障害、呼吸器機能障害などの体の内部の障害

ス
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対象●①平成２８・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 ①１０/１０㊌　②１０/２４㊌

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

パパと遊ぼう １０/２０㊏　
１０：００～１１：３０

対象●首の座ったお子さんから就園前のお子さんと保護者　申込１０/２４(水)まで。
簡単な制作をします。みんなで仮装をして、お菓子をもらって、ハロウィンを楽しみましょ
う。(家からの仮装大歓迎です。)

１０/３１㊌
１０：００～１２：００

ハロウィンを楽しもう
参加費：２００円

１０/３㊌
１０：００～１１：３０

幼児食体験教室
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。

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

10月15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。

①10月9日㈫、23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。

１０/２９㊊　※現地集合　
９：３０～１２：００

対象●１歳未満のお子さんと保護者　申込１０/２２（月)まで。
ひまわり保育園を見学します。離乳食の段階に応じた素材の大きさや量、味付け等保育
園の離乳食をいただきましょう。

すくすく：離乳食体験
(ひまわり保育園見学)
参加費：３００円

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

10月17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／11月6日（火）13：30～（次回は1/8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／11月14日（水）13：30～（次回は1/9予定）
臨床心理士相談　日時／10月15日（月）14：00～（次回は11/19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／10月10日（水）9:00～10:00　23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

11月21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
7日㊐
8日㊗
3日㊗
4日㊐

10月

11月

てしがはら歯科医院
倉林歯科クリニック
皆野歯科医院
みつはし歯科クリニック

吉田久長
上影森
皆野町
小鹿野町

77-2218
21-1881
62-3597
75-0050

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）

１０/１７㊌ 　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

１０/４㊍
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。

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。

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。

ランチタイム １０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。

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。

10/１１㊍　10：0０～１１：3０ふれあい遊び

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

A１０/１　B１０/１５　
C１０/２２　D１０/２９
１０：００～１１：３０

対象●1歳未満のお子さんと保護者
A計測（保健師） B離乳食個別相談（管理栄養士） Cスキンシップ遊び（保育士） Dひま
わり保育園見学離乳食　＊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
土曜開放10/20  ９：００～１６：００

開放赤ちゃんのお
部屋・プレイホール
（遊戯室）・園庭

足型スタンプ
で「スイカ」・
「はらぺこあ
おむし」を作
りました。▶

●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

１０/５㊎  ９：５０～１１：３０

１０/１２㊎  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。【持ち物】帽子、着
替え、タオル、ビニール袋、水筒

対象●２歳代・３歳代のお子さんと保護者

１０/２６㊎　※現地集合  
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

公園で遊ぼう
（国民宿舎前広場）
 雨天：子育て支援センター

①１０/２㊋、16㊋
②１０/23㊋  
１０：００～１１：３０

対象●１歳以上のお子さんと保護者
①お庭で体を動かして遊びましょう。②親子でさつま芋掘り体験をします。【持ち物】靴、
タオル、着替え、帽子、水筒、レジ袋＊親子共に汚れても良い服装でお願いします。

お庭で遊ぼう

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。

１０/２５㊍　
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

１０/１８㊍
9：45～１１：３０

対象●首の座ったお子さんから就園前のお子さんと保護者　申込１０/１０(水)まで。
子育て支援センター運動会を開催します。年齢に応じたよーいドン！親子競技、体操等、
親子で一緒に楽しみましょう。家族の応援団もお待ちしています。

運動会ごっこ：
飯田グラウンド
参加費:３００円　雨天時：ホール

※申込期限に注意してください。１０月１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。

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)
金子医院(内)
※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)
※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)

熊木町
皆野町
熊木町
阿保町
熊木町
小鹿野町
熊木町
小鹿野町
熊木町
東町

23-8561
62-0039
23-8561
23-1300
23-8561
75-2332
23-8561
75-2332
23-8561
22-0270

7日㊐

8日㊗

14日㊐

21日㊐

28日㊐

期日 所在地 電話
秩父市立病院
皆野病院
皆野病院
秩父病院
皆野病院

7日㊐
8日㊗
14日㊐
21日㊐
28日㊐

桜木町
皆野町
皆野町
和泉町
皆野町

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

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

両神振興会館

●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

渡部幸夫さん
岩田明子さん

10月16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！
ボールプールは
楽しいね！
▼

◀歌を添えたベビーマッサージ
で母も子もニコニコ笑顔です。

◀タライで水遊び
「気持ちいい!」

広報おがの 医療•無料相談 子◆育◆て◆支◆援◆

セ◆ン◆タ◆ー
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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！



赤平川納涼花火大会
8/16
（伊豆沢河原）

お泊まり保育
8/18
（小鹿野保育所）

小鹿野警察署
交通死亡事故抑止2500日達成記念式典　
8/21（旧バイクの森おがの）

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.16VOL.16

8月より町民インタ
ビューを始めました。
移住ご相談者への最
高のサポートに活用
させて頂きます！(本)

清瀬ひまわりフェスティバ
ル会場で8,000個のダリア
園ティッシュを配布しなが
ら宣伝しました。好意的な
反応が多くやりがいがあり
ました。(沢田)

秩父市地域おこし協
力隊と一緒に銘仙デ
ザインコンテストの
宣伝を行いました。
(太田)

両神農林産物直売所
の産直宅配発送(星)

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 ･ 片桐 翔太

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　　　　 かたぎり　しょうた

両神神社例大祭　
9/9 (両神薄)

　昭和63年(1988)から平成11年(1999)まで行われた
合角ダム水没地域総合調査では、大勢の地域の皆さん
にご協力いただき、「合角ダム水没地域の民俗資料」
3,496点（平成26年3月11日県指定有形民俗文化財）や
「塚越向山遺跡出土注口土器及び収納石器」31点（平
成10年3月17日県指定有形文化財［考古資料］）に代表
される地理・地形、地質、植物、動物、歴史、民俗、考古分
野の貴重な資料を得ることができました。
　収集された資料は、倉尾ふるさと館2階展示室で一部
が展示されているほか、総合センターなどで保管されてき
ました。
　埼玉県立歴史と民俗の博物館では、特別展「ダムと変
わる！私たちの暮らし」として合角ダムを中心に、水害との
戦いの歴史やダム建設に伴う人々の暮らしの変化などを
紹介する展覧会を開催する予定です。

　展示にあた
り、3月から博物
館の学芸員に
よる資料調査
が延べ14日に
渡り行われまし
た。数多くある
資料の中から、

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063

資料カードや画
像から展示候補
の資料を選び出
し、状態の確認
や図録に掲載す
るための写真撮
影を行います。
　博物館での
展示の前には、収蔵している他の資料に悪影響を与える
虫が付かないよう専用の薬品を使った消毒を行ってから
展示する資料を博物館に移動させます。
　今回は7月中旬から8月中旬までの3週間程、総合セン
ターで消毒を行いました。
　消毒を行ったものは山仕事・養蚕・紙漉きに関するもの
や衣類・歌舞伎衣裳などの民俗資料が中心ですが、展覧
会では古文書や考古資料、ダム建設に関係する歴史資
料なども展示される予定です。

◆合角ダム水没地域（合角・日尾）の資料が展示されます
文化財ノート

No.6

歌舞伎衣裳を図録用に写真撮影

資料を消毒する準備

■県立歴史と民俗の博物館（さいたま市）
特別展「ダムと変わる！私たちの暮らし」
会期●10月20日（土)～12月2日(日)
　　　※休館日：月曜日
　　　　ただし11月5日（月）は開館

作業中！！
蜜源作りのためのレンゲ
ソウを育てます。
(片桐)

小鹿野警察管内の交通死亡事故ゼロ
日数2500日達成の記念式典が行われ
ました。管内では2011年10月8日以
来、交通死亡
事故が発生し
ていません。
現在も記録更
新中です。

◀一日警察署長を努めた町観光大使で
タレントの山口良一さん

第43回小鹿野町文化講演会
9/8（小鹿野文化センター）
東京海洋大学名誉博士の
さかなクンを講師にユーモ
アたっぷり、会場全体が一
体感に包まれました。 第1回甲源一刀流顕彰剣道交流会　9/9 (武道場)

小鹿野・両神・吉田地域の中学生を含む約40人が
甲源一刀流の形の稽古を行いました。

広報おがの フォトニュース
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インフォメーション•文化財 広報おがの



埼玉県赤十字社血液センター所長から感謝状
西秩父ライオンズクラブ
埼玉県赤十字社血液センター所長から感謝状
西秩父ライオンズクラブ

文 芸 の 窓文 芸 の 窓
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ご
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ま
す
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専
用
電
話
番
号
☎（
79
）1
7
6
1

7月
15日
23日
26日
30日

藤倉
日尾
長留
下小鹿野

8月
4日
6日
7日
8日
10日
12日
14日
26日

下小鹿野
両神薄
小鹿野
両神薄
下小鹿野
下小鹿野
両神小森
小鹿野

三山

小鹿野

下小鹿野

8月
9日

9日

10日

黒沢 星成(一成)

栗原 大遥(亮介)

井戸 悠仁(美樹雄)

　せな

 たいよう

   はると

ご出産おめでとうございます。
《8月中の届出（　）は保護者・敬称略》

《8月中の届出・敬称略》
お悔やみ申し上げます。

祝悼

村上 政惠(83)
柴﨑 修一(51)
神田 マキ(93)
鈴木 照子(91)
加藤 康幸(41)
南　　茂(60)
今井 ハルミ(94)
柳原 德子(87)

小
鹿
野
俳
句
会

思
い
出
す
精
霊
舟
の
軋
む
音

野
菜
畑
秋
の
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ふ
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江
戸
文
書
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り
続
け
る
蔵
涼
し

里
山
の
夕
日
に
染
ま
る
蕎
麦
の
花

常
木
き
く
代

井
上
　
實
成

斉
藤
　
富
惠

岩
崎
　
李
華

我が家の

従六位が贈られました従六位が贈られました

　去る5月28日に逝去された小鹿野の元秩父郡市
歯科医師会会長・逸見博二さんに従六位が贈られま
した。
　逸見さんは、昭和23年1月に小鹿野・上一丁目に
逸見歯科医院を開業して以来、平成5年までの約
45年間の長きにわたり地域医療の発展に多大なご
尽力をされました。
　この間、地域の患者の診療の傍ら、昭和25年から平成11年まで、小鹿野小
学校・長若中学校等の学校歯科医として児童生徒の保健衛生の向上に貢献
されました。
　また、(社)埼玉県歯科医師会理事をはじめとする各種役員を歴任され秩父
地域はもとより埼玉県内においても大きな功績を残されました。

バンビカード及びバンビ商品券のサービス事業が終了しますバンビカード及びバンビ商品券のサービス事業が終了します 『小鹿野歳時記』上映会『小鹿野歳時記』上映会

ハロウィンジャンボ宝くじ発売ハロウィンジャンボ宝くじ発売

　歴史と風土に育まれ、伝統で彩られた小鹿野町の1年
を収録した映像詩集です。ぜひ、ご覧ください。
日時●10月14日(日)
13:30～(開場13:00)
場所●小鹿野文化セ
ンター(入場無料)
内容●オヒナゲエ、春
まつり、つつっこ作り、
ダリア園、子供歌舞伎
など
問合せ●
049-231-3911
(内田まで)

　献血活動の推進にご尽力された西秩父ライオンズク
ラブの功績が認められ、埼玉県赤十字社血液センター所
長から感謝
状が贈られ
ました。

簡単な手話を覚えましょう【第1回】簡単な手話を覚えましょう【第1回】

おめでとうございますおめでとうございます
祝 百歳祝 百歳祝 百歳祝 百歳

大
正
7
年
9
月
5
日
生

井
上 

千
代
さ
ん（
両
神
薄
）

バンビ商品券
【商品券発行サービス】
■9月30日(日)をもって終了しました。
【加盟店での利用】
■12月28日(金)をもって終了します。
【未利用商品券の換金】
■12月29日(土)～平成31年2月28日(木)
換金場所：バンビサービス共同組合事務所
(小鹿野377-1 夢鹿蔵2階)※営業時間内のみ

問合せ●バンビサービス協同組合☎75-2491 (10:00～16:00)
※定休日：水曜、日曜、祝日及び12月30日～1月4日

写真左は西秩父ライオンズクラブ会長の鷹啄忠男さん、
右は前会長の宮原光次さん

故 逸見 博二さん 黒澤 カネ(85)
和田 照子(74)
　藤 喜三郎(93)
新舟 スマ子(82)

『よろしくお願いします』

右手のこぶしを鼻に
あてる。

手を開き、頭を下げ
ながら手を前に出す。

正面

横

　『ハロウィンジャンボ宝くじ』と『ハロウィンジャンボミ
ニ』が同時発売されます。
　発売期間は、10月1日(月)から23日(火)までです。
※この宝くじの収益金は、明るいまちづくりや環境対策、高齢
化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。

小鹿野
井町　亨さん・知枝さん

崚(りょう)くん

三山
豊田啓太さん・宏美さん

結月(ゆづき)ちゃん

たくさんの

　笑顔をみせてね♥たくさんの

　笑顔をみせてね♥

元気いっぱい!!お腹いっぱい食べて大きくなるぞ♥

元気いっぱい!!お腹いっぱい食べて大きくなるぞ♥

バンビカード(ポイント)
【ポイント発行サービス】
■10月31日(水)をもって終了します。
【満点カード利用】
■12月28日(金)をもって終了します。
※端数ポイントをまとめることはでき
ませんので、端数ポイントをお持ちの人は満点
カードになるようお買い物をしていただき、ご利
用ください。

広報おがの みんなの広場
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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●①10月10日（水）15:00～16:00、24日（水）14:00～15:00
　　　②10月11日（木）、25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
　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●10月18日(木)、23日(火)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●10月3日(水)、10日(水)、17日(水)、24日(水)、31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。
■高精度体組成計による測定日（予約制）
日時●10月17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
内容●体組成測定、結果説明
■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●10月29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

Hm1

Hm2

Hm1

Hm1

「みんなで延ばそう健康寿命」 ～自分の心身と向き合う1日～

健康ふれあいフェスティバル
第37回小鹿野町健康まつり・第34回町民輪投げ大会

「みんなで延ばそう健康寿命」 ～自分の心身と向き合う1日～

健康ふれあいフェスティバル
第37回小鹿野町健康まつり・第34回町民輪投げ大会

「みんなで延ばそう健康寿命」 ～自分の心身と向き合う1日～

健康ふれあいフェスティバル
第37回小鹿野町健康まつり・第34回町民輪投げ大会

「みんなで延ばそう健康寿命」 ～自分の心身と向き合う1日～

健康ふれあいフェスティバル
第37回小鹿野町健康まつり・第34回町民輪投げ大会

場所●小鹿野中央病院、保健福祉センター
内容●運動の体験コーナー・CTスキャンによる内臓
脂肪測定・歯科健診・骨密度検査・健康相談・健康はつ
らつライブ・講演・即売コーナーなど(一部有料あり)
　町民の皆さんが、楽しみながら健康の知識が身に
付き、実際に検査や測定などができるコーナーもあ
ります。ご家族、ご近所お誘い合ってぜひ来場くださ
い！（詳しくはチラシをご覧ください。）

ヘルスアップ事業おがの

　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●10月9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』

　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●10月4日(木)13:30～15:00
　　　10月18日(木)14:00～15:00
場所●児童館

バンビちゃんの会

■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●10月30日（火）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●10月23日（火）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）

Hm1

Hm1

①生活習慣病予防は口腔からといわれています。
口の健康について考えてみませんか
日時●10月10日(水)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室
内容●口腔から始める生活習慣病予防(仮）
講師●秩父郡市歯科医師会会長　吉田　久 先生
②健康的な食生活に減塩は欠かせません。生活
に活かせる減塩について学んでみませんか
日時●11月8日(木)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室
内容●減塩生活を始めてみよう（仮）
講師●熊谷保健所保健予防推進担当部長　
　　　堀　寛惠 氏
※①②ともに参加費は無料です。
※参加を希望する人は、開催日前日までに保健課
へご連絡ください。

健康講演会

対象●中学3年生と65歳以上の人
期間●平成30年10月20日(土)～平成31年1月
31日(木)※開始は医療機関毎に異なります。
費用●65歳以上の人は自己負担金1,200円です。
(詳細は各戸配付等の通知をご覧ください。)
中学3年生は、1回のみ全額助成します。(対象者に
は個別に通知します。)
接種場所●契約医療機関
申込み●各医療機関へ直接
お申し込みください。

インフルエンザ予防接種費を
助成します

　10月はがん検診受診率50％達成に向けた集中
キャンペーン月間です
　国民の2人に1人が“がん”になり、3人に1人が
“がん”で亡くなっています。
　胃がん、乳がん、子宮頸がん、大腸がんは検診
で見つかった場合、5年生存率が9割以上であると
いわれています。自覚症状がなくても定期的に検
診を受けることが大切です。

がん検診を受けましょう！

　乳がんになる人は、30歳代から増え、50歳代ま
での働き盛りの若い世代の人にも多く、この年代
の女性のがん死亡原因のトップになっています。
　定期的に検診を受けましょう！　　　　　　　
日時●10月24日(水)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名
料金●乳がん検診1,200円、子宮頸がん検診
800円（70歳以上は無料）
申込み●保健課へ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
込は随時受け付けています。町立病院健診センタ
ー☎72-7510まで)

乳がん・子宮頸がん検診

Hm1

Hm4

日時●10月22日（月）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10月、平成30年1月、4月、7月生ま
れ〔予防接種〕平成30年4月生まれと10月21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

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
予定の人は対象外です)
申込●前日までに保健課へお申し込みください。
※送迎バスの運行はありません。

特定健診（集団健診）を受けましょう

Hm1

　“輪投げ”はある一定の距離から的に向かってゴムででき
た輪を投げ、点数を競う競技です。誰でもできると思っても、
なかなか入らない！全身を使って投げるコツもあります。子
どもから高齢者までどなたでも参加できます。３人１組のチ
ームをつくり、優勝を目指してみませんか！一般の部・高齢者
の部の２部門で団体戦と個人戦を行います。
※事前に申し込みが必要です。詳細は地区回覧をご覧くだ
さい。

Hm4

　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！！

小鹿野町いつでも健康相談

0120-554-245(小鹿野町の人のみ利用可)

♯7119又は048-824-4199

10/28㊐
9:30～13:00

～輪と和で競う健康づくり～
町民輪投げ大会
～輪と和で競う健康づくり～
町民輪投げ大会

参加募集! !
参加募集! !

　大腸がん・乳がん・子宮頸がん検診について、対象
の人に無料券を送付しています。対象となる人は、ぜ
ひこの機会に受診ください。

がん検診無料券を利用しましょう

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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麻薬・覚醒剤乱用防止運動
(10月1日～11月30日)

秩父広域市町村圏組合
水道事業経営審議会委員募集

●ウマとのふれあいコーナー
日時　10月14日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　特設会場
費用　500円(乗馬体験)※申込不要
●郷土料理(おやき)体験
日時　11月11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　10月26日(金)必着
●そば打ち体験
日時　11月18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　28人(抽選)
締切　11月2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

●彩の国ふれあいの森「紅葉まつり」
日時　11月4日(日)10:00～15:00
内容　丸太切り、木工工作、木の葉の
パウチ作り体験のほか、木工品、郷土
料理などの販売。※申込不要
費用　無料(一部の体験は有料)
※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/

彩の国ふれあいの森のイベント

●草木染め体験
日時　10月13日(土)、14日(日)
両日とも10:00～14:00
内容　県民の森で採取した身近な植
物を使っての染め物体験です。
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(先着順)
締切　10月10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　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

　ノルディックウォーキングは、年齢
を問わず楽しめます。ポールを使うこ
とで歩行姿勢が正され、転倒防止・腰
痛軽減等の効果があります。それを
少しでも多くの人に伝えることを目
的に初心者向け講習会開催します。
日時　10月28日(日)9:30～12:00
場所　秩父ミューズパーク　パルテ
ノン(大噴水横)集合
費用　500円(ポール貸出代含む)
定員　20人(先着順)
※運動のできる服装で参加してくだ
さい。
申込＆問合　事前に電話でお申し込
みください。秩父ミューズパーク管理
事務所☎25-1315

はじめてのノルディックウォーキング

●釣名人に学ぶ!親子で楽しむ秋の
自然体験キャンプ
日時　10月20日(土)10:10～21日
(日)13:00(1泊)
場所　中津川渓流釣り場集合、大滝
げんきプラザ泊
内容　渓流(イワナ・ニジマス)釣り体
験、星空観察、バウムクーヘン作りなど
対象　幼児、小・中学生とその家族、
一般50人
費用　小・中学生5,400円程度、大人
5,800円程度
※このほかのイベントや詳細は、大
滝げんきプラザHPをご覧ください。
申込＆問合　10月1日(月)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

　秩父広域市町村圏組合では、水道
事業における水道料金の統一(改定)
を行うにあたり、広く意見をいただく
ため「秩父広域市町村圏組合水道事
業経営審議会委員」を募集します。
募集人数　6人
応募資格　次の要件をすべて満たす人
①秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、
小鹿野町のいずれかに在住で20歳
以上の人
②組合の水道を使用している人
③国もしくは地方公共団体の議員及び
組合、組合市町の常勤の職員でない人
④平日の日中に開催する会議に参加
できる人
募集期間　10月17日(水)～11月6
日(火)

応募用紙　水道局経営企画課及び
各水道事務所※秩父広域市町村圏
組合HPからダウンロードも可能です。
選考方法　応募理由、年齢、性別、社
会的活動の経験などから総合的に判
断します。また、選考結果は応募者全
員に通知します。
申込＆問合　応募用紙に必要事項を
記入のうえ、水道局経営企画課に持
参するか郵送、ファックス、メールの
いずれかの方法により提出してくだ
さい。〒368-0054秩父市別所538
秩父広域市町村圏組合水道局経営
企画課☎25-5221　FAX23-6444
メールkeieikikaku@union.chichib
ukouiki.lg.jp

日時・場所　10月19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。

移動図書館
●長瀞クラフトシリーズ
～カッティングボード編～
日時　11月17日(土)10:00～16:00
内容　カッティングボードつくりのク
ラフトを行います。
費用　未就学児1,500円、小・中学生
2,000円、一般2,500円
定員　10人　締切　10月27日(土)
※このほかのイベントや詳細は、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、FAX、

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/

長瀞げんきプラザのイベント

　秩父鉄道「和銅黒谷駅」をスタート
し、標高581ｍの蓑山に登るハイキ
ングです。ゴールの皆野町役場では

「みんなの皆野ふれあいまつり」が開
催されています。山頂の美の山公園
では、植物の奥深い魅力を発見でき
る観察会や皆野高校生によるイノシ
カバーガーの販売があります。ぜひ
ご参加ください。(参加費無料、申込
不要)
日時　10月28日(日)9:00～(雨天決
行・荒天中止)
場所　秩父鉄道「和銅黒谷駅」集合
（受付9:00～10:00）
コース　全長7㎞、高低差400ｍ、歩
行時間約3時間
持ち物　昼食・飲み物
問合　埼玉県秩父環境管理事務所
☎23-1511

美の山秋の体験ハイク

日時　11月7日(水)9:30～15:00
場所　秩父演習林事務所集合(9:30)
(秩父市日野田町1-1-49)
内容　ケヤキ人工林での調査体験、
渓畔林の散策
対象　一般(18歳以上)
費用　1,000円(資料代・保険料含む)
定員　20人(抽選)
締切　10月25日(木)必着
申込＆問合　住所・氏名・生年月日・性
別・電話番号・緊急連絡先(参加者以
外の家族等)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

東京大学秩父演習林ガイドツアー
「森林調査体験と秋の渓畔林散策」

　高等部専攻科(3年課程)では、視覚
障害(全盲又は弱視)の10代から60
代の人が、あん摩・マッサージ・指圧、
はり、きゅうの技能を習得しています。
卒業時には国家試験の受験資格が
得られ、免許取得後は病院や介護施
設等への就職、治療院開業、進学等
の道がひらけます。
選考日　
第1次募集　11月30日(金)
第2次募集　平成31年2月14日(木)
※第1次募集で募集人員に達した場
合、第2次募集は行いません。
相談・見学　随時お受けします。詳し
くは、高等部専攻科教育相談担当ま
でお問い合わせください。
問合　県立特別支援学校塙保己一学
園高等部専攻科☎049-231-2121

県立特別支援学校塙保己一学園
高等部専攻科入学者募集

日時　11月15日(木)13:00～16:00
(受付12:30～)
場所　秩父宮記念市民会館・けやき
フォーラム
参加企業　10社(予定)
持ち物　ハローワークカード、履歴書、
障害者手帳※応募企業数に応じて書
類は複数枚用意してください。
申込＆問合　ハローワーク秩父障害
者担当☎22-3215

秩父地域障害者就職面接会

日時　11月17日(土)14:00～(開場
13:00～)
場所　秩父地域地場産業振興セン
ター(入場無料)
講師　森本 稀哲 氏
内容　ひちょり流チームビルディング
問合　一般社団法人秩父法人会
☎25-1922

「税を考える週間」特別講演会

日時　11月25日(日)13:00～(開場
12:30～)

場所　ナチュラルファームシティ農
園ホテル(入場無料)
内容　講演会、8020よい歯のコン
クール表彰式など
講演会　「お口のなかは不思議が
いっぱい」(講師/岡崎 好秀 先生)
問合　皆野歯科医院☎62-3597

第14回歯～とふる秩父

　麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグな
どの薬物乱用は、健康を害するだけ
でなく、周りの大切な人たちの人生
までも狂わせます。「ちょっとなら
…。」といった甘い考えは命取りです。
薬物乱用は1回でも「ダメ。ゼッタ
イ。」正しい知識を持ち、薬物乱用を
根絶しましょう。薬物でお困りの人は、
ご相談ください。
問合　埼玉県秩父保健所☎22-3824
埼玉県薬務課☎048-830-3633

日時　11月10日(土)10:30～15:00
場所　花の森こども園(皆野4048-1)

内容　炭火で棒巻きパン、自然素材
使用のワークショップなどの自然体験
費用　入場無料※体験内容により
100～500円の参加費がかかります。
定員　各体験30～100人(事前申込
不要)※汚れてもよい服装でお越しく
ださい。
問合　認定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「わくわく秋まつり」

【基礎編】
日時　
①11月29日(木)14:00～16:00
②12月13日(木)14:00～16:00
場所　①埼玉県男女共同参画推進
センター、②鴻巣市文化センター
内容　LGBTに関する考え方や言葉
の意味など基礎的な知識について
※①②とも同じ内容です。
【子供のLGBT編】
日時　12月6日(木)14:00～16:00
場所　埼玉県男女共同参画推進セン
ター
内容　LGBTの子供に対する配慮や
対応について
申込＆問合　11月2日(金)までに
メール又はファックスにて受講希望
日、郵便番号、住所、氏名、電話番号、
託児希望の有無、手話通訳希望の有
無を明記のうえ、お申し込みください。
埼玉県人権推進課☎048-830-2255

「知っていますか？LGBT」県民講座開催

　人生100年時代、地域活動に一歩
踏み出してみませんか？
日時　11月11日(日)9:30～11:30
場所　秩父地方庁舎3階大会議室
内容　
第1部　基調講演
【講師】若尾　東 氏(NPO法人ちち
ぶ出会いサポートセンタージュノー
ル代表理事)
第2部　地域活動デビュー入門
秩父地域で活動するNPO法人及び
地域おこし協力隊による活動報告
対象　おおむね40歳代以上
費用　無料　定員　50人(先着順)
申込＆問合　11月5日(月)までに電
話又はメールでお申し込みください。
※メールの場合、本文に申込みの旨、
氏名、年代、お住まいの市町村名を
明記のうえ、送信してください。埼玉
県秩父地域振興センター☎24-1110
メール t241721@pref.saitama.lg.jp

「第2回生涯現役サポートセミナー」
～あなたの「やりたい」が「やれる」に変わる～

虐待通報ダイヤルが始まります！
＃7171

　埼玉県では児童・高齢者・障害者の
虐待の通報や相談等を行いやすいよ
う、虐待通報ダイヤル＃7171を10月
1日に開設しました。虐待はいかなる
理由があっても禁止されるものです。
　＃7171では、24時間365日対応
しています。身近で気になることがあ
りましたら、＃7171までお電話くだ
さい。
※詳細は、埼玉県HPをご覧ください。
問合　埼玉県福祉政策課
☎048-830-3391
FAX048-830-4801
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0601/20170711.html

22 23

情報版 広報おがの

情●報●版


	1810-0124t
	1810-0203t
	1810-0405t
	1810-0607t
	1810-0809t
	1810-1011t
	1810-1213t
	1810-1415t
	1810-1617t
	1810-1819t
	1810-2021t
	1810-2223t

