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役場庁舎整備に関する
住民説明会を行いました
information
文化財ノート
医療•無料相談•子育て支援
みんなの広場
フォトニュース
保健福祉コーナー
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10月1日現在　【世帯数】4,733世帯
　　　　　　【総人口】11,782人【男性】5,842人【女性】5,940人
9月中の異動　出生3人/死亡20人/転入19人/転出12人
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2018（平成30年）NO.158 広報おがの／平成30年11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10月15日現在）
貯水位　321.74ｍ
貯水量　7,113,300㎥
貯水率　69.4％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。

非洪水期：10月～6月
総貯水量：10,250,000㎥

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 
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11月30日（金）までに
納めてください。

国民健康保険税　第5期
介護保険料　　　第5期

今月の納税今月の納税
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◆結婚相談
移動図書館
★図書館休館日

公園で遊ぼう
(みどりの村)
▲子育て相談
▲おはなし会
■運動の日開放日

▲ふれあい遊び
◆健康講演会
■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

▲よちよち
■ステップ体操

▲開放

▲すくすく(計測)
▲開放

▲開放
●認知症家族会
◎こころの悩み
　何でも相談

▲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
■ABI測定

文化の日計量記念日・
彩の国教育の日

県民の日

▲キッズサーキット
▲お母さんのための
　ワークショップ
◆調理実習
●バランスボール教室
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室

▲じゃんぷ
●1.6・2歳児健診
◎認知症相談日

★図書館休館日

★図書館休館日

★おはなしの会

▲よちよち
■ステップ体操

▲開放
■ステップ体操

▲親子で簡単クッキング
　・ランチタイム
●バンビちゃんの会

▲お庭で遊ぼう
お茶会･交流会
(長寿ハウス)
■ステップ体操

▲パパと遊ぼう
▲1日開放

★図書館休館日

★図書館休館日

小鹿野町消防団
特別点検 ◆歌舞伎・郷土芸能祭

◆図書館分室休館日
★おはなしの会

★図書館休館日

▲すくすく(計測)
▲開放

▲てくてく
オレンジカフェ笑顔
◎認知症相談日
●ちびっこサロン

▲子育てサークル
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■運動の日開放日

障害者週間 人権週間 大雪

小雪 勤労感謝の日

七五三

世界エイズ
デー

立冬 秋季全国火災
予防運動

◆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

◆図書館分室休館日

◆楽しいおはなしの会

両神ふるさとまつり
(国民宿舎周辺)

尾ノ内渓谷紅葉まつり
(河原沢)

▲親子のびのび体操
●乳児健診･BCG

▲わいわい座談会
●バランスボール教室
●5歳児健診
■ステップ体操

20
給食体験
(両神保育所)
▲開放
■体組成測定
■運動の日開放日

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

▲新年のカレンダー
　を作ろう

▲子育てサークル
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■運動の日開放日

24

▲すくすく(離乳食)
▲開放

幼年消防クラブ秩父地区大会　10/11
(秩父ミューズパーク野外ステージ)
　幼稚園や保育所の子どもたちを対
象にした防火団体である幼年消防ク
ラブの秩父地区大会が行われ、20団
体、547人の子どもたちが集まりました。
　この幼年消防クラブは、幼年期にお
ける火に対する正しい知識の普及啓
発を目的としています。

防火の誓い【写真】
　小鹿野幼稚園のしばさき はるひさくんとねぎし あすかさん
がクラブ員を代表して防火の誓いを力強く約束しました。
『ひとつ、火あそびをぜったいしません』
『ひとつ、はな火をするときは大きい人といっしょにします』
『ひとつ、お父さんお母さんのいうことをよくききます』
『ひとつ、せんせいのいうことをよくききます』

防火の誓い【写真】
　小鹿野幼稚園のしばさき はるひさくんとねぎし あすかさん
がクラブ員を代表して防火の誓いを力強く約束しました。
『ひとつ、火あそびをぜったいしません』
『ひとつ、はな火をするときは大きい人といっしょにします』
『ひとつ、お父さんお母さんのいうことをよくききます』
『ひとつ、せんせいのいうことをよくききます』

◆歌舞伎・郷土芸能祭
◆図書館分室休館日

長若自然休養村まつり
(旧長若中学校校庭)



　この基本理念を実現するため、次の5つの基本方針を
定めました。
１　安心安全な町民のための庁舎
２　町民サービスの向上を目指した庁舎
３　ふるさとの個性を活かした小鹿野町の活性化に繋
がる庁舎

４　まちづくりと環境に調和した庁舎
５　ICTとフレキシビリティ対応を考慮した経済的で合
理的な庁舎 ▶三田川中学校をリフォームするのが良いと思います。理

由としては駐車場が広い事。あと、役場の裏は地盤が弱い
こと。合併特例債は結局借金。子や孫に負担をかけさせた
くない。
▶建築ありきの説明。お年寄りの安全をケアしたうえで箱
物造らないと。お年寄りは加速的に増えるから、そっちが
先ではないか。本庁舎は三田川に移し、現庁舎は観光の窓
口にして貸してはどうか。どうしてもと言うなら住民投票
をしたらいい。
▶庁舎を新しく建てることに大賛成です。空いている施設
がありますが、当初建てる時に目的を持って建てている。
目的が違うことから不便さが出てくる。特例債があり、４億
円くらいで建つことと町有林を上手に使ってもらったら良
いのではないか。また、現在の場所は農協があり、郵便局
も病院も近い、中学校も小学校も近いという中で一番良
いところではないかと思っている。基本的に一つの庁舎で
ものごとが済むのが一番望ましいと考えるので、是非そ
のように進めてもらいたい。
▶耐震もできず、建替えざるをえないというのが実情だと
思う。場所も今のところが公共施設等いろいろあって良い
と思う。ただ、後々お金のかからない庁舎にしてほしい。
▶今の位置はがけの先端に建てることになる。この建物
は建替えるべきだが、もっと大胆な都市計画をつくり、中
学校を三田川中にして、小鹿野中学校の位置に庁舎を建
てればなんの問題もないのではないか。
▶庁舎を一つにすることが、町の最大の課題だと思うの
で、是非実現していただきたい。庁舎が震度６強で壊れる
と言っても、避難訓練とか、庁舎内に注意の表示等もされ
ていないので、今後表示等もしていただきたい。

▶借金して建替えを至急しなくてもいいと思います。三田
川中学校をリフォームして当分の間使用し、新しい庁舎を
ゆっくり建築願います。
▶庁舎整備する主な理由は耐震の事、それならば耐震補
強済みの三田川中を利用すべきではないでしょうか。見
積り金額等もリフォーム案は高すぎると思いました。比較
検討は明らかに偏りを感じました。
▶説明会で町民の意見を聞くのは良いこと。だが、それは
手段で目的は町に必要な庁舎を作ること。町への批判が
多く、もう少し建設的な意見が欲しかった。私は現在地へ
の建て替えに賛成です。庁舎の耐震性が無いならすぐに
移動すべきとの意見が出たが、自分の家ならどうする・・・
他人事ではない。現実を考えるべき。だから早く建替える
議論をしている訳で、決定実行を早くすべきで、それまで
は今の庁舎に居れば良い。
▶52年経過し耐震不足の庁舎は最小の単位で現在地に
建設し、町債を増やさず削減する努力をすると共に、駐車
場の面積を3倍に増やして町民の利便性を図る。
▶今までと異なり自然災害が多くなって来たので、拠点と
なる役場は直してもらうほうが何かあってからより良いと
思います。
▶役場機能
は一カ所に
集約した方
が良い。

役場庁舎整備に関する
住民説明会を行いました
役場庁舎整備に関する
住民説明会を行いました
　9月14日（金）から28日（金）にかけて、役場庁舎整備に関
する住民説明会を町内5会場で行い、延べ241名が参加され
ました。説明会では、庁舎整備の必要性や基本方針、旧三田
川中リフォーム案と現在地への建替え案の比較検討結果等
を説明しました。主な説明内容は次のとおりです。
　なお、説明会で配付した資料は町のHPに掲載してあります。

（案1）旧三田川中リフォーム
（案2）現在地に建替え（木造）

基本理念 整備方法

　庁舎整備の比較検討は、①まちづくりの視点、②概算
事業費・ライフサイクルコスト、③基本方針の視点から
慎重に検討を行いました。
　その結果、庁舎の整備方法は、「現在地に建替え」が既
存施設や既存の街並みとの関係性が高く、耐用年数を
考慮したライフサイクルコストも優位であり、基本方針
の視点から比較しても有利となりました。

比較検討

『町民の「安心安全」の拠点として
　　　　利用しやすく小鹿野町らしい庁舎』

旧三田川中リフォーム 現在地に建替え

位 置 図

整備方法 旧三田川中校舎（築43年）のリフォーム 現庁舎（築52年）を壊して建替え(木造)

約8億円　※2 約11億円　※3

まちづくりの視点

メリット

デメリット

初期費用　※1
50年間の  CC　※4

50年間における合併特例
債を利用した場合の町の実
質負担額

既存施設や既存の街並みと関係性が低
く、スポーツゾーンにある。

初期費用が抑えられる。 使い勝手の良い庁舎、既存のまちづくり
と調和した庁舎の建設が可能である。

固定壁があり改修に制約がある。
敷地・駐車場等に高低差がある。

引越しを２回行う必要がある。
駐車場の十分な確保に課題がある。

既存施設や既存の街並みとの関係性が
高い。52年の長きに亘り、町のコアとし
ての役割を担っている。

約20.5億円　※5 約14億円　※6

約15.5億円 約7億円

3ページ上段へ続く

旧三田川中リフォーム 現在地に建替え
基本方針の視点から
（安心安全）

基本方針の視点から
（まちづくりと環境への調和）
基本方針の視点から
（経済性・合理性）

基本方針の視点から
（町民サービスの向上）

基本方針の視点から
（ふるさとの個性を活かした
町の活性化）

耐震補強済みである。

両神・三田川・小鹿野・倉尾の中間点であ
り、まちづくりの拠点変更につながる。

地域産木材を積極的に活用することによ
り地元経済の活性化を図りながら、町民
に親しまれる庁舎が建設できる。

中学校の改修であり、動線計画やわかり
やすい案内表示が難しい。

限定的ではあるが、内装材として地域産
木材を活用することができ、地元経済の
活性化に貢献できる。

コンパクトシティの核として機能でき、まち
づくりの拠点としての整備が可能である。

老朽化対策や建替え検討が必要であり、
ライフサイクルコストは増大する。

ライフサイクルコストを抑え、合理性の
ある機能的な庁舎の建設が可能である。

社会的に求められている耐震機能や防
災機能整備が可能である。
動線計画やわかりやすい案内表示及び
町民スペースの確保など、利用者に快適
な整備が可能である。

※１　事業費は目安として算出した概算額です。
※２　説明会におけるC案の庁舎本体工事費約4.5億円と外構等の付帯工事費用約1.9億円、設計調査費等約0.4億円、

周辺道路整備費用1.2億円の合計金額
※３　庁舎本体工事費約9億円と外構等の付帯工事費用約1.1億円、設計調査費等約0.9億円の合計金額
※４　50年間のLCC（ライフサイクルコスト）･･･庁舎整備から、その後50年間の改修費用を含めた概算金額です。
※５　初期費用約8億円、築65年（22年後）での改修費用1.5億円、築80年（37年後）の建替え費用約11億円の合計金額

（耐用年数の築65年経過時に長寿命化改修を行った場合でも、築80年で建替えるものとして算定しています。）
※６　初期費用約11億円、20年後・40年後の改修費用各1.5億円の合計金額

各会場で皆さんからいただいたご意見等 アンケートの自由意見の結果
■旧三田川中リフォーム案を支持　2人
■現在地に建替え案を支持　18人
■その他　26人

■旧三田川中リフォーム案を支持　8人
■現在地に建替え案を支持　7人
■その他　15人

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221
2 3

町政 PickUp! 町政 PickUp!



　平成28年3月に閉校になった、三田川中学校の備品及び消耗品について、直売会及び売払入札を
実施します。今年3月に実施しました旧両神中学校では、町内外から300人を超える皆さんにご来場
いただき、大盛況となりました。ぜひ、皆さんお誘い合ってご参加ください。

思い出の品、懐かしい備品が多数あります！
旧三田川中学校備品の直売会及び売払入札を実施します
思い出の品、懐かしい備品が多数あります！
旧三田川中学校備品の直売会及び売払入札を実施します
思い出の品、懐かしい備品が多数あります！
旧三田川中学校備品の直売会及び売払入札を実施します
思い出の品、懐かしい備品が多数あります！
旧三田川中学校備品の直売会及び売払入札を実施します

日時●11月24日(土)9:00～13:00
(入場受付は正午まで）
場所●旧三田川中学校(小鹿野町飯田323)
内容●旧三田川中学校で使用していた備品を入札方式
にて一般の皆さんに提供いたします。また、その場での
物品直売会(入札物品以外)も併せて実施いたします。
注意事項●
■事前申し込みの必要はありません。当日会場で「参加
申込書」に必要事項を記入していただきます。
■直売会では町民割引がありますので、町内在住が証明
できるものを持参してください。
■引取りにかかる費用や運搬時の破損、不具合等につい
ては引取者の責任とし、教育委員会では一切責任を負い
ません。
■電話やFAX、電子メール等による購入はできません。
必ず現地にて入札、購入してください。
■上履きを持参してください。

　詳しくは、町ＨＰ掲載(11月5日(月)掲載予定)の実施要
領、備品一覧表及び備品写真をご確認ください。なお、実
施要領のみ同日から学校教育課窓口でも配布します。
(平日8:30～17:00)
※備品一覧表及び備品写真は、閲覧用として同窓口に設
置します。
問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課
　　　　☎79-1201

埼玉県芸術文化祭2018地域文化事業(第48回小鹿野町郷土芸能祭)
「歌舞伎・郷土芸能祭」
埼玉県芸術文化祭2018地域文化事業(第48回小鹿野町郷土芸能祭)
「歌舞伎・郷土芸能祭」
埼玉県芸術文化祭2018地域文化事業(第48回小鹿野町郷土芸能祭)
「歌舞伎・郷土芸能祭」
埼玉県芸術文化祭2018地域文化事業(第48回小鹿野町郷土芸能祭)
「歌舞伎・郷土芸能祭」

時刻 　　   　　プログラム　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　出演

今年３月に実施した旧両神中学校の様子

10:15～
10:40～
11:00～

11:30～

12:30～
12:40～
13:30～
13:55～
15:05～

秩父囃子（玄関前）

三番叟

長留の獅子舞「女獅子隠」

秩父囃子・かっぽれ・長留の獅子舞
(歌舞伎横丁会場)

口上

寿曽我対面工藤館之場

秩父囃子

義経千本桜伏見稲荷鳥居前之場

秩父囃子（玄関前）

小鹿野保育所
小鹿野子ども歌舞伎
長留仲組文化財保存会
小鹿野太鼓連合・歌舞伎サークルうぶ・
長留仲組文化財保存会
小鹿野子ども歌舞伎
小鹿野子ども歌舞伎
柴﨑社中
小森祭りと文化を守る会
新原太鼓連

時刻 　　   　　プログラム　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　出演
9:45～
10:10～
10:35～
11:20～

11:40～

12:40～
12:50～
13:30～
15:00～
15:25～
16:55～

秩父囃子（玄関前）

三番叟

太々神楽「岩戸開」

ジャズ演奏

小鹿野まつり音頭・秩父囃子・かっぽれ・
太々神楽(歌舞伎横丁会場)

口上

青砥稿花紅彩画白浪五人男稲瀬川勢揃之場

絵本太功記十段目尼ケ崎閑居之場

小鹿野囃子・秩父音頭・花笠音頭

一谷嫩軍記あばら家之場

秩父囃子（玄関前）

大塩野囃子会
小森祭りと文化を守る会
奈倉神楽保存会
東京都港区南山小学校南山ジャズバンド
小鹿野まつり音頭愛好会・小鹿野太鼓連合・
歌舞伎サークルうぶ・奈倉神楽保存会
小鹿野中学校生徒
小鹿野中学校生徒
小鹿野歌舞伎保存会
小鹿野囃子保存会・新原太鼓連女衆
小鹿野歌舞伎保存会津谷木部会
上町波歌囃子会

問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

　本年度も「歌舞伎・郷土芸能祭」が埼玉県芸術文化祭
2018地域文化事業として、11月17日(土)、18日(日)に開
催されます。小鹿野町郷土芸能祭としては、48回目の開
催です。
　今年は2日間で歌舞伎5幕、獅子舞1幕、神楽1幕、太
鼓2幕がホールで上演されます。
　小鹿野子ども歌舞伎は『寿曽我対面工藤館之場』、小
鹿野歌舞伎保存会は『絵本太功記十段目尼ケ崎閑居之
場』と十八番といえる演目を上演します。
　小森祭りと文化を守る会は『義経千本桜伏見稲荷鳥
居前之場』、小鹿野歌舞伎保存会津谷木部会は『一谷嫩
軍記あばら家之場』と今年の小森諏訪神社、津谷木木魂
神社のお祭りでも上演された演目です。
　小鹿野中学校は、今年度も2年生の総合的な学習の
時間歌舞伎学習班24名による『口上』『青砥稿花紅彩画
白浪五人男稲瀬川勢揃之場』を上演します。町の伝統を
学ぶ中学生たちにご期待ください。
　郷土芸能では、秩父囃子の演奏には小鹿野太鼓連合、

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063

長留の獅子舞、奈
倉神楽、小鹿野まつ
り音頭愛好会、歌舞
伎サークルうぶなど
町内の多くの団体
が参加します。
　また、今年は東京
都港区との交流の
一環として、18日に
港区南山小学校・
南山ジャズバンドに
よるジャズ演奏もあ
ります。
　観光物産展『歌舞伎横丁』や小鹿野町子供歌舞伎ロ
シア公演の写真展、歌舞伎衣裳・小道具展も予定されて
いますので、当日はぜひ小鹿野文化センターへお越しくだ
さい。

◆歌舞伎・郷土芸能祭開催！
文化財ノート

No.7

ことぶきそがたいめんくどうやかたのば

えほんたいこうきじゅうだんめあまがさきかんきょの

よしつねせんぼんざくらふしみいなりとり

いちのたにふたば

きむすび

あおとぞうしはなのにしきえ

なんざん

ば

いまえのば

しらなみごにんおとこいなせがわせいぞろいのば

ぐんき　　　　　　 やのば

期日●11月17日土、18日日
場所●小鹿野文化センターほか

【第1日】11/17土

【第2日】11/18日

両日同時開
催

歌舞伎横
丁

■交通規制のお知らせ
　芸能祭開催にあたり、小鹿野文化セン
ター前の通り(南裏通り)で一部交通規制を
行います。ご理解ご協力をお願いします。

■町立図書館分室の臨時休館のお知らせ
　芸能祭開催のため、11月17日(土)、18日(日)は、
図書館分室を臨時休館とさせていただきます。
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　10月より町内16カ所で町政懇談会を開催しています。11月の日程は下記のとおりです。ご近所
お誘い合ってご参加いただき、皆さんの『声』をお聴かせください。

～町民ファーストを目指して～ 町政懇談会日程(11月)～町民ファーストを目指して～ 町政懇談会日程(11月)～町民ファーストを目指して～ 町政懇談会日程(11月)～町民ファーストを目指して～ 町政懇談会日程(11月)

ももはる

もと

こんにちは。
町長です。

　現在の国保町立小鹿野中
央病院が開設されたのが、昭
和28年5月ですから、それか
ら65年が経過いたしました。
　医師が5人で36床のス
タートであると聞いております。
当時は戦後の混乱がまだ残っ

ているような時代背景があったかと思いますが、医療
過疎の小鹿野町に町立病院が開設できたのは、町民
の熱い思いとそれを受けた町当局や町議会の大英断
であったことが拝察されるところです。
　町立病院は、その後町民の命と健康を守る中核施
設として、機能を果たしてまいりました。その間の医師を
はじめ、看護師や多くの医療スタッフ等が懸命の努力
をし、町民本位の病院運営に努めて来たところです。
　その後時代の変遷の中で町立病院を取り巻く環境
も大きく変化し、総合健診センターの開設、病床数の
拡大や高度診察機材の導入などが進められました。町
の保健や福祉事業の拡充、特に平成12年度から介護
保険法も施行され、介護保険事業もスタートしました。
　平成14年度には町立病院病床増改築が完了し、一
般病床45床、療養病床50床の合計95床となりました。
また、同年度には町立病院に保健福祉センターが併設
され、「地域包括ケアシステム」が本格稼動いたしまし

た。このシステムは、町民の願いである「住み慣れた地
域で最後まで安心して暮らしたい」をかなえるため、保
健・医療・福祉（介護）が一体となり、サービスを提供す
るものです。具体的には、医療介護が必要な人に、それ
ぞれの専門職員（医師、看護師、保健師、ケアマネ、訪
問看護師、ヘルパー等）が連携し総合的に係わる体制
であり、病気の治療だけでなく、住民の健康づくり、病気
の予防、健診、在宅ケアからリハビリテーションまで一
貫した役割を果たしており、町立病院はその中核的存
在であり、地域の医療機関との連携も図っております。
　町では、町立病院を中心に保健・福祉部門が連携し、
地域住民の皆様と一緒になって取り組んできた様々な
事業が功を奏し、埼玉県内で75歳以上の高齢者など
の一人当たりの医療費が一番低い町となりました。これ
からも町民の健康寿命を延ばせるよう引き続き様々な
事業を進めてまいります。
　なお、今後の町立病院としましては、国の制度改正
により療養病床の転換等が求められていますので、地
域包括ケアシステムを守りながら、この地域に合った病
院のあり方を検討してまいりたいと考えております。
　町民の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

小鹿野町長　森 真太郎

国保町立小鹿野中央病院が果たす役割

ようこそ小鹿野町へ！ようこそ小鹿野町へ！

第1回　移住相談員・本協力隊員の移住者インタビュー

　こんにちは。移住相談窓口です。町外から小鹿野町への移住
の現状を皆さんに知っていただくため、今月号より「ようこそ
小鹿野町へ！」の欄を設けさせていただきました。
　このコーナーでは、移住者情報や相談窓口の取組などを発信
していきます。

Q.移住の経緯を教えてくだ
さい
　「直前に暮らしていた横

浜では、会社員としてゲーム制作をしていました。結婚
を機に主人の実家である般若に移住しました。」
Q.移住直後の生活は？
　「田舎ならではの『ローカルルール』に慣れるのに5
年かかりました。地区の単位と行事の紐づけが複雑
だったり、野焼きを山火事かと間違えたり。田舎は静か
かと思いきや蛙の鳴き声がうるさくて不眠になること
も。最初は運転免許がなかったので、移動の度にバス
の時刻を調べることにも苦戦しました。」
　これから移住を考える方には、住んでみてわかる
ギャップを移住前に体験できる機会があると良いですね。
Q.その後の生活について
　「ローカルルールはその都度家族に教えてもらい、

運転免許も取得し、町にも慣れてきました。今では、副
業で始めた仕事が、本業になりつつあります。クリエイ
ター仲間が自分を育ててくれました。」販路については、
通販や都内イベントでの販売も試みたが、行き着いた
のは、秩父周辺のマルシェでの対面販売だという。「小
鹿野や秩父は、モノ作りに対する理解があり、『これ作
るの大変だったでしょう』と言って買ってくれるんで
す。」
　桃春さんは、新しい風として、町の魅力を活かし文化
を担ってくれています。育児の傍らに好きなモノ作りを
仕事にしている彼女の姿は、初めの一歩を踏み出そう
としている方々の背中を押すかもしれません。移住、そ
して定住促進を図るためには、「自分の仕事を作って
みたい」と思う方のサポートもしていく必要がありそう
です。

　第1回は、10年前に移住された桃春さん(33歳)のインタビューです。みどりの村
にある村カフェのオーナーさんに紹介していただきました。
　桃春さんは、出身は岩手県。小学生男児の母でありながら、ハンドメイド作家で
もあります。その作品は、お針子で作った『まり』をキーホルダーや櫛などへと加工
した小物でとてもかわいらしいものです。

問合せ●おがの移住相談窓口☎75-1238（小鹿野庁舎・総合政策課内）

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

地域おこし企業人

石塚からのひとこと
地域おこし企業人

石塚からのひとこと バスツアーはお客様のため、
町民の皆さんのため

　(株)近畿日本ツーリスト首都圏のグループ会社で
ありますクラブツーリズム(株)主催のダリア園へのツ
アーが、去る9月18日から5日間行われ、大変好評で
した。
　「両神山麓花とみどりを育てる会」「おもてなし課」
「地域おこし協力隊の沢田朋輝様」のご尽力の賜物
と感謝申し上げます。参加者は5日間で延べ214名(バ
ス8台)という実績でした。入場料以外では、お土産品
の購入が活発で、町が取り組む「地域外からの外貨
獲得」にいくばくかの貢献ができたと思っております。
　来年に向けては、ダリア園とシュウカイドウ咲く札
所を巡るコースを提案しました。
　現在(10/4時点)来年1月からの尾ノ内渓谷の氷柱
を含むツアーを企画中です。
　今後はとても難しい事ではありますが、年間通して

実施できるツアーの素材
を発掘し、企画に反映させ
たいと思っております。町
民の皆さんにも地元の魅
力を再認識していただく
きっかけとなればと思い
ます。
　また、ツアーのリピート率の向上は迎える地域皆
さんのホスピタリティーに依るところが非常に大き
いです。ツアーバスやお客様を見かけましたら、おも
てなしの心を持ってお迎えくださいますと幸いです。
　今後も地域活性化のため、町への誘客に積極的に
取り組んでまいります。

桃春さん

期日　　　　時間　　　　　　　会場
11月1日(木)
11月5日(月)
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～
19:00～
19:00～
14:00～
19:00～
19:00～
19:00～
14:00～
19:00～
19:00～

原町文化会館
両神上薄生活改善センター
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。

　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)14:00～16:00
　両神振興会館 2階娯楽室
■11月19日(月)14:00～16:00
　小鹿野文化センター 2階和室

託児所を開設します

安心して
ご参加ください!!

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

地域おこし協力隊　本 奈代子
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　町及び農業委員会では、現農業委員の任期満了に伴い、農業委員及び農地利用最適化
推進委員の推薦・公募を実施します。
　なお、平成28年4月1日より農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員の選
出方法が選挙から任命制に変更となりました。

農業委員・農地利用最適化推進委員の
推薦・公募実施のお知らせ
農業委員・農地利用最適化推進委員の
推薦・公募実施のお知らせ
農業委員・農地利用最適化推進委員の
推薦・公募実施のお知らせ
農業委員・農地利用最適化推進委員の
推薦・公募実施のお知らせ

平成31年度学童クラブの利用児童募集平成31年度学童クラブの利用児童募集平成31年度学童クラブの利用児童募集平成31年度学童クラブの利用児童募集

※農業委員・農地利用最適化推進委員へ同時に推薦・応募をすることはできますが、
両委員を兼務することはできません。

町長の見て・聞いて・話して
　第8回の事業所訪問は、8月21日に株式会社石川漬物
を訪問し、石川雅章社長にお話を伺いました。
　株式会社石川漬物は昭和38年(1963年)に先代の石川
幸次氏が秩父地域の野菜を扱う漬物屋として創業しまし
た。その中で古くから秩父地域の保存食としているしゃく
し菜漬けに注目し、秩父の特産品として後世に残していき
たいという強い思いから、昭和41年(1966年)より製造を
開始し、試行錯誤を繰り返し、現在の「しゃくしな漬」が出来
上がったとのことです。
　しゃくし菜は、契約農家で育てられており、9月上旬に種
まきをして、10月下旬から12月始めの霜が降りる頃にな
ると収穫されます。収穫量は400～500トンと大量のしゃ
くし菜を収穫したその日のうちに漬物用タンクに漬け込む
ため、収穫時期には休む間もない作業になるといいます。
　漬物は保存の仕方を研究、工夫して、「元祖しゃくしな漬」
のほか6種類を開発し、秩父管内で販売され、秩父のお土
産品として強い気持ちを込めた製品となっています。
　石川漬物の「元祖しゃくしな漬」は秩父の風土に適した秩
父地方の伝統的な技法に近代の味覚を加味し、独特の技
術により塩分を控え、しゃくし菜そのものの味を生かした
製法で製造されていました。

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.８ ～

「株式会社  石川漬物」
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。

　親子二代にわたり、地産地消の考えのもと、郷土野菜に
こだわり、秩父のお土産、特産品としての伝統と味を守り
続け、地元を大切にする思いが伝わる温かい企業であると
感じました。
わが社の主力製品
　しゃくし菜の
正式名称は「雪
白体菜(せっぱ
くたいさい)」と
いう野菜です。
「しゃもじ」に似
ていることから
秩父地方では
「しゃくし菜」と呼ばれています。
　しゃくし菜は漬物にすると歯切れがよく、乳酸発酵が進
み、古漬けになるとべっこう色になって、風味がより増しま
す。油で炒めてよし、饅頭やおやきのあんにぴったりです。
さまざまな料理レシピの素材として幅広く召し上がれます。
ここに自信あり
　わが社では、種蒔きから収穫までを秩父地域の契約農
家に依頼しています。1株1株丁寧に収穫したしゃくし菜は、
大きな漬物用タンクに丁寧に塩を加えながら、手作業で並
べていきます。タンクに漬けたしゃくし菜は乳酸菌を多く
含み、美味しく身体にもよい醗酵食品へと姿を変えていき
ます。タンクから取り出されたしゃくしな漬けは加工場へと
運ばれ、加工工程、仕上げ工程ごとに「塩度」「温度」など、
チェックの厳しい検査を行うことで徹底した品質管理を実
施し、わが社の商品として自信をもってお届けしています。

おすすめ商品！｢元祖しゃくしな漬｣ほか

製造工程の説明を受ける森町長

写
真
左
か
ら
森
町
長
、石
川
社
長

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地
電 話

代表取締役社長　石川雅章
17名
1963年
小鹿野町小鹿野2387
0494-75-0310

会社概要

募集人員●①農業委員／14人
　　　　　②農地利用最適化推進委員／8人
募集期間●12月3日(月)～平成31年1月11日(金)
※土、日、祝日及び12月29日から1月3日は除きます。
応募用紙●両神庁舎・産業振興課窓口で配布します。
申込＆問合せ●推薦・応募用紙に必要事項を記入し、両神庁舎・
産業振興課(農業委員会事務局／☎79-1101)まで提出してくだ
さい。詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

■小鹿野町農業委員会が定める
　農地利用最適化推進委員の区域と定数■

小鹿野地区
長若地区
三田川地区
倉尾地区
両神地区
計

3人
1人
1人
1人
2人
8人

地区　　　 定数

●農業委員会の業務

農業委員 農地利用最適化推進委員
農地の集積・集約化・権利移動許可
等の審議及び決定を行う

担当する地域において、農地集積
有効利用等の活動を行う

連携

農業委員会

　平成3１年度に学童クラブを利用する児童を募集しま
す。『学童クラブ』とは、学校が終わって家に帰っても誰も
いない児童が、両親等の仕事が終わるまでの間、友達と
楽しく過ごせる場所です。遊んだり、宿題をしたり、おや
つを食べたりと楽しく過ごしています。

募集人数●各学童クラブとも若干名
入室資格●保護者の就労等により昼間児童の保育がで
きない世帯等
その他●詳しくは各施設へお問い合わせください。

小鹿野学童クラブ
小鹿野学童クラブ「遊」

長若学童クラブ

小鹿野小学校の児童

長若小学校の児童
各施設へ

両神学童保育室
又は小鹿野庁舎･
住民課

随時受付

11月1日（木）～
12月21日（金）
※年度途中入室は入室
希望月の前月1日まで

小鹿野学童クラブ
☎75-1162
小鹿野学童クラブ「遊」
☎75-5180
長若学童クラブ
☎75-0034
三田川学童クラブ
☎75-0770

小鹿野庁舎･住民課
子育て包括支援室
☎75-4101

三田川小学校の児童

両神小学校の児童

三田川学童クラブ

両神学童保育室

施設名 対象児童 申込用紙・受付場所 受付期間 問合せ

※小鹿野学童クラブ、小鹿野学童クラブ「遊」、長若学童クラブ及び三田川学童クラブは、日曜・祝日も保育が可能です。
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　朝晩めっきり寒くなってきまし
たが、皆様いかがお過ごしで
しょうか。
　さて、生活習慣病についてつ
ぶやいているこのコーナー、今
回からしばらく糖尿病について

解説していきたいと思います。
　皆さんは糖尿病に対してどのようなイメージを持っ
ていますか？　甘いものを食べるとなる病気？　糖
尿病になる人は太っている？　甘いおしっこが出る
のでアリが寄ってくる？　糖尿の人のおしっこは泡
立つ？　全て正しいとは言えません。甘いものだけ
でなく、カロリーの取り過ぎがよくありませんし、太って
いなくても糖尿病の方は結構います。また、おしっこ
に糖が出ていなくても糖尿病の診断に至ることはよ
くあります。さらに、おしっこが泡立つ原因はいくつか
あり、尿の勢いが強いだけでも泡立つことはあるで
しょう。
　糖尿病は、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が
高い状態が続く病気です。放っておくと、いろんな臓

器に合併症が起こる危険性が高くなります。尿に糖
が出ることは血糖値が高いことのひとつの現れで、
血糖値が高すぎて尿にまで糖がたくさん出てしまう
ことが問題なのです。
　ではなぜ血糖値が高いと問題になるのでしょう
か。それは、毎度お話しする動脈硬化が問題となる
からなのです。糖尿病がすすむと、全身の小さな血
管の流れが悪くなります。そのことであちこちの臓器
に支障が出てきます。糖尿病の三大合併症である糖
尿病神経症、糖尿病網膜症(目)、糖尿病腎症は全
て血管障害からくるものです。また、大きな血管の障
害も引き起こします。脳卒中(脳出血や脳梗塞など)、
心臓の冠動脈疾患(心筋梗塞や狭心症)、足の血管
の循環障害などです。つまり、糖尿病は全身の病気
なのです。さらにたちの悪いことに、自覚症状がほと
んど出ないのです。健診で引っかかって初めて糖尿
病がわかったという人も結構おられます。　
　次回は、糖尿病の原因について解説していきま
す。

生活習慣病について⑦　　糖尿病「糖尿病ってどんな病気？」
小鹿野中央病院長　内田　望
気 になるつぶやき
内田の

▲平成30年10月4日入札分

事業名　　　　　　　　   　事業場所等　　　   契約額　　　　   落札者　　　　　 　  　 　　　履行期間
小鹿野町橋梁修繕工事(馬上第1橋工区)
町道171号線道路改良工事
町営住宅松坂団地外部改修工事
山村広場公衆便所新築工事
旧両神中学校体育館トイレ改修工事
旧三田川出張所トイレ水洗化改修工事
衛生センター各種ポンプ等修繕工事

小鹿野町旧町村広報紙電子化業務委託

藤倉地内
下小鹿野地内
飯田地内
両神薄地内
両神薄地内
三山地内
伊豆沢地内
小鹿野町役場
総務課

株式会社山崎工務店
株式会社田嶋造園土木
有限会社黒沢ハウジング
株式会社岩田組
落合建設株式会社
有限会社黒沢ハウジング
第一産業株式会社

たつみ印刷株式会社

～平成31年2月28日
～平成31年2月28日
～平成31年2月28日
～平成31年2月28日
～平成31年1月31日
～平成30年12月20日
～平成31年3月15日

～平成31年2月28日

8,100,000円
2,565,000円
12,960,000円
8,856,000円
2,397,600円
1,836,000円
8,910,000円

1,299,240円

◆　◆　◆ 入札結果のお知らせ ◆　◆　◆ ※金額は、消費税込

税を考える週間
11月11日(日)～17日(土)
税を考える週間
11月11日(日)～17日(土)
税を考える週間
11月11日(日)～17日(土)
税を考える週間
11月11日(日)～17日(土)

　国税庁では、「くらしを支える税」をテーマとして、税の
役割や適正・公平な課税と徴収の実現に向けた国税庁・
国税局・税務署の取組について紹介し、皆さんに国民生
活と税の関わりを理解してもらうことにより、国民各層の
納税意識の向上を図ることとしています。
　租税の意義や役割について、あらためて考えてみませ
んか。詳しくは、国税庁HPをご覧ください。
問合せ●秩父税務署☎22-4433(自動音声案内2番)
国税庁HP　http://www.nta.go.jp/

障害者差別解消法
住民・事業者・行政合同講演会
障害者差別解消法
住民・事業者・行政合同講演会
障害者差別解消法
住民・事業者・行政合同講演会
障害者差別解消法
住民・事業者・行政合同講演会
　「障害者差別解消法ってなに？」「障害のある人たちが
困っていること」「必要な配慮」など、具体例を交えて解説
します。
日時●11月21日(水)14:00～16:00(開場13:30)
場所●横瀬町町民会館(横瀬町大字横瀬2000)
内容●障害を理由とした差別の解消について
　　　～「障害」ってなんだろう～
講師●日本社会事業大学 専門職大学院 准教授
　　　曽根　直樹 氏
定員●250人(申込不要)　　　
費用●入場無料
※手話通訳・要約筆記を行います。
問合せ●保健福祉センター・福祉課
　　　　☎75-4109　FAX75-4710

平成30年分
年末調整説明会及び
消費税軽減税率制度説明会

平成30年分
年末調整説明会及び
消費税軽減税率制度説明会

平成30年分
年末調整説明会及び
消費税軽減税率制度説明会

平成30年分
年末調整説明会及び
消費税軽減税率制度説明会
　平成30年分給与所得に係る①年末調整説明会及び②
消費税軽減税率制度説明会を開催します。
■11月14日(水) ①13:00～15:00、②15:10～16:10
場所●皆野町文化会館・大ホール
　　　(皆野町大字皆野1423)
■11月16日(金) ①13:00～15:00、②15:10～16:10
場所●秩父市歴史文化伝承館・2階ホール
　　　(秩父市熊木町8-15)
■11月28日(水) ②14:30～15:30
場所●小鹿野文化センター・大会議室
　　　(小鹿野町小鹿野167-1)
※②消費税軽減税率制度説明会は、事業者(個人・法人)
が対象となりますので、ご都合のよい会場にお越しくだ
さい。
問合せ●秩父税務署☎22-4433(自動音声案内2番)

みんなで防ごう！高齢者虐待みんなで防ごう！高齢者虐待みんなで防ごう！高齢者虐待みんなで防ごう！高齢者虐待
　高齢者虐待とは、高齢者の心や体に傷を負わせ、高齢
者の尊厳を奪う行為です。こうした行為は、身近な人によ
ることが多く、責任感が介護者の負担を増大させ、虐待
に発展してしまうケースも少なくありません。1人で介護
を抱え込まず、早めに専門機関などに相談しましょう。
こんなことも虐待です
■つい怒鳴ったり、たたいたりしてしまう。
■子ども扱いするなど、侮辱してしまう。
■年金手帳、預貯金通帳を本人に無断で使ってしまう。
■汚れたおむつを放置する、冷暖房を使わせないなど、
劣悪な生活状態や住環境の中に放置する。
高齢者虐待に気付いたら
　高齢者虐待は、早期発見・早期対応が極めて重要にな
ります。
　高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等
に関する法律では、虐待を受けていると思われる高齢者
を発見した場合は、通報することを義務付けています。通
報の秘密は厳守されますので、ためらわずにご相談くだ
さい。
相談・連絡先●保健福祉センター・福祉課☎75-4109
小鹿野町地域包括支援センター(保健課内)☎75-0135

心身障害者福祉相談心身障害者福祉相談心身障害者福祉相談心身障害者福祉相談
　障害者手帳の取得方法、障害者手帳による割引や税
の減免、車椅子などの補装具、ホームヘルパーなどの障
害福祉サービス、困りごと等に関する相談に親切にお答
えします。
日時●11月28日(水)13:00～15:00
場所●小鹿野文化センター
相談員●心身障害者相談員
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

成年後見制度講演会成年後見制度講演会成年後見制度講演会成年後見制度講演会
　障害者等の権利を守る成年後見制度と法人が行う後
見業務について分かりやすく説明します。
日時●11月30日(金)14:00～
場所●小鹿野文化センター
講師●NPO法人埼玉成年後見センターいきいきネット
対象●障害や認知症により判断能力が不十分なため将
来に不安を感じている人やその家族、成年後見制度に関
心のある人、法人後見業務の実施を検討している法人等。
費用●入場無料※申込不要
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

「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●11月13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）
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」

申込＆問合せ●小鹿野庁舎･住民課 子育て包括支援室☎75-4101申込＆問合せ●小鹿野庁舎･住民課 子育て包括支援室☎75-4101
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平成30年度
秋季全国火災予防運動
11月9日(金)～15日(木)

平成30年度
秋季全国火災予防運動
11月9日(金)～15日(木)

平成30年度
秋季全国火災予防運動
11月9日(金)～15日(木)

平成30年度
秋季全国火災予防運動
11月9日(金)～15日(木)

　これから、季節は火災が発生しやすい時期を迎えま
す。『火の用心』 皆さん火災予防にご協力ください。

ごみの野外焼却は
禁止されています。
ごみの野外焼却は
禁止されています。
ごみの野外焼却は
禁止されています。
ごみの野外焼却は
禁止されています。

　ごみの野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」で例外を除き禁止されています。法律に適合しない
焼却炉やドラム缶を使用しての焼却も同様です。これに
違反すると懲役や罰金が科せられる場合があります。
　なお、例外で認められているのは、農業、林業を営むた
めやむを得ない焼却に限ります。ただし、例外に該当する
場合であっても、近所迷惑とならないように配慮しなけ
ればなりません。
　また、冬期は乾燥する気候が続き、火災の発生原因に
もなりますので、できる限り野外焼却は控え、農作物廃棄
物や剪定枝、除草後の草などはむやみに焼却せず、堆肥
等として農地還元するなど廃棄物の減量化と再利用に
努めましょう。
問合せ●小鹿野庁舎・住民課☎75-4170

11月は

児童虐待防止推進月間
11月は

児童虐待防止推進月間
11月は

児童虐待防止推進月間
11月は

児童虐待防止推進月間
　児童虐待は、社会全体で早急に解決すべき重要な課
題となっており、身近でも起こりうる問題です。
　児童虐待であるかどうかは、保護者等の大人の認識や
立場とは関係なく、子どもの心や体が傷つく行為であれ
ば、それは「虐待」です。具体的には4つの行為があります。
身体的虐待
　首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、逆さ吊りにする、
熱湯をかける、タバコの火を押し付ける、体を激しく揺さ
ぶる※ など
保護の怠慢・拒否(ネグレクト)
　車の中に放置する、適切な食事を与えない、ひどく不
潔なままにする　など
心理的虐待
　言葉による脅かし、ひどい言葉で傷つける、わざと無視
する　など
性的虐待
　性的な行為を強要・教唆する　など

　子どもを虐待から守るには、早期発見、早期対応が重
要です。周囲の人のあたたかいまなざしと実行が子ども
を守ります。「もしかしたら虐待かな？」と感じたら189番
又は次の関係機関までお知らせください。(秘密は守られ
ます。）
問合せ●児童相談所全国共通ダイヤル☎189
　　　　熊谷児童相談所☎048-521-4152
　　　　小鹿野庁舎・住民課 子育て包括支援室☎75-4101

※乳幼児揺さぶり症候群・・・
　赤ちゃんや小さな子供が激しく揺さぶられると、頭
(脳や網膜)に損傷を受け、重い脳障害が残ったり、死亡
することもあります。

■平成30年度全国統一防火標語
『忘れてない？
　　サイフにスマホに火の確認』

知って
いますか？

小鹿野町消防団特別点検小鹿野町消防団特別点検小鹿野町消防団特別点検小鹿野町消防団特別点検 長若自然休養村まつり長若自然休養村まつり長若自然休養村まつり長若自然休養村まつり

日時●11月11日(日)8:00～
場所●小鹿野中学校校庭
内容●部隊点検、機械器具点検、ポンプ操法、分列行進、
表彰式並びに講評
※昨年まで行っていた伊豆沢河原における放水訓練は、
実施しません。
※特別点検の実施に伴い、11日の朝5:30と6：00にサイ
レンを吹鳴します。火災とお間違えのないようご注意く
ださい。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1225

　農家の皆さんが丹精こめて栽培した新鮮野菜や、つき
たての餅、特製きのこうどん等の販売を予定しておりま
す。また、長若ふるさとフェスティバルも開催されますの
で、ぜひご来場ください。
日時●11月23日(祝)10:00～14:00(雨天決行)
場所●小鹿野町長若運動場(旧長若中学校校庭)
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

町長の交際費を公開します町長の交際費を公開します町長の交際費を公開します町長の交際費を公開します

平成30年度前期分 支出額 382,240円

3日
3日
3日
6日
8日
10日
10日
15日
18日
28日
29日

海外販路拡大事業視察報告会
前長瀞町長大澤芳夫氏の葬儀香典
前長瀞町長大澤芳夫氏の葬儀花環代
土産品代
第46回奈倉展
福島県三春町観桜会懇親会
土産品代
第2回長留川しだれ桜まつり
両神山開山式
小鹿野町消防団第１支団歓送迎会
第31回二子山開山式

5,000円
10,000円
5,400円
3,836円
3,000円
5,000円
7,993円
3,000円
2,000円
5,000円
3,000円

1日
2日

2日

5日
6日
7日
10日
10日
11日
11日
12日
20日
22日

23日

26日
26日
27日

第13回あじさい祭り
土産品代
秩父保健所管内食品環境衛生協会西秩父支部
通常総会懇親会
埼玉りそな小鹿野支店長歓送迎会
秩父保健所管内調理師会通常総会懇親会
西秩父交通安全協会下小鹿野支部総会懇親会
秩父漁業協同組合大滝支部通常総会懇親会
町村長視察研修会懇親会(島根県邑南町)
町村長視察研修会懇親会(島根県津和野町)
秩父機会電機工業会総会・講演会・懇親会
原水爆禁止・平和大行進賛助金
知事のとことん訪問首長懇談会
新井涼平選手壮行会
福祉自治体ユニット地域ケア政策ネットワーク
合同総会・情報交換会
第38回長若自然休養村連絡協議会総会懇親会
土産品代
尾ノ内渓谷氷柱実行委員会通常総会懇親会

3,000円
3,645円

5,000円

7,000円
5,000円
5,000円
3,000円
5,000円
5,000円
5,000円
3,000円
3,000円
5,000円

10,000円

5,000円
3,645円
3,000円

3日
10日
11日
14日
14日
15日
15日
16日
20日
27日

小鹿野信友会第50回定期総会懇親会
土産品代
腰之根納涼祭
秩父音頭まつり
上飯田納涼祭
西秩父商工会青年部納涼ますつかみどり大会
長瀞船玉まつり
第33回赤平川納涼花火大会
小鹿野町民生委員児童委員協議会納涼会
小鹿野子ども歌舞伎訪露訪問団解団式

5,000円
3,645円
3,000円
5,000円
3,000円
3,000円
5,000円
3,000円
5,000円
5,000円

3日
4日
5日
6日
8日
10日
10日
13日
16日
18日
19日
20日
23日
24日
25日
26日
26日
26日
29日
30日

土産品代
尾ノ内渓谷新緑まつり
神流町鯉のぼり祭り
小鹿野剣道連盟総会懇親会
土産品代
小鹿野第１老人クラブ総会懇親会
商工会青年部通常部員総会懇親会
小鹿野第５老人クラブ総会懇親会
土産品代
西秩父交通安全協会小鹿野支部総会懇親会
西秩父安全協会両神支部総会懇親会
和紙の里文化フェスティバル観光懇談会
両神文芸クラブ総会懇親会
秩父地域議長会正副議長歓送迎会
西秩父交通安全協会定期評議員会懇親会
小鹿野町消防団第２支団歓送迎会
小鹿野町消防団第３支団歓送迎会
小鹿野町消防団第１支団新入団歓送迎会
両神農林産物直売所組合総会懇親会
秩父郡町村会歓送迎会

7,290円
3,000円
3,000円
5,000円
1,941円
5,000円
5,000円
5,000円
3,645円
5,000円
5,000円
2,000円
3,000円
6,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
6,000円

1日
1日
5日
8日
8日
12日
13日
15日
15日

二子山登山事故防止キャンペーンと懇親会
西秩父交通安全協会長若支部総会懇親会
西秩父料飲店組合総会懇親会
三議員連盟総会交流会
第43回西秩父地区警察官友の会通常総会懇親会
三・両協議会総会懇親会
御鎮座二千年奉祝事業特別祝賀会
ちちぶ農業協同組合総代会
両神花卉生産組合通常総会懇親会

5,000円
5,000円
5,000円
2,000円
7,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円

9日
20日
23日
25日

新原大運動会
秩父中央ライオンズクラブ結成40周年記念式典祝宴
第17回ユーアイフェスティバル
埼玉県町村会町村長研修会・意見交換会

3,000円
5,000円
3,000円
4,000円

町長
交際費

　町長が、町を代表して対外的に活動するときに、
外部との交際に要する経費です。（代理出席したも
のを含みます）

平成30年4月

平成30年5月

平成30年6月

平成30年7月

平成30年8月

平成30年9月

19日
20日
22日
22日
23日
24日
25日
25日
26日
26日
26日
26日
30日

小鹿野りそな会総会懇親会
秩父観光協会秩父支部総会懇親会
小鹿野地区区長会歓送迎会
西秩父地区安全運転管理者協会定期総会意見交換会
第7回日本百名山両神山麓トレイルラン前夜祭
第13回彦五郎祭
小鹿野両神観光協会総会懇親会
秩父税務署管内青色申告会連合会定時総会懇親会
秩父地域雇用対策協議会定時総会講演会懇親会
小鹿野町国際交流協会総会懇親会
土産品代
土産品代
ウェルカムライダーズおがの通常総会懇親会

3,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
3,000円
5,000円
5,000円
5,000円
2,000円
5,600円
5,600円
5,000円
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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 １１/１７㊏　
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、水筒、ビニール袋

キッズサーキット １１/２２㊍　
１０：００～１１：３０

１１/１５㊍
９：４５～１３：００
※申込締切11/9㊎

親子で簡単クッキング：
ランチタイム

対象●1歳半以上のお子さんと保護者（１２組）
収穫したさつま芋を使ってさつま芋ご飯、具沢山味噌汁、さつま芋もちを作ります。【持
ち物】エプロン、三角巾、手拭タオル、水筒、フォーク、スプーン、箸（親子分）＊すくすく
赤ちゃんママは、会食のみ参加もOKです。

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

▶問合せ／中央公民館 ☎75-0063結婚相談

髙橋　聡さん
加藤喜一さん
守屋よね子さん

11月15日（木）
18:00～20:00
＜電話相談もご利用ください＞

小鹿野
文化センター

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

11月19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。

①11月13日㈫、27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

12月19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／11月19日（月）14：00～（次回は12/17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／11月14日（水）9:00～10:00　27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
3日㊗
4日㊐11月 皆野歯科医院

みつはし歯科クリニック
皆野町
小鹿野町

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）

１1/７㊌ 　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

１１/１㊍
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
保育士の手遊びや絵本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 １１月開所日　
１１：３０～（水曜日以外）

対象●０歳～３歳の乳幼児と保護者
ランチを持参して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。

１１/８㊍　10：0０～１１：3０ふれあい遊び

対象●０歳からのお子さんと保護者
町立図書館の司書さんが子育て支援センターに来て絵本を読んでくれます。年齢に応じ
た絵本の選び方も紹介してくれます。

１１/７㊌　１４：３０～１５：３０おはなし会

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

A１１/５　B１１/１２　
C１１/１９　D１１/２６
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赤ちゃんとのかかわり方（ひまわり
保育園長） D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
土曜開放１１/１７  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

●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

１１/９㊎  ９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

１１/１３㊋  ９：５０～１１：３０ 対象●２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

１１/２７㊋  ９：５０～１１：３０ 対象●３歳代のお子さんと保護者年齢別講座じゃんぷ

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

１１/７㊌　※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
（みどりの村広場）
 雨天：子育て支援センター

対象●就園前のお子さんをお持ちのお母さん　8人
葉っぱのステンドグラス～小さな鏡を作ろう～　※保育付きです。

11/22㊍　
13:30～15:30

お母さんのための
ワークショップ
材料費：200円

１１/２１㊌
１０：３０～１２：２０
※現地集合

対象●平成２７年４月～平成２８年３月生まれのお子さんと保護者（６組）
両神保育所で給食体験をします。食事や栄養相談に応じます。献立レシピも参考になり
ますよ。【持ち物】着替え、タオル、ビニール袋、水筒、おしぼり、エプロン、スプーン、
フォーク、箸（親子分）

給食体験
（両神保育所）
参加費：５００円

１１/１６㊎
１０：００～１１：３０

対象●1歳半以上のお子さんと保護者
親子で花壇やプランターにチューリップの球根やパンジーの花苗植えをします。【持ち
物】長靴、軍手、タオル、水筒、着替え、ビニール袋＊親子共、汚れても良い服装でお越し
ください。

お庭で遊ぼう
（チューリップの球根植え、
パンジー花苗植え）
雨天時：ホール

次のページへ続く⇨

※申込期限に注意してください。１１月１日（木）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)
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)
あいおいクリニック(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)
秩父脳外科内科クリニック(脳外・内)
※医師会休日診療所(内・小)
小鹿野中央病院(診療科はお問合せください)

熊木町
長瀞町
熊木町
小鹿野町
熊木町
相生町
熊木町
下影森
熊木町
永田町
熊木町
小鹿野町

23-8561
66-1000
23-8561
75-2332
23-8561
26-7001
23-8561
24-5010
23-8561
21-2330
23-8561
75-2332

3日㊗

4日㊐

11日㊐

18日㊐

23日㊗

25日㊐

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

3日㊗
4日㊐
11日㊐
18日㊐
23日㊗
25日㊐

和泉町
桜木町
和泉町
和泉町
桜木町
皆野町

22-3022
23-0611
22-3022
22-3022
23-0611
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

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
常木修一さん

12月18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！

～乳幼児救命講習～～乳幼児救命講習～

◀消防署救命講習
指導員さんからお
話を聞きました。

◀グループで協力し
て、AEDの使用と
心肺蘇生を行いま
した。「緊張する！」

▲異物除去「子ども
の背中を物を押し
出すようにたたく」 ▲

乳児と小児の心
肺蘇生法の実践
「ママたちは、真
剣な表情です。」

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

※12/3（月）のみ秩父市立病院に変更となります。

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！



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

9月
1日
5日
7日
10日
11日
12日
16日
19日
21日

三山
藤倉
長留
両神小森
日尾
両神薄
長留
小鹿野
三山

小鹿野
8月
30日 吉田 浬爽(朋之)

　りさ

下小鹿野
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世界的プロフリークライマー
平山ユージさんが小鹿野町観光大使に就任
世界的プロフリークライマー
平山ユージさんが小鹿野町観光大使に就任

　10月14日に日本を代表する世界的プロフリークライ
マーの平山ユージさんが小鹿野町観光大使に就任し、
同日、委嘱書交付式が行われました。
　平山さんには、観光
を中心とした小鹿野町
の魅力や情報をPRし
ていただきます。

我が家の

2018小鹿野町観光写真
コンテスト作品募集
2018小鹿野町観光写真
コンテスト作品募集

夕暮れ時 早めのライト点灯運動夕暮れ時 早めのライト点灯運動

応募内容●小鹿野町の自然・文化・祭り等を素材にした
単写真※平成29年度以降に撮影したもので、未発表の
ものに限ります。
応募規定●
①カラープリント四つ切（ワイド四つ切可）
②デジタルプリントの場合は、銀塩処理したものに限り
ます。
③応募は1人3作品以内までとします
④入賞作品とネガ及び版権は主催者へ帰属し、ポス
ター・チラシ等に使用させていただきます。
応募締切●12月25日(火)
※応募要項及び応募票は、小鹿野庁舎と両神庁舎に置
いてあります。また、応募票は小鹿野町観光協会HPから
もダウンロードできます。
http://www.kanko-ogano.jp
申込＆問合せ●〒368-0292秩父
郡小鹿野町両神薄2906小鹿野
町観光協会（両神庁舎・おもてな
し課内）☎79-1100

簡単な手話を覚えましょう【第2回】簡単な手話を覚えましょう【第2回】

大河原 和歌(94)
新井 傳藏(95)
宮﨑 良江(70)
町田 益治(91)
丸山 昌作(90)
横田 ケサ子(89)
坂本 アヤメ(90)
髙橋 ハツ(91)
新見 ユワ(92)

『お疲れ様』

右手のこぶしの小指側で左腕を2回たたく。

　県では、現在「夕暮れ時早めのライト点灯運動」を実施
しています。
　例年、交通事故は夕暮れ時から夜間の時間帯に多発
する傾向が見られます。また、夏期と比べて冬期の発生
件数が多くなっています。
　車・バイク・自転車は、16時になったらライトを点灯し
ましょう。
　歩行者・自転車は、明るい服装で反射材を活用しましょう。
問合せ●小鹿野庁舎・住民課☎75-4170

長留
栁原拓也さん・光梨さん

珠都(みと)ちゃん

事業名　　　　　     　　日時　　　　　　　　　　　　　　　　　　  対象／内容

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 ①１１/１４㊌　②１１/２８㊌

１０：００～１１：３０

わいわい座談会
「話そうよ！子育ての
わからないこと」 
臨床発達心理士 堀友子先生

１１/３０㊎  ９：４５～１１：４０
＊申込締切１１/２１㊌
午後個別相談

対象●就学前のお子さんと保護者
みんなでわいわい座談会です。子育てのどうしたらいいの？思っていることを何でも気
軽に話しましょう。お子さんも一緒に「同室保育」です。　
午後の個別相談２組　①13：10～　②１４：００～

⇨前のページからの続き

大賞（1点）　　　賞金10万円＋副賞
最優秀賞（1点）　賞金7万円＋副賞
優秀賞（2点）　　賞金3万円＋副賞
入選（10点）　　 賞金5千円＋副賞

10月で1歳！
つたい歩きが出来る様になったよ。
元気いっぱい♡

10月で1歳！
つたい歩きが出来る様になったよ。
元気いっぱい♡

　小鹿野町両神体育館において、平山ユージさんの講
演会と講習会が行われ、クライミングの魅力と世界の
技を伝えていただきました。

　一人ひとり
に熱心に指導
していただき、
参加者は何度
も壁に挑戦し
ていました。

平山ユージさん
講演会＆講習会を開催しました

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。

１１/２９㊍　
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

広報おがの 子育て支援•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 ◆



柏沢のちんぢんめえり
10/8
(両神薄)

竹平諏訪神社例大祭
10/14
(両神薄)獅子舞

小森諏訪神社例大祭
10/13
(両神小森)歌舞伎

宗吾神社例大祭
10/7
(長留)獅子舞

三嶋神社例大祭
10/7
(下小鹿野)八木節

秋の全国交通安全運動
出発式
9/21（小鹿野警察署）
小鹿野高校吹奏楽部による
演奏が行われました。

大相撲力士と交流　9/26
(小鹿野保育所 ほか)

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.17VOL.17

竹あかりのワークショップ
を開催しました！皆さん初め
てのデザイン、穴開けが楽
しそうでした！Facebookも
チェックしてみてください！
（仁位）

えごま茶作りのため
にえごまの葉を収穫
しました。（太田）

両神農林産物直売
所感謝祭にて人生
初のポン菓子作り
に挑戦！！（片桐）

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

ひたちごう　　ふじたいせい

両神農林産物直売所
感謝祭にて鹿商品の
販売を行いました。
（星）

子どもたちと相撲を取り交流
を深めました。
藤島部屋の常陸號、藤大成の
両力士。

ダリアまつり
9/23
(両神薄)

奈倉妙見宮秋まつり
10/6
(下小鹿野)女歌舞伎

おがのライダー宿
（美・乗・コン）
10/7
(旧バイクの森おがの)

広報おがの フォトニュース
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フォトニュース 広報おがの



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●①11月14日（水）、28日（水）14:00～15:00
　　　②11月8日（木）、22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●11月22日(木)、30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●11月7日(水)、14日(水)、21日(水)、28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●11月26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
■ABI測定(血管年齢測定)（予約制）
　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●11月26日（月）15:00～16:30
場所●いきいき館
対象●30～70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。
■高精度体組成計による測定日（予約制）
日時●11月21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

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

埼玉県

コバトン健康マイレージを始めませんか
埼玉県

コバトン健康マイレージを始めませんか
埼玉県

コバトン健康マイレージを始めませんか
埼玉県

コバトン健康マイレージを始めませんか
　この事業は「楽しく歩いてポイントを貯めよう」をテーマに、埼玉
県が実施しています。専用の歩数計やお手持ちのスマートフォンを持って歩き、その
歩数を県にデータ送信をしてポイントを貯めます。一日3000歩程度継続して歩くと、
年に数回行われる抽選会で賞品があたります。
　継続してウォーキングをしているという人は、ぜひご参加ください！詳しくは保健課
までお問い合わせください。
参加条件●小鹿野町に在住の20歳以上の町民
申込み●申込書に記入のうえ、健康保険証を持参して保健課へお申し込みください。
※申込書は保健課にあります。

ヘルスアップ事業おがの

日時●11月30日(金)受付13:00～13:50
場所●児童館
該当児●平成25年8月～10月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票

5歳児健診

　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●11月16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●11月13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』

　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●11月20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

認知症家族会

　音楽で認知症を予防する介護予防教室です。
対象●65歳以上の人
日時●11月15日(木)13:30～15:00
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●11月28日（水）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●11月20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。

ひきこもり・こころの相談 ～来所や訪問での相談～

「風しん」に
ご注意ください！

Hm1

Hm1

おいしく減塩生活を始めてみよう
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
講師●埼玉県熊谷保健所保健予防推進担当
　　　堀　寛恵 氏
申込み●前日までに保健課へ電話でお申し込み
ください。
調理実習「野菜をたっぷり使った減塩料理」

日時●11月22日(木)10:00～
場所●小鹿野文化センター・調理室
講師●日本野菜ソムリエ協会認定　
　　　野菜ソムリエ　牧野 悦子 氏
定員●20人(先着順)　費用●200円
持ち物●エプロン、三角巾
申込み●11月1日(木)より電話でお申し込みください。

健康づくり講演会

日時●11月17日(土)13:30～15:30
場所●秩父宮記念市民会館(入場無料)
講師●水谷青少年問題研究所　水谷　修 氏
※駐車場に限りがあるため、秩父看護専門学校、
秩父市福祉女性会館の駐車場の利用、また公共
交通機関の利用や乗り合わせをお願いします。

　小鹿野町の皆さんは、塩分の摂取が多い傾向
があります。食生活での減塩のコツや、地域の減
塩活動についてお話しいただきます。また、料理
教室も開催します。

秩父地域自殺予防フォーラム
～どこまでも生きぬいて～

Hm1

日時●11月27日(火)受付13:00～13:50
場所●児童館
該当児●①平成29年4月～5月生まれ(1歳6カ月児)
　　　　②平成28年10月～11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

1歳6カ月、2歳児健診
日時●11月29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11月、平成30年2月、5月、8月生ま
れ〔予防接種〕平成30年5月生まれと11月28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

Hm1

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

　自身の体調の変化や生活習慣の見直しに役立
てるため、毎年受診しましょう。
　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。
　期間は平成31年3月30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。　　　　　　　

特定健診を受けましょう

　現在、都市部を中心に風しんの感染が拡大しています。大勢の人の往来が見込まれる所では注意してください。
　風しんの罹患歴がない人、ワクチン接種歴が1度もない人、または抗体検査で免疫がないと判定された人は、ワク
チン接種をご検討ください。特に妊婦がかかると、胎児に先天性風しん症候群が起こる可能性があります。

詳しくは、保
健課まで

お問い合わ
せください

。詳しくは、保
健課まで

お問い合わ
せください

。

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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県北総合相談センター
出張法律相談会（無料）

県立熊谷高等技術専門校
秩父分校受講生募集

●ウマとのふれあいコーナー
日時　11月11日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　特設会場
費用　乗馬体験500円※申込不要
●トウフ作り体験
日時　11月25日(日)10:00～13:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　2,500円(木枠代含む)
定員　15人(抽選)
締切　11月9日(金)必着
●コンニャク作り体験
日時　12月2日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円(5ℓの容器持参)
定員　15人(抽選)
締切　11月16日(金)必着
●クリスマスリース作り教室
日時　12月16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　11月30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

●栃餅つき体験
日時　12月16日(日)10:00～12:00
内容　一般的には手に入りにくい希
少な栃の実を使用した餅つきを体験
出来ます。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円(のし餅・あん餅付き)
定員　10人(先着順)
締切　12月9日(日)
●オシャレなランタン作り
日時　12月22日(土)10:00～12:00
内容　空き瓶にキャンドルを入れ、流
木や板で周りを囲みオシャレなオリ
ジナル・ランタンを作ります。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円　定員　5人(先着順)
締切　12月15日(土)
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/̃furemori/

彩の国ふれあいの森のイベント

●炭焼体験
日時　11月10日(土)9:30～15:00
内容　昔ながらの炭窯を使った本格
的な炭焼き体験です。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　800円　定員　10人(先着順)
締切　11月7日(水)
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

イ ベ ン ト

募  集

案  内

埼玉県県民の森イベント

期日　12月6日(木)～9日(日)

時間　10:00～17:00(最終日は
15:00まで）
場所　【絵画】深谷市民体育館
【書】深谷市民文化会館
【彫刻・工芸・写真】深谷公民館
種目　絵画・彫刻・工芸・書・写真　　
応募資格　県北の各市町村に在住・
在勤・在学(高校生以上)する人
出品作品　未発表のものに限る。
出品料　1点につき3,000円(搬入時
に納入)
搬入　12月2日(日)10:00～15:00
搬出　12月9日(日)15:00～17:00
※開催要項は、小鹿野文化センター
で配布しています。
問合　第61回埼玉県北美術展実行
委員会事務局(㈱コウノ内)
☎048-587-2047

第61回埼玉県北美術展作品募集

①風布 風のみち みかん狩りハイク
日時　11月15日(木)9:00～15:00
場所　秩父鉄道『波久礼駅』集合
内容　みかん狩り、風のみちハイキ
ング道を満喫するハイキング
対象　一般20人(先着順)
費用　600円(みかん狩り代)
②思いっきり秋を満喫！親子で楽しむ
秋の自然体験キャンプ
日時　11月17日(土)13:00～18日
(日)12:30(1泊2日)
場所　大滝げんきプラザ集合、宿泊
内容　落ち葉のプール、焼きいも、ド
ラム缶ピザ作り体験等
対象　特別支援学級・学校の児童生
徒とその家族、幼児、小・中学生とそ
の家族50人
費用　小・中学生3,300円程度、大人
3,800円程度
③秩父夜祭り宵町探訪！屋台曳き・屋
台囃子体験
日時　12月2日(日)9:45～3日(月)

大滝げんきプラザのイベント

　埼玉県では、インターネットを利用
したアンケート等で県政の課題につ
いて意見をお聴きし、皆さんの声を
県政に反映させるため、「埼玉県県政
サポーター」を募集しています。
　埼玉県の現在や将来について考え、
県政に参加してみませんか。
　アンケートにご協力いただくとポ
イントが貯まり、一定のポイントが貯
まった人の中から抽選で200人に図
書カードを差し上げています。
対象　満16歳以上でインターネット

埼玉県県政サポーター募集

●介護福祉士試験準備講習
日時　平成31年1月6日(日)、20日
(日)両日とも9:00～16:00
費用　受講料2,000円(テキスト代無料)
申込＆問合　12月1日から10日まで
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/
soshiki/b0808/

試験期日　12月9日(日)、10日(月)
受付締切　12月3日(月)
試験場所　朝霞駐屯地
応募資格　18歳以上(高等学校卒業
見込み含む)27歳未満の男子
入隊時期　来春(3月・4月)「陸上・海
上・航空自衛隊」
※試験期日・場所については予定で
すので、変更・中止する場合が有りま
す。
問合　自衛隊秩父地域事務所
☎22-6157

自衛官候補生(男子)募集

日時・場所　11月16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

日時　11月29日(木)12:00～16:00
(受付11:00)
場所　大宮ソニックシティ・地下展示
場(事前申込不要)
内容　企業担当者との面接
対象　平成31年3月大卒等卒業予
定者及び44歳以下の既卒者。
持ち物　ハローワークカード(お持ち
の人)※履歴書不要
参加企業　140社予定。詳しくは、埼
玉労働局「イベント情報」欄をご覧く
ださい。
問合　ハローワーク秩父☎22-3215
https://jsite.mhlw.go.jp/saitam
a-roudoukyoku/

夢ある埼玉就活プロジェクト
合同企業面接会

　この機会に、ぜひご来校ください。
日時　12月1日(土)10:10～12:30
場所　県立秩父特別支援学校
内容　児童生徒の作品展示、作業学
習の制作品販売、学習活動紹介、バ
ザー等
問合　県立秩父特別支援学校
☎24-1361

秩特かがやき祭

　埼玉県では、不妊に悩む夫婦の相
談窓口を設置しています。どうぞ一
人で悩まず、お気軽にご相談くださ
い。
・不妊の検査はどんなことをするの？
・不妊の治療はどんな治療がある？
・現在行っている治療に不安がある
…など
【面接相談】
■不妊専門相談センター
　専門医が面談形式で相談にお応え
します！(予約制)
日時　毎週火・金曜日16:00～17:00
場所　埼玉医科大学総合医療セン
ター内(川越市鴨田1981)
予約　電話で予約してください。
☎049-228-3674
【電話相談】
■妊娠・不妊・不育症サポートダイヤル
　助産師が電話でお話を伺います！
日時　毎週月・金曜日10:00～15:00
第1・第3土曜日11:00～15:00、
16:00～19:00
相談電話　☎048-799-3613
※いずれの相談も祝休日、年末年始
を除きます。

不妊に関する相談窓口(無料)

　「くらしの法律家」である司法書士
が日常生活での悩みやトラブルを抱
えている皆さんの相談に応じます。
相談内容　相続、遺言、登記、債務整
理、成年後見、不動産の名義変更など
①11月15日(木)13:30～16:30
場所　深谷市男女共同参画推進セン
ター ハナミズキ(アリオ深谷3階)
②11月20日(火)13:30～16:30
場所　寄居町中央公民館　集会室
申込　両会場とも電話にて予約
☎048-838-7472
問合　埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861

日時　11月23日(祝)14:00～(開場
13:30)
場所　秩父宮市民会館・大ホール
演奏曲　みやこわすれ(組曲)、ディズ
ニーソング、糸、麦の唄など
※入場無料
問合　秩父混声合唱団
☎090-5448-3844(代表 小林)

第34回秩父混声合唱団定期演奏会

全国一斉
「女性の人権ホットライン」強化週間
期間　11月12日(月)～18日(日)
時間　8:30～19:00
※17日(土)と18日(日)は10:00～17:00
専用電話　0570-070-810
相談員　法務局職員と人権擁護委員
が対応します。(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

11月は
「労働保険適用促進強化期間」です
　労働保険は労災保険と雇用保険の
総称で、政府が管理運営している強
制加入の保険制度です。
　労働者が業務上負傷した場合や失
業した場合等に必要な保険給付を
行っています。
　労働保険は、原則として労働者を
一人でも雇用していれば、加入手続
を行い、労働保険料を納めなければ
なりません。
　まだ加入されていない事業主の人
は、速やかに加入手続を行うようお願
いします。
　なお、手続指導及び加入勧奨に
よっても自主的な加入手続を行わな
い事業主に対しては、強制的な加入
を含めた対策を実施しています。
問合　埼玉労働局労働保険徴収課
☎048-600-6203

9:30(1泊2日)
場所　荒川公民館集合、大滝げんき
プラザ宿泊
内容　宵町散策、秩父屋台囃子体験、
屋台曳き体験等
対象　一般(高校生は保護者同伴)
費用　小・中学生2,900円程度、大人
3,100円程度
④スターウォッチング
日時　11月17日(土)18:00～19:30
場所　大滝げんきプラザ
内容　直径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
申込＆問合　③のみはがきにて11月9
日（金）必着で、その他のイベントは11
月1日(木)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

のホームページの閲覧やEメールの
利用が日本語でできる人(首長、議員、
常勤の埼玉県職員は除く)
申込＆問合　埼玉県HPをご覧いた
だき、ご応募ください。埼玉県広聴広
報課☎048-830-2850
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0301/supporter/

人権尊重社会をめざす県民運動
強調週間 12月4日(火)～10日(月)
　インターネットを悪用した人権侵
害やヘイトスピーチなど新たな人権
問題も発生しています。
　「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。
【人権啓発イベント】
●ヒューマンスクウェア(入場無料)
日時　12月1日(土）10：00～20：00
場所　エルミこうのす･セントラル
コート

内容　友近890(ともちかやっくん)
による人権トーク＆コンサート、人権
啓発ポスターの展示、子供向け工作
コーナー、人権啓発DVDの上映、コ
バトン、ひなちゃんとのふれあい
問合　埼玉県人権推進課
☎048-830-2258

さいたま地方法務局、埼玉県人権
擁護委員連合会の記念事業
日時　12月9日(日)13:00～15:30
場所　さいたま市産業文化センター
内容　【第1部】平成30年度全国中
学生人権作文コンテスト埼玉県大会
表彰式
【第2部】さいたま市立浦和中学校吹
奏楽部によるミニコンサート
※入場無料(定員300人)
問合　さいたま地方法務局人権擁護
課☎048-859-3507
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