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平成最後の成人式
晴れやかに二十歳の門出
税の申告が始まります
information
フォトニュース
医療•無料相談•子育て支援
文化財ノート•みんなの広場
保健福祉コーナー
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1月1日現在　【世帯数】4,707世帯
　　　　　　【総人口】11,685人【男性】5,796人【女性】5,889人
12月中の異動　出生2人/死亡21人/転入10人/転出24人
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2019（平成31年）NO.161 広報おがの／平成31年2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31年1月15日現在）
貯水位　319.47ｍ
貯水量　6,128,500㎥
貯水率　59.8％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 

活生 カレンダーカレンダー

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

7 8 9

2

18

12

5 6

28 3129 30

43

10

17

2624

1/27

2月28日（木）までに
納めてください。

固定資産税　　　第4期
国民健康保険税　第8期
介護保険料　　　第8期

今月の納税今月の納税
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▲幼児食体験教室
▲開放
■開放日

▲発育測定・誕生会
●バンビちゃんの会
■開放日

▲てくてく
●3歳児健診
■ステップ体操

▲よちよち
■開放日・講習会

▲開放
▲おはなし会(午後)
■開放日・講習会

▲すくすく
　(赤ちゃんとのかかわり方)
▲開放

▲すくすく
　(ふれあい遊び)
▲開放
■ヘルスアップ教室

▲すくすく(計測)
▲開放

▲開放
◎認知症相談日
◎ひきこもり相談
■開放日

▲よちよち
▲おはなし会(午後)
■開放日・講習会

建国記念の日

▲キッズサーキット
◆バンビちゃんの会
■開放日

▲発育測定・誕生会
◆バンビちゃんの会
■開放日

★おはなしの会

★おはなしの会

★おはなしの会

▲育児相談
■ステップ体操

▲豆まき会
■ステップ体操

▲ふれあい遊び
●バランスボール教室
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲てくてく
お茶会･交流会
(長寿ハウス)
子育てこころの相談
■ステップ体操

▲開放
★郷土料理教室

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

移動図書館
★図書館休館日

◆小鹿野文化祭
(生花展・映画会)

◆小鹿野文化祭
(生花展・舞台公演)

★図書館休館日

▲すくすく(計測)
▲開放

▲開放

▲開放

▲開放

▲開放
オレンジカフェ笑顔
◎認知症相談日
■開放日
●ちびっこサロン

▲子育てサークル
▲子育て相談
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
◎こころの悩み
　何でも相談
■開放日

啓蟄 消防記念日ひな祭り

雨水

春季全国火災
予防運動

立春節分 旧元日 北方領土の日

◆図書館分室休館日

★図書館休館日
◆図書館分室休館日

福寿草まつり
（四阿屋山）

◆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
文殊様・的矢の神事
（伊豆沢）

出原の天気占い
（両神薄）

日本武神社例大祭
（般若）十六様

▲親子のびのび体操
●乳児健診・BCG
■郷土料理教室
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲ひなまつり会
●健康講演会
■ステップ体操

19
▲子育てサークル
■開放日
■体組成測定

▲子育てサークル
■開放日

▲じゃんぷ
●バランスボール教室
●5歳児健診
■ステップ体操

給食体験(両神保育所)
▲開放
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日
小鹿野文化祭
(文芸・美術展～3月3日/
小鹿野総合センター)
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小鹿野町成人式　1/13
(関連＝2・3ページ)
小鹿野町成人式　1/13
(関連＝2・3ページ)



▲小鹿野・倉尾地区

◀長若・三田川・両神地区

成人者代表謝辞
　本日、晴れて成人の日を迎える事
が出来ました。私たちのためにこのよ
うな盛大な式典を挙行して頂き、誠
にありがとうございます。森町長様を
はじめ、多くのご来賓の皆様からの
温かいお言葉をいただき、新成人一
同お礼申し上げます。

　私たちが、成人という大きな節目を迎える事が出来ました
のは、ひとえに支えてくれた家族、教え導いてくださった先生
方、私たちの成長を温かく見守ってくださった地域の皆様の
おかげであります。そして、苦楽を共にし、一緒に歩んできた
仲間の存在があったからです。この感謝の気持ちを忘れず
に、優しく、たくましく生きていく事を誓います。
　いま私たちは、それぞれ異なる道を歩み、様々な経験を
し、新たな一歩を踏み出し、一人前の大人として認められる
よう努めています。その中でも、現在の私たちがあるのは、
この自然豊かな小鹿野町に生まれ育ったかけがえのない時
間にあります。社会人となることで、より多くの人と出会いま
す。そうした中でも、この小鹿野町で歩んできた人生の中

平成31年1月13日
小鹿野町成人者代表　原島  大輔

平成最後の成人式 晴れやかに二十歳の門出平成最後の成人式 晴れやかに二十歳の門出
　1月13日、小鹿野文化センターにおい
て、小鹿野町成人式が行われ、135人の
新成人が大人としての第一歩を踏み出
しました。（出席者：110人）
　会場では、華やかな着物姿やスーツ姿
の新成人が、互いの成長した姿に驚きな
がらも、旧友との再会と新たな門出を喜
び合いました。
　新成人の皆さんおめでとうございま

す。今後のご活躍を期待して
います。

ご成人おめでとうございますご成人おめでとうございます
祝

で、出会った人たちとのつながりを誇りに持ち、責任ある社
会人として今まで磨き重ねてきた英知を生かし、行動してい
きたいと思います。
　時間は、瞬く間に過ぎ去っていきます。また、平成が終わ
り時代が移り変わろうとしている今、新たな時代とともに、私
たちが率先して先頭に立ち、自分たちにできる事、社会に貢
献していく事で、その恩返しができればと考えております。ま
た、自分の発する言葉に、より責任を感じ、言葉や態度で感
謝の気持ちを伝えていきたいです。
　これから、大人としての責務を果たしながら自覚と責任を
強く感じ、先輩方とともによりよい社会を築き上げ、これから
の人生を一層豊かにしていけるよう努めてまいりたいと思い
ます。皆様には、今後もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。簡単ではございますが、これを持ちまして新
成人代表の謝辞とさせて頂きます。
　本日は誠にありがとうございました。

二十歳のことば
　旧友との再会、思い出話に
花を咲かせているところ、
ちょっとお邪魔して・・・

　新成人の皆さんに、これ
までの感謝の言葉や、これ
からの決意や抱負など、自
由に書いてもらいました。

新成人が生まれた年 あんなこと・こんなこと (平成10年4月～11年3月)

■サッカーＷ杯フランス大会に日本代表が初出場する
■大相撲の若乃花と貴乃花、史上初の兄弟横綱が誕生する
■映画「タイタニック」ブームが起こる
■夏の甲子園で横浜高校の松坂大輔投手が決勝戦でノーヒット・ノーランを達成する
■新語・流行語大賞に「ハマの大魔神」「凡人・軍人・変人」「だっちゅーの」
■音楽CD年間トップ『誘惑』／GLAY
■NHK大河ドラマ『徳川慶喜』

平成31年成人式対象者
地区別　  男　  女　 合計
小鹿野
倉尾
長若
三田川
両神
合計

34
1
9
17
13
74
　

29
0
9
7
16
61
　

63
1
18
24
29
135
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町政 PickUp! 町政 PickUp!



　平成31年度分の「町・県民税」及び30年分の「所得税」の申告期間は、2月18日(月)から3月15
日(金)までです。
　この申告は、平成31年度の町・県民税及び国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険
料等の算定基礎や減額判定資料となります。また、所得証明書等の各種証明や年金、児童手当等
の受給権の認定基準にも活用されます。

■町・県民税申告書の受付
■所得税の確定申告書の仮受付(申告の内容によって
は、税務署へご案内する場合があります。)
※広報1月号でお知らせしたとおり、今年の申告から税
務署への引継は、電子申告(e-Tax)で行います(日尾・納
宮会場除く)。電子申告には、利用者識別番号が必要とな
り、お持ちでない人は会場でも番号取得手続きができま
す。

税の申告相談及び申告書の受付が始まります税の申告相談及び申告書の受付が始まります税の申告相談及び申告書の受付が始まります税の申告相談及び申告書の受付が始まります ●平成31年申告受付日程表

●待ち時間短縮に関するお願い

　平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定
申告の提出期限は、平成31年3月15日(金)です。国
税庁HPの「申告書作成コーナー」でご自宅のパソコ
ン等から作成し、ID・パスワードを利用しますとe-Tax
(電子申告)で簡単に申告ができます。

所得税及び復興特別所得税の
申告は自分で作成してお早めに！

　マイナンバーカードやICカードリーダライタをお
持ちでない人でもID・パスワードを利用して、e-Tax
での申告ができます。
※ID・パスワードの申請・取得は、税務署の窓口でで
きます。申請者本人の運転免許証など本人確認書類
をご準備ください。

e-Taxの利用手続きが
より便利になりました!

　国税庁HPの「申告書作成コーナー」を利用すると、
ご自宅のパソコンやスマートフォンから作成すること
ができます。作成した申告書は、e-Taxを利用し提出
できるほか、プリンターで印刷した「書面」により提出
することもできます。
※給与所得者の人(年末調整済み)で医療費控除又は
ふるさと納税などの寄付金控除を適用して申告する
人は、スマートフォン専用画面をご利用いただけます！
※確定申告書には、マイナンバーの記載が必要です。

申告書を作成するときは

確定申告会場●秩父税務署
開設期間●2月18日(月)～3月15日(金)
※土曜日、日曜日を除く
相談受付●8:30～16:00(提出は17:00まで)
※会場の混雑状況により、受付を早めに締め切ること
があります。

所得税等の申告相談

問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125

●町の申告会場で受付をする申告書
　所得の有無に関係なく、平成31年1月1日現在、小鹿
野町に住民登録がある人は、町・県民税の申告をしてく
ださい。
　ただし、次のいずれかに該当する人は、町・県民税の申
告義務はありません。
①所得が給与のみで勤務先から小鹿野町に給与支払報
告書が提出されている人
②公的年金等に係る所得のみの人
③収入がなく町内の親族に扶養されている人
④所得税の確定申告書を提出する人

●申告が必要な人

１ □申告書(お持ちでない場合でも会場で入力・印刷可)
　又は確定申告のお知らせ(税務署から送付された人)
２ □認印(朱肉を使用するもの)
３ □利用者識別番号確認書類(事前に取得した人)
４ □番号確認書類(マイナンバーカードや通知カード等の
マイナンバーを確認できるもの)

５ □身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、公
的医療保険の被保険者証等)

６ 所得計算に関する資料
　▶給与収入・年金収入がある場合
　□源泉徴収票(原本)
　▶営業・農業・不動産所得がある場合
　□収支内訳書(事前に収支内訳を記入してご持参くだ
さい)
　□売上・経費確認資料（出納帳・領収書等）
　▶その他の収入がある場合
　□収入・経費確認資料(支払調書等)
７ 控除計算に関する資料 ※源泉徴収票に控除額が記載
されている分については不要です。
　▶医療費控除がある場合　
　□医療費控除の明細書(事前に記入してご持参くださ
い)
　□医療費通知(医療費のお知らせ等)
　▶医療費控除の特例がある場合
　□セルフメディケーション税制の明細書(事前に記入し

てご持参ください)
　□一定の取組を行ったことを明らかにする書類
　▶社会保険料控除がある場合
　□社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
　□国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険
料等の領収書や町が送付した申告参考資料等
　▶生命保険料控除がある場合
　□生命保険料控除証明書
　▶地震保険料控除がある場合
　□地震保険料控除証明書
　▶障害者控除がある場合
　□障害者手帳又は福祉事務所長の証明書等
　▶寄附金控除がある場合
　□寄附先が発行する受領証明書等
　▶雑損控除がある場合
　□被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期、取得
価額)がわかるもの
　□被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、その他
被害に関連して支出した金額の明細がわかるもの(領
収書等)
　□保険金などで補填された金額のわかるもの

●ご準備できていますか？
　申告に必要なもの(主な例)  ※□にチェックできます。

秩父税務署からのお知らせ秩父税務署からのお知らせ秩父税務署からのお知らせ秩父税務署からのお知らせ 問合せ●秩父税務署☎22-4433(自動音声案内2番)問合せ●秩父税務署☎22-4433(自動音声案内2番)

※必要書類が不足している場合、申告書を作成で
きない場合があります。お出かけ前にご確認を！

受付時間●9:00～11:30、13:00～16:00

期日 　　　　該当地区 　　　　　受付会場
18日(月)
19日(火)
20日(水)
21日(木)
22日(金)
25日(月)
26日(火)
27日(水)
28日(木)

倉尾1区～8区
三田川6区～12区
両神1区～2区
両神3区～4区
両神5区～8区
両神9区～11区
両神12区～13区
長若1区～6区
長若7区～14区

日尾集会所
納宮休憩所

両神振興会館

小鹿野文化センター

2
月

期日 　　　　  　  該当地区 　　　　   受付会場
1日(金)
4日(月)
5日(火)
6日(水)
7日(木)
8日(金)
10日(日)※1
11日(月)
12日(火)
13日(水)
14日(木)
15日(金)※2

三田川1-1区～2区
三田川3区～5区
指定日に都合がつかない人
小鹿野1区～2区
小鹿野3区～5区
小鹿野6-1区～7区
指定日に都合がつかない人
小鹿野8区～9区
小鹿野10区～11区
小鹿野12-1区～12-2区
小鹿野13区～15区
指定日に都合がつかない人

小鹿野
文化センター

3
月

※1　3月10日(日)9:00～12:00、13:00～15:00
※2　3月15日(金)9:00～12:00、午後の受付はありません。

　混雑緩和のため、受付地区を指定させていただきましたが、指定日に来られない人は、
ご都合の良い日に申告してください。なお、3月10日(日)は混雑することが予想されます。

　申告会場が混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。収支や医療費などは、
あらかじめ計算を済ませたうえでお越しください。皆さんの待ち時間を少しでも減ら
せるようご協力をお願いします。
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町長と語るまちづくり懇談会町長と語るまちづくり懇談会町長と語るまちづくり懇談会町長と語るまちづくり懇談会

第2回町政懇談会のご意見・ご提言をご紹介します第2回町政懇談会のご意見・ご提言をご紹介します第2回町政懇談会のご意見・ご提言をご紹介します第2回町政懇談会のご意見・ご提言をご紹介します

　12月14日に小鹿野中学校生徒会主催による、「町長と語
るまちづくり懇談会」が行われました。
　生徒会の皆さんは、自ら作成した活動指針である「鹿中生
によるまちづくりプラン」や、事前に全校生徒から集めた意
見を説明しました。自分達がどのようにまちづくりに関わり
たいか、町にどのようなことをしてほしいかなど、積極的に町
長に伝えました。

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

各会場でのご意見・ご提言

　町では、町民の皆様の率直なご意見ご提言等をお伺いするため、昨年秋に
第2回町政懇談会を開催しました。町内16会場で全18回開催し、延べ346
人の皆様にご参加をいただきました。ご参加いただきました皆様に心から感
謝申し上げます。
　今回の町政懇談会では、町政全般について町民の皆様と率直な意見交換
をさせていただきましたので、そのご意見・ご提言の一部をご紹介します。
　町では、今後も皆様からお寄せいただく声を大切にし、町民ファーストの町
政運営に努めてまいります。

役場庁舎整備に関するご意見・ご提言
▶町内に頑丈な建物が少ないので、防災面
からみると木造の庁舎整備はどうか。
▶庁舎整備の住民説明会に出られなかっ
た。これまでの流れを説明してもらいたい。
▶現位置への新築が良いと思う。強引にで
もやった方が良いと思う。
▶庁舎整備は今の場所は地盤が弱い。駐車
場の問題もある。町民の意見を聞いて取り
組んで欲しい。
▶庁舎整備は止めるべき。その金を産業振
興に使うべき。

水道事業に関するご意見・ご提言
▶災害があって丘の上で漏水したらどれだ
け損失が出るのか。自分たちが異常なこと
をやっていることに気づいてほしい。
▶水道問題について、根強い不信感がある
と思う。
▶別所の水をミューズパークに上げて小鹿
野が使うということは決まっている。取水を
もっと上流からするべきだ。水源の利用の
仕方が間違っていないのか。
▶議会の決議は重いと思う。水道料金の値
上げはしないで欲しい。
消防防災・安心安全に関するご意見・ご提言
▶避難準備のとき地区担当の職員と連絡を
取りあえるような体制になると良い。
▶小鹿野町は安心安全メールの配信が遅
いような気がする。他(市町)が出てから少し
遅れて小鹿野町が出る。
▶避難の放送があったことは皆知ってい
る。一人では避難したくないという人も多
い。地区で状況が違うから、(事前に)話し
合って意識を高めることが大事。
▶防災ラジオがうるさくて電源を抜いてい
る人がいる。早くデジタル化を進めてほし
い。
▶消防団特別点検で、放水点検をどうして
やらないのか。放水点検を楽しみにしてい
る人もいる。新しいポンプも入っていると思
うので、ぜひやってもらいたい。
▶台風の時に小鹿野の避難所まで行けな
い。地域をよくわかっている人が指示を出

さないと。出て行って災害に遭うことも考え
られる。
子育て支援に関するご意見・ご提言

▶町は子育てや母子保健について力を入れ
ていただいている。給食の無償化や就学費
の助成など教育にも力を入れていただいて
いると感じる。子供達に投資するのは、将来
を考えた時には無駄ではないと思う。
▶通学定期券購入費助成事業は、公共機関
を利用しないと補助金が出ない。オートバ
イで通学している子と比べて不公平感はな
いか。
▶親が子育てを学習できるような取組や講
演会を増やしていけたら良い。子育てを楽
に思えるまちづくりが必要かと思う。
▶子育て支援を具体的にやってもらいた
い。子育て世代が残業やら休日出勤などで
子育てに支障がある。社会全体でフォロー
できる仕組みを作って欲しい。
産業・観光に関するご意見・ご提言

▶町村合併をして、福祉は成長していると
思うが、観光施設が衰退していくように感じ
ている。
▶ダリア園への行き方を聞かれるが、誰で
も簡単に案内できるようなものがあれば良
いと思う。
▶おがの化石館のさらなる発展をお願いし
たい。オウムガイの発見もあるので、これか
ら化石館が一つの要になるのではないか。
▶鳥獣害対策について、各市町村によって
温度差がある。鳥獣害対策を真剣に考えな
いと観光面や移住促進面にも影響が出る。
▶観光で来町した人は地図がないので、場
所が分からないという話を聞く。大きな地
図を役場前あたりに整備できないか。
▶農業と観光の振興に力を入れてもらいた
い。
▶(町内に)良い山がいっぱいある。柿やシ
イタケ、えごまなど特産品もいっぱいある
ので加工して商品化するなど、農業・林業・
観光を推進したらどうか。
▶会社や工場の誘致について若者の仕事
場が少ない。企業への説明に災害に強い場

所であることを宣伝してほしい。
その他町政全般に関するご意見・ご提言
▶(移住者は)町の良いものを見て移住して
来ている。幸せになるための生き方がいろ
いろあり、いろいろな生き方ができる多様
性のある町にしたら町が活性化できると思
う。衣食住はすごく大事で、住むというとこ
ろが小鹿野町はちょっと弱いのではないか。
▶日尾城、塩沢城は樹木が茂り景観が悪化
している。文化財の指定があるところは景
観を取り戻したい。
▶旧三田川中学校の今後の利用を聞きた
い。町には文化財がたくさんあるのでダリ
アや氷柱などと併せて文化財を見ていただ
くことも良いのではないか。
▶勉強ばかりが頭の良い子に育つわけでは
ない。町で面白い授業に取り組んで欲しい。
いろんな授業があっても良いと思う。
▶長尾根トンネルができれば秩父市も皆野
寄居有料道路へのアクセス面で便利にな
る。小鹿野町も住みやすくなり通勤環境も
良くなって若い人が町から出ていかなくな
る。本腰を入れて取り組んでもらいたい。
▶道路脇の擁壁などに草が茂り景観が悪
い。
▶町では柿の苗代を補助してあんぽ柿の普
及に取り組んでいる。旧長若中学校をあん
ぽ柿の加工場にしてはどうか？
▶秩父郡市内では病床を減らす方向のよう
だが、小鹿野町はどうか？県内唯一の町立病
院。病院の有無が町民に与える影響は大き
いので真剣に検討してもらいたい。
▶自学ノートについて使いにくいという話
をよく聞く。内容よりやった冊数に重点が置
かれていてそれで良いのか疑問である。
▶町民がうまく使えるように廃校を利用で
きたらと思う。能力のあるお母さんたちは
子育てを機に第一線を退くということが多
いので、そういった方たちが集まって新たな
事業ができるスペースにしても良いのでは
ないだろうか。
▶歌舞伎を年中見ることができるような施
設があれば。

アンケート実施結果(抜粋) お寄せいただいた
自由提言の内容

町政懇談会参加者感想
▶資料提示があり、わかりやすかった。ただ
専門用語があり、わかりにくい面もあった。
▶活発な意見を聞くことができた。
▶町政の推進状況がよく理解できた。
▶いろんな意見が聞けて良かった。よい懇
談会ができたと思う。
▶行政について知ることができた。疑問に
対する説明を聞き理解できた。
▶毎年やるべき。町のことがよくわかる。
▶資料を前もって配布してもらえば検討で
きるが当日では難しい。
▶個人的な不満の発言の場のようにも思
う。自分でもっとやれよと言いたい。すべて
を人に頼るというか、町へ頼む若い人の多
いのに驚いた。
▶世間話のように出来て良かった。
▶「こんなこと話して良かったのかな？」とい
う話も真摯に受けていただいた。
▶努力はするが期待はしないでくれという
感じがする。
▶住民の意見を聞くという姿勢が良い。継
続して行ってもらいたい。極力参加していき
たい。
▶町もいろいろ考えてくれており、これから
も検討してくれるという話を聞き安心した。

▶小鹿野から秩父へ、秩父から飯能や滑川、寄
居、東松山、坂戸などに引っ越す。それは仕事が
ないから。小鹿野にUターンさせるため、小鹿野
から通える道路が必要である。
▶小鹿野に脳外科病院とそれに伴うリハビリセ
ンターを作ってほしい。
▶各戸へ設置してある防災ラジオから雑音が
出るので電源を入れておけない。防災上使用出
来る方法にして頂きたい。
▶子供の生きる力を育む教育をしてほしい。
▶新しい役場庁舎は、現在の場所に作るように
進めてもらいたい。
▶若者が住める町(職がないと生活できない)
を作ってください。知恵を出して若者が定着、ま
た帰って来てくれる町をぜひ作ってください。
▶携帯電話(スマホ)の接続が今よりも良くなる
ようにお願いしたい。
▶議員報酬を増額し定数を削減されたい。質の
高い議員が期待されるため。
▶長尾根トンネル実現させたい。どれだけの人
が毎日苦労をしているか・・・。
▶防災行政放送で亡くなった人の知らせは要ら
ない。生まれた知らせをしないのに。町外の人
も不思議がっている。防災や不審者の情報だけ
でいい。

アンケート回答者数　130人　※小鹿野町職員及び議員を除く

問　年齢をお聞かせください

回答数      構成比
20代
30代
40代
50代
60代
70代
80代以上

0
3
5
9
66
38
9

130

0.0％
2.3％
3.8％
6.9％
50.8％
29.2％
6.9％
100％

問　町政懇談会はいかがでしたか

回答数      構成比
満足
やや満足
やや不満
不満
無回答

48
54
7
0
21
130

36.9％
41.5％
5.4％
0.0％
16.2％
100％

問　性別をお聞かせください

回答数      構成比
男性
女性
無回答

107
22
1

130

82.3％
16.9％
0.8％
100％

※ご意見・ご提言内容については、要約して掲載いたしました。
また、紙面の都合上、すべてのご意見・ご提言を掲載することはできませんでしたので、ご了承ください。

　中学生からの意見・提言は、主に以下のとおりです。
■月に一度、町の人と一緒にあいさつ運動をすることによ
り、まちを明るくしたい。（町民明るいあいさつ運動）
■鹿中生による観光施設などのボランティア清掃で町内外
の人達に気持ちよく過ごしてもらいたい。
■鉢花を役場などの施設に置いて華やかに彩りたい。鹿中
生が水やりに来ることでコミュニケーションも取れる。
■部活等で使用するランニングコースを整備してほしい。
■体育館が寒いので暖房設備を充実してほしい。
■ショッピングモールをつくってほしい。

広報おがの インフォメーション
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　町では、転入の促進と住宅建築による地域経済の活性化を目的として、一定の要件に
該当する転入者が町内に自身が居住する家屋を新築又は購入(中古住宅を除く)した場
合に奨励金を交付します。詳しくは下記までお気軽にお問い合わせください。町営住宅等入居者募集町営住宅等入居者募集町営住宅等入居者募集町営住宅等入居者募集

町外から転入された人の住宅取得に奨励金を交付します！
(小鹿野町定住促進奨励金制度)
町外から転入された人の住宅取得に奨励金を交付します！
(小鹿野町定住促進奨励金制度)
町外から転入された人の住宅取得に奨励金を交付します！
(小鹿野町定住促進奨励金制度)
町外から転入された人の住宅取得に奨励金を交付します！
(小鹿野町定住促進奨励金制度)

【意見の募集期間】
■第2次小鹿野町総合振興計画基本構想(案)
　現在募集中　2月15日(金)まで
■第2次小鹿野町総合振興計画前期基本計画(案)
　2月18日(月)～3月19日(火)（予定）
【策定概要】
　町の最上位計画である第1次小鹿野町総合振興計
画の終了に伴う第2次の計画策定
【問合せ及び意見の提出場所】
〒368-0192 小鹿野町小鹿野89番地
小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238　FAX75-2819

皆さんからの
ご意見を募集します!
皆さんからの
ご意見を募集します!
皆さんからの
ご意見を募集します!
皆さんからの
ご意見を募集します!

意見の提出方法
■意見用紙による文書の持参
■郵送、ファックス、又はインターネットによる提出
※意見用紙に記載の「提出方法」をご覧ください。
公表方法
■町ホームページへの掲載
https://www.town.ogano.lg.jp/chousei-jouhou/
kouchou-kouhou-toukei/public-comment/
■小鹿野庁舎町政情報コーナー、両神庁舎おもてなし課
窓口、町立図書館(両神ふるさと総合会館)、町立図書館
文化センター分室、保健福祉センター窓口での閲覧
意見の取扱いについて
■ご意見は日本語に限ります。
■電話でのご意見の受け付けはいたしません。
■いただいたご意見等は、策定の参考とさせていただ
き、ご意見の概要やご意見に対する町の考え方は、ホー
ムページ等により公表します。
■公表内容からは、個人情報を除きます。
■ご意見等をまとめるため、必要に応じて抜粋や要約を
行うことがあります。

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(南裏通り伊豆沢入り
口)
家賃●所得により決定する　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15万8千円以下であること
■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

募集戸数●1戸(抽選)　　
物件構造●木造2階建／3LDK／92.74㎡
所在地●小鹿野町飯田606番地(松坂信号東約50ｍ)
家賃●50,000円　敷金●家賃の3カ月分
駐車場●2,500円/台(月額)
入居資格●
■町内に住所又は勤務場所を有すること
■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15万8千円以上であること
■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

ようこそ小鹿野町へ！ようこそ小鹿野町へ！

第4回　移住者が小鹿野町の魅力を語る

－どんな気持ちで小鹿野町を選ばれましたか。
すず　「小鹿野町が大好きだから移住しました。」
まさ　「自分も、前向きな気持ちでした。」
ー小鹿野町の好きな所を教えてください。
すず　「お祭りが多いところ。それって、人間の力では
どうしようもないことも受け入れて、神々に感謝して、
自然と共存しているってことだから。お年寄りの知恵や
経験が豊か。しかも、町長と飲める町ってすごい。これ
まで色んな地域に住んだけど、行政に声が届くなんて
思ったことなかった。あとは、快晴日が多い！(笑)」
まさ　「里山と共存できる距離にあるのがいい。星が綺
麗。暮らしやすいだけじゃなく、木を用いて家のリ
フォームに手間をかけるなど、やりたい暮らしを選択で
きている。小学校も少人数制で、保護者同士がお互い
に子どもを見てくれるので、子育てもしやすいです。」
ー自然との共存というワードも出ましたが、人のお付き
合いも魅力的でしょうか。
すず　「農業仲間、クライマー、女子会、消防団…色ん
な仲間がいて、どの仲間も大好きです。小鹿野の男は、
都会の男よりカッコいい！家族を大切にしながら地域
を守っているという自負がある。」

まさ　「名言が出たね。自分は消防団に入らなかった
けど、先輩移住者さんに勧めてもらい神楽には参加し
ている。少し離れた地区の人とも繋がれて良かった。
あとは、薪を集める仲間がいる。みんなで集めた薪を
お互い様で共有しています。」
ー文化・伝統を繋ぐことに関してはどう思いますか。
すず　「楽しいから担えるんじゃないかな。それを楽し
いと思える人が移住してくると思う。知らない人とも祭
りを通して損得抜きで繋がれるのが楽しい。」
まさ　「飲みニケーションという側面はあるかもしれな
いね。始めたら使命感も出てくるけど、最初のきっかけ
は、楽しそう、という気持ちが大切だよね。」

　田舎は制約が多いと思われがちですが、お二人に
とって小鹿野町は、むしろ選択肢も多様で自分の理想
を追求できる環境なのですね。そして、移住者の目に
魅力的に映る小鹿野町の文化や伝統、その本質は、み
んなと楽しむことを大切にする、先人の方々の想いな
のかもしれません。座談会は、後半はお酒も入りなが
ら、7時間にも及び盛り上がりました。

　飲み仲間であるお二人の座談会です。一人目は、半年前に移住
し、農業に携わりながら消防団でも活躍する伊藤すずこさん(以下、
すず)。二人目は、12年前に奥様の故郷・小鹿野町にIターンし、自営
業を営む斉藤正夫さん(以下、まさ)。まささんのお宅で、薪ストーブ
を囲みながら語っていただきました。

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）

まささん(左)とすずさん(右)

地域おこし協力隊　本 奈代子

募集期間●2月12日(火)～22日(金)
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204
募集期間●2月12日(火)～22日(金)
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204

●町営住宅笠原団地 ●特定公共賃貸住宅松坂団地

　町では、次に示す事業計画の策定を進めています。
　計画をより良いものにするため、皆さんにお知らせす
るとともにご意見を募集します。

第2次小鹿野町総合振興計画基本構想(案)及び
第2次小鹿野町総合振興計画前期基本計画(案)

【意見の募集期間】
　1月30日(水)～2月28日(木)
【策定概要】
　小鹿野町男女共同参画計画の終了に伴う第2次の
計画策定
【問合せ及び意見の提出場所】
〒368-0192小鹿野町小鹿野89番地
小鹿野庁舎・総務課☎75-1221　FAX75-2819

第2次小鹿野町男女共同参画計画（案）

対象●次の要件をすべて満たす人
■小鹿野町に転入するまで、町外に継続して5年以上居
住していること
■平成29年中に自身が居住する家屋を新築又は購入し
ていること
■住民登録後2年以内に家屋を取得した又は家屋取得
後に住民登録をしていること
■マイホーム取得奨励金の交付を受けていないこと
※昨年度定住促進奨励金の交付を受け、交付期間を満
了していない人も対象となります。
奨励金額●取得した家屋に課税された固定資産税に相
当する額
交付期間●交付初年度から5年間(町外業者が建築した
場合は2年間)
受付期間●2月15日(金)～3月15日(金)

必要書類●
①奨励金交付申請書
②固定資産税の納税証明書
③家屋公課証明書
④戸籍の附票の写し
⑤家屋の登記簿謄本
⑥家屋の建築請負契約書の写し又は売買契約書の写し

※昨年に引き続き交付申請をする人は、①・②・③のみ
ご用意ください。
※交付申請書は、総合政策課で配布するほか、町の
ホームページからもダウンロードできます。
https://www.town.ogano.lg.jp/
kurashi-tetsuzuki/sumai-sien/
sumai-sien/teijyusokusin-syoureikin/

申込＆問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238
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旧『バイクの森おがの』の利用者を募集します!旧『バイクの森おがの』の利用者を募集します!旧『バイクの森おがの』の利用者を募集します!旧『バイクの森おがの』の利用者を募集します!

平成31年度学校給食物資納入業者を募集します！平成31年度学校給食物資納入業者を募集します！平成31年度学校給食物資納入業者を募集します！平成31年度学校給食物資納入業者を募集します！

町長の見て・聞いて・話して
　第11回の事業所訪問は、12月18日に松本興産株式会
社を訪問し、松本直樹社長にお話を伺いました。
　松本興産株式会社は、昭和45年(1970年)の創業以来、
モノづくりを通して社会に貢献することを企業理念に掲げ、
成長してきた精密部品メ－カ－です。
　創業者は、スイス型カム式自動旋盤を主力とした時計部
品加工からスタ－トし、不可能なものへの挑戦を惜しまず、
20余年を経て、NC複合機へ全機種転換を行い、さらに全
設備NC化を完了させたとのことです。
　平成9年(1997年)に現在の松本社長が入社し、より安定
した受注を目指すため、自動車部品業界への参入とともに、
社内環境の整備などを進めて創業以来の大改革を行った
ことで、自動車業界で多くの顧客を獲得され、平成24年
(2012年)にはタイに新工場を設立し、軌道にのることがで
きたとのことでした。
　案内していただいた工場内は、品質・コスト・納期等すべ
ての要望に応えるため、あらゆる複合を可能にしたハイグ
レ－ドマシンをはじめ、80台以上の高性能複合旋盤が設置
され、多品種・小ロット・量産品等様々な部品製造がスピ－
ディに進められていました。信頼されるモノづくりをするた
めに品質保証室が設置されており、室内は全員が女性社員
という、女性が兼ね備えている集中力、繊細さ、緻密さが存
分に活かされた品質管理検査が行われていました。
　全社員数270名のうち、男女比率は半々、平均年齢は社

員で30歳代。新人から
ベテランまでの調和が
保たれ、仕事にやりが
いを持って技術力向上
に励む姿がモノづくり
を極めるという意識の
高さとして随所に見ら
れました。
　あきらめず追及し続
け「不可能を、削り抜け」
を理念に「加工のパイ

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.11 ～

「松本興産株式会社」
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
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。

オニア企業」を目指す強い思いは、社員へも引き継がれ、次
の50年も今まで培った技術を次世代へ伝えるために日々
の技術開発を惜しまず、社員一丸となって、これからも積極
果敢にチャレンジしていく企業であると感じました。
わが社の主力商品
　創業以来の卓越した技術力
で幅広い産業領域をサポ－トし
ております。自動車産業を中心
に製品の80％が自動車関連の
部品で、およそ500種類、450
万ピ－スになります。その他に
も医療機器、空圧機器、通信機器、防犯機器部品などお客
様のニーズに応える製品を常に高品質で提供しています。
ここに自信あり
　わが社の加工技術における特徴のひとつは、新製品の試
作段階から一貫して対応する技術力を培っていることで生
産体制を確立し、超精密機械加工に対応した恒温室を完備
し、幅広いお客様から厚い信頼を得ています。さらに、人と
環境にやさしい工場づくりを心掛け、工場内には空調設備
を導入し、クリンリネスを徹底することで、社員が気持ちよ
く働ける作業環境を創り出しているほか、脱脂洗浄におい
ても有機溶剤を使わない地球環境にやさしい設備を導入
しています。
　平成30年（2018年）12月に会議室やランチル－ム等を

備える管理棟を新設しま
した。なかでも木のぬく
もりを感じる温かみのあ
るランチル－ムは、社員
のコミュニケ－ションの
ひとときとなる自慢の一
室です。

精密な自動車部品ほか

わが社自慢のランチル－ム！

製造工程の説明を受ける森町長

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地

電 話

代表取締役社長　松本直樹
270名
1970年
本社：小鹿野町下小鹿野247-1
神川工場：児玉郡神川町大字関口4-1
海外：タイ
本社：0494-75-0571

会社概要

松本社長(左)

　大変寒い日が続いております
が、町民の皆様にはご健勝のこ
とと存じ上げます。
　さて、寒さは体に応えますが、
寒くないと困る事業がございま
す。それは、三田川河原沢の尾
ノ内百景(冷っけぇ～)氷柱事業

です。この事業は、皆様は既にご案内のことと存じます
が、今年で10年目になります。
　尾ノ内渓谷は、両神山から流れ出る尾ノ内沢が作り
出した渓谷です。氷柱事業が始まる前から県営林道が
入り、小鹿野町でも休憩舎やトイレ、つり橋などの事業
を進め、春の新緑、夏の冷涼感、秋の紅葉の3シーズン
を通した観光レクリエーションエリアとして整備を進め
ておりました。
　そのような中で、冬季はお客様が途絶えてしまうこと
から、西秩父商工会青年部三田川支部(当時)で色々
協議した中で、渓谷の寒さを逆手に取り、人工的に氷
柱を作って売り出したらどうかということで始まったの
が現在の氷柱事業とのことです。
　しかし、何と言ってもはじめての試みであり、色々な試
行錯誤を繰り返しながら、現在のような姿に成長してま
いりました。渓谷の水を上流からパイプで引いてきて散
水し、氷柱を作る訳ですが、そのパイプを引くことも大
変危難な作業であり、事故を恐れずボランティアで皆さ

ん真剣に取り組んできました。若い皆さんの冬季に町
の観光名所を作りたいという熱意がここまでこの事業
を推し進めた要因であると思います。
　現在、尾ノ内渓谷氷柱実行委員会(会長　北孝行
氏)が組織され、事業が進められています。また、河原
沢地区住民による河原沢よってがっせー委員会(会長
　小坂忠一氏)も立ち上がり、お客様へのおもてなし事
業(甘酒の無料提供や郷土食の販売など)も行われて
おります。昨年は来場者数も4万人を超え、町を代表す
る冬の観光名所になりました。本年も多くのお客様が
来訪するものと思います。
　このような活動の成果が認められ、昨年11月に尾ノ
内渓谷氷柱実行委員会は、埼玉県からシラコバト賞を
受賞されました。現在、同実行委員会が技術的な指導
をして作られた、横瀬町のあしがくぼの氷柱をはじめ、
秩父市大滝地区の三十槌の氷柱、そして尾ノ内渓谷
氷柱が秩父三大氷柱として人気を博し、観光バスツ
アーが組まれ秩父地域にお客様が訪れております。
　このように冬の寒さというマイナス面を逆手に取り、
民間の活力で無から有を生じさせた地域住民活動は
大変素晴らしいものです。この事業は埼玉県内はもち
ろんですが、全国に誇れる事業であり、町としても最大
限の支援と協力を進めてまいる所存です。

小鹿野町長　森 真太郎

尾ノ内百景(冷っけぇ～)氷柱事業について

　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ます。詳しくは、募集要項をご覧ください。
募集期間●2月1日(金)～3月29日(金)
応募申請書●小鹿野庁舎・総務課に用意してあります。
また、町ホームページからダウンロードも可能です。
https://www.town.ogano.lg.jp/baikunomoririyou/
申込＆問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

　小鹿野町教育委員会では、学校給食センターへの学校給食物資の納入業者を
募集します。
受付期間●2月8日(金)まで
申込＆問合せ●小鹿野町学校給食センター☎72-0011

こんにちは。
町長です。
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町営バス「西武秩父駅線」迂回運行のお知らせ町営バス「西武秩父駅線」迂回運行のお知らせ町営バス「西武秩父駅線」迂回運行のお知らせ町営バス「西武秩父駅線」迂回運行のお知らせ

『巴川橋』(秩父市)全面通行止めのお知らせ『巴川橋』(秩父市)全面通行止めのお知らせ『巴川橋』(秩父市)全面通行止めのお知らせ『巴川橋』(秩父市)全面通行止めのお知らせ

平成31・32年度小鹿野町競争入札参加資格申請書
(物品等・業務委託含)受付のお知らせ〔町内事業所向け〕
平成31・32年度小鹿野町競争入札参加資格申請書
(物品等・業務委託含)受付のお知らせ〔町内事業所向け〕
平成31・32年度小鹿野町競争入札参加資格申請書
(物品等・業務委託含)受付のお知らせ〔町内事業所向け〕
平成31・32年度小鹿野町競争入札参加資格申請書
(物品等・業務委託含)受付のお知らせ〔町内事業所向け〕

対象業務●
■建設工事　■設計・調査・測量
■土木施設維持管理　■物品等・業務委託
受付期間●2月1日(金)～3月8日(金)※土・日・祝日を除く。
提出方法●郵送又はメール便(持参可)
提出先●〒368-0192　小鹿野町小鹿野89番地
小鹿野町役場総合政策課(小鹿野庁舎2階)　
提出部数●1部
申請書様式等●小鹿野町ホームページからダウンロー
ドしてください。
【入札情報ページ】
https://www.town.ogano.lg.jp/industry-bid-business
/bid-information/

登録期間●平成31年4月1日～平成33年3月31日
留意事項●
■今回の受付は、町内事業所のみの受付となります。
■既に埼玉県電子入札共同システムから申請済みの事
業者は、提出の必要はありません。
※詳しくは、町のホームページをご覧ください。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-4196

期日●2月17日(日)
コース概要●秩父市別所運動公園・スタート ⇒ 
巴川橋信号左折 ⇒ キヤノン電子前～秩父駅入
口信号左折 ⇒ 秩父公園橋 ⇒ 秩父ミューズ
パーク北口信号直進 ⇒ 展望すべり台～スカイ
ロード ⇒ 南口～秩父公園幹線園路 ⇒ 展望台
駐車場～スカイロード ⇒(園内周回) ⇒ 野外ス
テージ前・ゴール
交通規制区間●
【通行止め】
別所運動公園～巴川橋(9:20～9:40)
秩父ミューズパーク内(9:50～12:00)
【選手走行側車線規制】
上記以外の区間(9:20～10:20)
※警察官・大会係員の指示に従って走行してく
ださい。最終選手通過後、順次規制を解除します。
※競技の運営状況により交通規制時間が変更になる場合があります。
ご理解とご協力をお願いします。

ご理解とご協力を！
秩父駅伝競走大会開催に伴う交通規制を実施します
ご理解とご協力を！
秩父駅伝競走大会開催に伴う交通規制を実施します
ご理解とご協力を！
秩父駅伝競走大会開催に伴う交通規制を実施します
ご理解とご協力を！
秩父駅伝競走大会開催に伴う交通規制を実施します

　上記、巴川橋補修工事に伴い、町
営バス「西武秩父駅線」は迂回運行
します。これにより各バス停発着時
刻よりも遅くなる場合がありますの
で、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。
迂回期間●
2月18日(月)10:00～3月22日(金)15:00
※工事の状況により変更となる場合があります。

▲平成30年12月21日入札分

事業名　　　　　　　　   　事業場所等　　　  契約額　　　　  　　落札者　　　　　 　  　 　 履行期間
町道466号線外4路線舗装修繕工事
町道43号線境界標埋設業務委託

住民課公用車購入事業

国民宿舎両神荘電話交換機等
更新工事

藤倉地内外
下小鹿野地内
小鹿野町役場
小鹿野庁舎

両神小森地内

有限会社黒沢造園関東重機
桂測量設計株式会社

茂木自動車整備工場

神田通信機株式会社
北関東支店

～平成31年3月8日
～平成31年3月22日

～平成31年2月28日

～平成31年3月22日

3,456,000円
1,296,000円

1,113,804円

1,770,120円

▲平成30年12月26日入札分

事業名　　　　　　　　   　事業場所等　　　  　契約額　　　　  落札者　　　　　 　  　 　 履行期間
ポリ塩化ビフェニル廃棄物分別調査
及び荷姿登録業務委託

超音波診断装置購入事業

スチームコンベクションオーブン
購入事業

飯田地内外

国民健康保険
町立小鹿野中央病院
国民健康保険
町立小鹿野中央病院

株式会社環境テクノ

株式会社ライズ埼玉営業所

日本調理機株式会社
埼玉営業所

～平成31年3月22日

～平成31年2月28日

～平成31年2月28日

1,879,200円

2,678,400円

1,981,800円

◆　◆　◆ 入札結果のお知らせ ◆　◆　◆ ※金額は、消費税込

問合せ●靑葉昌幸杯 
　　　　第57回秩父駅伝競走大会実行委員会
　　　　☎22-4770(秩父市体育協会事務局)

●秩父駅伝競走大会開催に伴う
　町営バス「西武秩父駅線」迂回運行及びスカイトレイン・レンタサイクル休業のお知らせ
■町営バス「西武秩父駅線」迂回運行
　次のとおり1便のみ迂回運行します。
迂回便●2月17日(日)
　　　　薬師の湯【発】9:19⇨西武秩父駅【着】10:08
迂回経路●秩父市久那「ミューズパーク入口」から久那橋
を渡り、国道140号を走行し「西武秩父駅」へ
※バス停「巴川(9:50)」から「札所十三番(10:03)」までの
区間は、バスは通過しませんのでご注意ください。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1122

■スカイトレイン及びレンタサイクル休業
　長尾根農林産物直売所とサイクルランドについては営
業します。
休業日時●2月17日(日)9：00～16：30
施設名●秩父ミューズパークスカイトレイン施設・サイク
リング施設
問合せ●長尾根農林産物直売所☎25-2939

2/18月
～3/22金

　巴川橋補修工事に伴い、次の日程で巴川橋を全面
通行止めします。通行止め期間中は、ご不便をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いします。

交通規制●終日全面通行止め
規制箇所●巴川橋／秩父市久那地内外
規制期間●2月18日(月)10:00～3月22日(金)15:00
問合せ●秩父県土整備事務所道路環境部☎22-3715

通常経路

迂回経路

ミューズパーク南口

久那小学校

秩父県土整備事務所

キャノン電子旭町
影森中学校

国道140号

秩父病院前

上町一丁目

札所
十三番

久那橋入口

西武秩父駅

巴町

巴川

臨時  巴川　

迂
回
経
路
で
の
乗
降
は
で
き
ま
せ
ん
 

ご注意ください
■巴川橋の補修工事は全面通行止めで実施されるため、「巴町」
及び「巴川」バス停は通過しません。
※「巴町」は、「秩父病院前」をご利用ください。
※「巴川」は、西武観光バス「酒づくりの森」バス停地へ臨時設置し
ます。
■迂回経路での乗降はできません。

問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1122
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　国の地域医療構想、医療制度改革に伴い、町立病院3
階の療養病棟は、現在のままでは平成31年度末で運用
ができなくなります。そのため町立病院では、療養病棟
の再編に対する検討を重ねた結果、平成31年4月から療
養病棟50床を一般病棟(地域包括ケア病床)に転換する
ことになりました。
　地域包括ケア病床は、リハビリ等を行って自宅(施設を
含む)に帰ることを目的として設置され、入院期間が最長
で60日間となり、長期入院加療が困難になります。
　この地域になくてはならない町立病院を存続させるた

め、病床の再編は
避けられないこ
とですので、ご理
解とご協力をよ
ろしくお願いしま
す。
　なお、急性期の
病気に関しましては、今までどおり2階の一般病棟で入院
加療を続けてまいります。
問合せ●国保町立小鹿野中央病院☎75-2332

　先日お正月だったのに、あっとい
う間に1月が終わりました。時が経つ
のは早いですね。
　さて、今回は糖尿病の検査と診
断について解説していきます。

　それぞれの説明をしていきますと
①空腹時血糖は、前日の夕食後から何も食べない空腹
状態で翌日血糖値を測定します。
②ブドウ糖負荷試験2時間値とは、10時間以上絶食した
状態で1度血糖値を測ります。そして75gのブドウ糖液を飲
み、2時間後に再び血糖値を測ります。
③随時血糖値は、食事と関係なく測定した血糖値です。

④ヘモグロビン(Hb)は赤血球の中にあるたんぱく質の一
つで、体のあちこちに酸素を運ぶ働きをしています。ヘモグ
ロビンＡ1cとは、ブドウ糖とくっついたヘモグロビンのこと
です。もしこの値が高ければ、普段から血糖値が高いとい
う事が考えられます。およそ1～2か月前の血糖値の状態
を反映しているといわれています。

　上記①～④のうち、1つでも当てはまれば「糖尿病型」、
いわゆる糖尿病の可能性があるという状態です。ただし、
①～③のいずれかと④が当てはまる場合、もしくは①～
③が2回当てはまった場合、①～③に加えて糖尿病の典
型的な症状(のどの渇き、頻尿、多尿、急激な体重減少な
ど)がある場合などは「糖尿病」と診断されます。
　次回は、糖尿病と診断されたらどうしたらいいか解説し
ていきます。

生活習慣病について⑩　　糖尿病の検査と診断
小鹿野中央病院長　内田　望
気 になるつぶやき
内田の

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.20VOL.20

平成30年に収穫したえごま
の販売を開始しました。(太田)

地域おこし協力隊

太田　誠 ･ 星　利彦 ･ 沢田 朋輝 ･ 
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

もと　　     なよこ　　　　 かたぎり　しょうた

蜜蝋を使ったろうそく
作り(片桐)

猟期解禁に向けて、
猟銃のメンテナンス
を行いました。(星)

ダリア球根の分球
作業中(沢田)

フォト
ニュース

小鹿野

第3回小鹿野町
図書館を使った調べる学習
コンクール表彰式　12/22
(両神ふるさと総合会館
【関連＝広報12月号10ページ】

「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

町立病院の療養病棟を一般病棟に転換します町立病院の療養病棟を一般病棟に転換します町立病院の療養病棟を一般病棟に転換します町立病院の療養病棟を一般病棟に転換します

日時●2月12日(火)9:30～11:30
場所●児童館　内容●あそびや個別相談
対象●1歳6カ月以上で3歳未満のお子さんと保護者
※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）
　子育てがつらく感じたり、ついイライラして怒った
りなど悩んでしまうことはないでしょうか？就学前ま
でのお子さんを子育てしている父母、養育者（祖父
母）等の人を対象に子育ての相談日を設けています。
訪問も可能ですので、希望の人はご相談ください。
日時●2月15日(金)9:30～12:00
相談員●臨床心理士
予約・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。

子育てこころの相談（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

【糖尿病の診断基準】
①空腹時血糖126(mg/dl)以上
②75gブドウ糖負荷試験(OGTT)2時間値の血糖200
(mg/dl)以上
③随時血糖200(mg/dl)以上
④ヘモグロビンＡ1c(HbA1c)6.5％以上

尾ノ内百景(冷っけぇ～)氷柱
オープン　1/6（写真：1月13日撮影）
通常観賞時間●8:00～16:00
ライトアップ●2/2、9、16、23
　　　　　　(土曜日)
入場料●中学生以上200円
　　　　(環境整備協力金)

馬上のクダゲエ　1/14、15(藤倉)

小鹿野町消防団
出初式　1/13
(小鹿野庁舎・前庭)

法
養
寺
薬
師
尊
の
縁
日
　
1/8

（
両
神
薄
）

◆占い結果◆
天候／昨年と比べるとあまり良くない。
農作物／大根やもろこしなどは良いが、そ
ばは期待できない。
大世(社会情勢)／あまり良い年ではない。
注意が必要な年。

ブドウ糖 ブドウ糖とくっついた
Hb(＝HbA1c)

血糖値が高い状態が続くと、
HbA1cは高くなる

Hb(ヘモグロビン)正常な血液

おおよ
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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 ①２/１３㊌　②２/２０㊌

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、水筒、ビニール袋

キッズサーキット ２/２１㊍　
１０：００～１１：３０

２/６㊌
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（１０組)
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。スプーンフォー
クが上手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。今年度
最終回です。

２/８㊎　
①９：５０～１１：３０　
②１３：００～　③１４：００～

育児相談
相談員：城崎三子先生

対象●就学前のお子さんと保護者
お子さんの発達や気になることを専門の先生に気軽に相談してみませんか？①遊びの
中で気軽に個別相談（６組)　②、③ゆっくりと個別相談(２組)

２/２８㊍
１０：００～１１：3０

親子のびのび体操
健康運動指導士：上野雅也

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遊びを紹介します。

３/1㊎
9：４５～１１：3０

対象●０歳から３歳のお子さんと保護者（２８組）＊定員になり次第申込終了
かわいいお雛様をつくって飾ります。みんなでひなまつり会を楽しみましょう。
制作時間は①9：45～（14組）②10：15～（14組）

ひなまつり会

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

2月18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。

①2月12日㈫、26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

2月20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／3月5日（火）13：30～
※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／3月13日（水）13：30～
臨床心理士相談　日時／2月18日（月）14：00～（次回は3/18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／2月13日（水）9:00～10:00　
　　　　  26日（火）17:30～18:30

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

3月20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
10日㊐
11日㊗2月

萩原歯科医院
野上歯科医院

大野原
長瀞町

24-9669
66-3418

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）

2/13㊌ 　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

２/７㊍
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 2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。

２/１４㊍　10：0０～１１：3０ふれあい遊び

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

毎週月曜日
A2/4　B2/18　C2/２5
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赤ちゃんとのかかわり方（ひまわり保育園長） Cふれあい遊び(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

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

２/５㊋・3/5㊋  ９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

２/１５㊎・3/8㊎  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

2/22㊎  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】着替え、
タオル、ビニール袋、水筒

２/２７㊌
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

※申込期限に注意してください。２月１日（金）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)
南須原医院(内・外)
※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)
近藤医院(婦・内)
※医師会休日診療所(内・小)
あらいクリニック(小・内)
※医師会休日診療所(内・小)
小鹿野中央病院(診療科はお問合せください)

熊木町
長瀞町
熊木町
小鹿野町
熊木町
日野田町
熊木町
本町
熊木町
小鹿野町

23-8561
66-2038
23-8561
75-2332
23-8561
22-0043
23-8561
25-2711
23-8561
75-2332

3日㊐

10日㊐

11日㊗

17日㊐

24日㊐

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

3日㊐
10日㊐
11日㊗
17日㊐
24日㊐

桜木町
和泉町
皆野町
桜木町
和泉町

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

医療機関名

休日急患
当 番 医

平 日 夜 間
小児初期救急

休 日 在 宅
歯科当番医

秩父保健所からの
お 知 ら せ

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

渡部幸夫さん
豊田靜子さん

2月19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！
初めてのお琴《演奏を聞いた
後、小さなお手々で弦に触れ
させていただきました。》
▼

◀クリスマス会。サンタさん
とトナカイさんと一緒に、
「はいポーズ！」

◀ベビーマッサージで赤
ちゃんもご機嫌です。シ
フォンの布で心地よい風。

ワークショップ。
ペーパークラフト
で、ミニ門松飾り
を作りました。▶

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

※結果は1週間後に来所いただきお伝えします。

子育て支援センターでは、2月・3月の日曜日を試行的に開放します。 ※2月10日、3月31日は除く。
小学生までのお子さんが利用できます。小学生の利用方法について事前に必ずご連絡ください。

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！
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我が家の

「税についての作文」
受賞おめでとうございます
「税についての作文」
受賞おめでとうございます

がんばりました！がんばりました！ 簡単な手話を覚えましょう【第5回】簡単な手話を覚えましょう【第5回】

肥土 ケサ(94)
齋藤 ミチヱ(86)
猪俣 文子(74)
加藤 さより(64)
黒沢 隆太郎(83)

12月
1日
2日
3日
3日
17日
18日
19日
20日
23日
30日

両神薄
日尾
伊豆沢
藤倉
長留
長留
下小鹿野
小鹿野
小鹿野
小鹿野

黒沢 明弘(80)
勅使河原 忠治(94)
笠𠩤 ヨシ子(94)
富田 義武(73)
笠原 貞子(89)
齋藤 家明(82)
根岸 慶子(93)
田中 マツ(71)
吉田 ケイ子(90)
根岸 治一(83)

『寒いので風邪に気をつけて』

小鹿野
松﨑　悠さん・牧子さん

奨(しょう)くん

両腕と身体を縮こま
せ、両手拳を上に向
けて左右に震わせる。
【寒い】

右手拳を口にあて、
咳のしぐさをする。
【風邪】

丸めた両手を上下に
置き、握りながら胸
に引き寄せる。
【気をつける】

第56回
スーパーファイティング
全日本空手道選手権大会  H30/11/11

■小学女子11の部
第3位／山下心花
(小鹿野小5年)

NPO法人
日本空手道不動会

  「合角ダム水没地域の民俗資料」
  (埼玉県指定有形民俗文化財)
　「合角ダム水没地域の民俗資料」は平成26年3月に県
文化財に指定された資料で、水没した合角、日尾地域の
51世帯から収集した3,496点で構成されています。
　資料の特徴は、衣類や食器類などの生活用具のほか、
生産用具、年中行事に関する用具など多岐にわたり、山間
地域の暮らしを具体的に理解できることです。
　今回はその中から、山仕事、紙漉き、養蚕などの生産用
具、冠婚葬祭や子どものお祝いに使われた食器や衣裳な
どのハレの日の用具を展示します。

  縄文人が補修して使った土器
　現在の日尾集会所付近の旧県道藤倉・吉田線の路盤
下を発掘した下平遺跡第3次発掘調査で見つかった土器

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063

の中に、縄文人が
補修したあとが残
っている土器があ
ります。
　縄文時代後期
後葉(約3000年
前)の高井東式と
いう深鉢形土器で、口縁径26cm、器高31cmあります。
　土器は一般的にバラバラになった破片の状態で見つか
ります。破片が多く見つかったものは、つなぎ合わせて元の
形に復元をしています。
　この土器は、破片の割れ口の左右に小さな穴が開けら
れています。ヒビの入った土器に小さな穴を開け、紐などを
通して補修して使っていた痕跡を見ることができます。
　ぜひこの機会に町の文化財をご覧ください。

文化財ノート
No.10 ◆「ダムに沈んだ自然と文化」展のイチオシ！

か
ん

　先月号でもご紹介しましたが、2月11日まで小鹿野総合センターにおいて、
「ダムに沈んだ自然と文化～合角ダム完成から15年～」展を開催しています。
　今回は展示されている資料の一部をご紹介します。

「ダムに沈んだ自然と文化
　　　　　　～合角ダム完成から15年～」
期間●開催中、2月11日(祝)まで
　　　10:00～16:00
場所●小鹿野総合センター

特別展示

国民宿舎両神荘休館のお知らせ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●2月6日(水)10:00～8日(金)11:30
問合せ●国民宿舎両神荘☎79-1221

第11回
秩父郡市コーラスフェスティバル
第11回
秩父郡市コーラスフェスティバル

日時●2月24日(日)12:30～(入場無料)
場所●秩父ミューズパーク・音楽堂
※小鹿野町のコーラス団体「コーラス薊」「コーラ
スやまびこ」も出演します。
問合せ●事務局090-1425-4021(池田まで)

◆埼玉県納税貯蓄組合総連合会優秀賞
　『「安心」出来る生活のために』
　　　　　　　　　小鹿野中学校3年　浅見　啓くん
◆埼玉県秩父県税事務所長賞
　『夢を叶える税金。』
　　　　　　　　　小鹿野中学校3年　小林奈々未さん
◆秩父地区納税貯蓄組合連合会　佳作
　『税について思うこと』
　　　　　　　　　小鹿野中学校3年　中村慎吾くん

つたい歩きが上手になりました♥

つたい歩きが上手になりました♥

　上記の受賞作品及び先月号で紹介しました「税に関する中
学生の標語」受賞作品を、小鹿野文化センターエントランスに
て展示します。ぜひ、ご覧ください。
展示期間●2月4日(月)～12日(火)

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



ヘルスアップ事業おがの
■長寿筋力アップトレーニング教室
　筋肉を鍛えることで、いつまでも若々しい体を保つことがで
きます。筋肉も含め、体を動かす機会をつくりませんか？
日時●①2月13日（水）、27日（水）14:00～15:00
　　　②2月14日（木）、28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●2月14日(木)、22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。
■高精度体組成計による測定日（予約制）
日時●2月20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●2月25日（月）13：30～14：30
場所●いきいき館　
対象●20歳以上の町民　定員●10人
内容●高精度体組成と骨密度測定、結果説明、簡単な運動の
実技と骨粗鬆症予防の食事指導
■郷土料理教室
　自分たちでおそばを打って、美味しく食べましょう。健康的
な食べ方もお伝えします。
日時●①2月17日(日)10:00～12:30
　　　②2月28日(木)10:00～13:00
場所●①両神ふるさと総合会館・調理実習室
　　　②いきいき館・調理室　　
対象●①親子(お子さんは幼稚園の年長年齢以上)
　　　②20歳以上
定員●①8組(先着順)　②12人(先着順)
内容●そば打ち※そばアレルギーがない人に限ります。
費用●200円/人(材料代)
持ち物●エプロン、三角巾、タオル
締切●①2月14日(木)　②2月22日(金)
申込み●①両神公民館☎79-1311、いきいき館☎75-4477
　　　　②いきいき館☎75-4477

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

いきいき館で運動してみませんか
～2月から夜間開放を拡充し利用しやすくなります～
いきいき館で運動してみませんか
～2月から夜間開放を拡充し利用しやすくなります～

　働いている皆さんより「運動する機会を増やしたい」との意見
もあり、夜間の開放日を拡充します。
　身体を動かすことにより、運動不足の解消やストレスの解消、
生活習慣病・介護予防等の効果が期待されます。心身の健康の
ため、ぜひ、いきいき館をご利用ください。

ヘルスアップ事業おがの

日時●2月22日(金)受付13:00～13:50
場所●児童館
該当児●平成25年11月～平成26年3月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票

5歳児健診

　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●2月12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』

　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●2月15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？

　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●2月7日(木)、21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●2月26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●2月13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。

ひきこもり・こころの相談 ～来所や訪問での相談～

Hm1

Hm1

いきいき館利用のための
初回講習会

　自分の健康は自分で守ることが第1です。国で
も推奨している自立支援の考え方について学ん
でみませんか？活発に活動している各団体の活動
発表もあります。
日時●3月1日(金)13:30～15:30
場所●児童館
内容●【講演会】「生涯を自立して生活するために
大切なこと」 (講師：圏域アドバイザー 清水病院
理学療法士　眞下直輝 氏)
【活動発表会】
「見て！聞いて！私が元気でいる秘けつ」
申込み●事前の申込みは不要です。どなたでも参
加できます。

　安全に器具等を使い、自分に合った運動をする
ために講習会を受講してください。
日時●2月5日(火)、19日(火)18:00～19:30
※以降も定期的に実施します。
対象●20歳以上の町民で初めていきいき館の夜
間開放を利用する人
内容●いきいき館の利用方法(運動器具の使い方)
持ち物●運動靴、運動のできる服装、タオル、飲み物
申込み●いきいき館☎75-4477
※疾患のある人は、事前に主治医に相談後、お申
し込みください。
※書類の記入がありますので、講習会の開始10
分前には来館してください。

自立した生活を応援する健康講演会
輝け！生きがい じまん大会

日時●2月28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30年2月、5月、8月、11月生まれ
〔予防接種〕平成30年8月生まれと2月27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）

　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。

小鹿野町いつでも健康相談

　お手元のマイレージカード(オレンジ)をご確認
ください。交換期限は、平成31年3月31日までで
す。お早めに!！
条件●必須ポイント4点(カードの左上)が必ず必
要です。
交換場所●交換は、保健課窓口のみです。
注意点●カードは1人1枚、1回のみの交換です。
カードを複数枚持っている場合は、すべてのカード
を保健課までお持ちください。
交換期限●3月31日(日)

交換を忘れていませんか？
いきいきおがの健康マイレージ2018

0120-554-245 (小鹿野町の人のみ利用可)

お医者さんに行くべきか迷ったら、まず相談！！

埼玉県救急電話相談

♯7119 又は 048-824-4199

【夜間開放日】
日時●毎週火、水、木曜日　17:30～21:00(最終入館20:30まで)
※2月の開放日は、5日、6日、7日、12日、13日、14日、19日、20日、
21日、26日、27日、28日 (14日、28日は運動教室有）

　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。昨年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

利用上の注意
■初回講習会を受講しないと利用できません。
■講習会受講者には受講証明証を発行しま
すので、持
参して利用
ください。

※いきいき館はスポーツクラブのようなトレーニン
グジムではありません。

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

広報おがの 保健•福祉
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幻の『秩父紅』開花＆
父と息子の風景写真展

●ウマとのふれあいコーナー
日時　2月10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
●ササカゴ作り
日時　2月24日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円(保険料含む)
定員　20人（抽選）
※昼食を持参してください
締切　2月8日(金)必着
●シイタケコマ打ち体験
日時　3月3日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,500円　定員　20人(抽選)
締切　2月15日(金)必着
●そば打ち体験
日時　3月17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　3月1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 ●天然ススキでほうきを作ろう
日時　3月3日(日)10:00～12:00
内容　天然のススキを使用して、オ
シャレで実用的な「ほうき」を作ります。
(大・小各1本)
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円　定員　10人(先着順)
締切　2月24日(日)
●そば打ち体験
日時　3月23日(土)10:00～13:00
内容　奥秩父のおいしい水を使用し、
地元講師にコツを教わりながら、手打
ちそばを作ります。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　3,000円/組(昼食付き)
定員　5組(先着順)※1組4人まで
締切　3月16日(土)
申込＆問合　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/̃fure
mori/

彩の国ふれあいの森のイベントイ ベ ン ト

募  集

案  内

期間　5月28日(火)～6月19日(水)
※月曜休館、観覧無料
時間　10:00～17:30
場所　県立近代美術館
部門　日本画、洋画、彫刻、工芸、書、
写真
応募資格　15歳以上の県内在住、在
勤、在学者(中学生を除く)
出品点数　各部門3点まで
出品料　1点につき3,000円
搬入　【個人搬入】5月10日(金)、11
日(土)、12日(日) 【業者搬入】5月9日
(木)、11日(土)、12日(日)各日とも
10:00～16:30
※業者搬入日のうち9日は日本画、洋
画、書のみの受付13:00～16:30
応募方法　開催要項を確認のうえ、
搬入期間内に近代美術館へ直接持
参してください。※事前申込不要
開催要項等　県文化資源課ほか、小
鹿野文化センターでも配布しています。
問合　埼玉県教育局文化資源課
☎048-830-6925

第69回埼玉県美術展覧会作品募集

●長瀞宝登山ロウバイ　陶芸体験ハ
イク(山道3km)
日時　2月14日(木)9:30～15:00
場所　秩父鉄道「長瀞駅」 集合
内容　宝登山ハイキング、陶芸体験
対象　一般20人
費用　2,500円程度
●親子で楽しむ立春の長瀞!
日時　2月16日(土)9:30～15:00
場所　長瀞「一隅舎」 集合
内容　宝登山ハイキング、陶芸体験
対象　幼児、小・中学生とその家族30人
費用　2,500円程度
●両神ロウバイ・フクジュソウ・セツ
ブンソウ ハイク(山道7km)
日時　2月28日(木)9:40～15:00
場所　両神温泉薬師の湯　集合
内容　四阿屋山のロウバイ・フクジュ
ソウ・セツブンソウ見学、薬師の湯入
浴(希望者)等
対象　一般20人　
費用　無料(入浴希望者600円)

大滝げんきプラザのイベント

日時・場所　2月15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

●マイナビ就職EXPO
日時　3月1日(金)11:00～17:30
※公務員相談エリア13:00～17:30
場所　さいたまスーパーアリーナ・コ
ミュニティアリーナ
●建築・土木系学生のためのマイナビ
就職セミナー
日時　3月1日(金)13:00～17:00
※現役職員による講演14:00～14:45

マイナビ主催
合同会社説明会＆就職セミナー

場所　さいたまスーパーアリーナ・
TOIRO
問合　（株）マイナビ　マイナビ就職セミ
ナー北関東運営事務局☎048-641-5514

　障がいについて理解し、日常生活
においてちょっとした手助けをする
「あいサポーター」養成研修を開催し
ます。参加費は無料です。研修修了
者には、「あいサポーター」の証として、
ピンバッジとストラップを差し上げま
す。

日時　3月20日(水)13：30～15:00
場所　皆野町文化会館3階Ａ会議室
内容　あいサポート運動の説明、障
がいについてのDVD視聴等
定員　50人　締切　3月13日(水)
申込＆問合　小鹿野町福祉課又は秩
父市社会福祉協議会へお申し込みく
ださい。
保健福祉センター･福祉課
☎75-4109　FAX75-4710
秩父市社会福祉協議会
☎22-1514　FAX22-4815

あいサポーター養成研修開催

　艶やかな紅色の秩父固有種『秩父
紅』が1万株開花します。園内の福寿
草、ロウバイ、マンサクなども楽しめ
ます。
　森の美術館では、飯塚久男・寛文親
子の秩父の緑豊かな風景のほか、日
本各地の目を奪われる景色の写真を
展示します。
日時　2月10日(日)～3月10日(日)
10:00～16:30※天気が良い日の
11:00～15:00が見頃です。
費用　秩父紅観賞500円(中学生以
上)、写真展無料
問合　ムクゲ自然公園☎62-1688

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　2月14日(木)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　平成31年3月大学・短大・専門
学校卒業予定者及び高等学校卒業
予定者、就職・転職活動中で秩父地域
での就職を希望する人(パートタイム
希望者含む)
参加企業　44社
持ち物　履歴書(なくても参加可能)
問合　ハローワーク秩父求人係
☎22-3215

秩父・こころの健康講座
～みんなに知ってほしいストレスの話～
　どなたにとっても「ひとごと」ではな
いはずの、こころの健康や不調・障害
について、一緒に学び考えませんか？
日時　3月2日(土)10:00～12:00
(受付9:30～)
場所　秩父市福祉女性会館
講師　長島恵利子(秩父中央病院 
臨床心理士)
対象　秩父地域在住・在勤の人
費用　無料　定員　40人
締切　2月22日(金)
申込＆問合　生活支援センターアク
セス☎24-1025　

アートセッションズさいほく#3
『アートセッション㏌横瀬』

日時　3月12日(火)～17日(日)
10:00～17:00
場所　あしがくぼ笑楽校(旧芦ヶ久保
小学校)
内容　障がい者のアート作品の展示
会、ハンドメイドマーケットを行いま
す。16日(土)、17日(日)にはアニメ上
映会、ワークショップ、サヤカロックハ
ンなどのライブやプチカフェも行う
予定です。
問合　社会福祉法人清心会
☎24-9951

　3月14日(木)から各携帯電話会社
が新しい電波(700MHz)を使用する
予定です。それに伴い、町内にてテレ
ビ映像に影響が出る場合があり、総
務省より委託された事業者が調査を
行います。
　対象となる世帯には予め連絡の後、
「テレビ受信障害対策員証」を携帯し
た担当者が訪問する場合があります。
　工事が必要な場合は、無料で実施
します。担当者が金銭を要求すること
はありません。詳しくはお問い合わせ
ください。
問合　一般社団法人 700MHz利用
推進協会☎0120-700-012

テレビ受信対策調査を実施します

申込＆問合　いずれのイベントも2月1
日(金)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

試験期日　3月4日(月)、5日(火)

受付締切　2月25日(月)
試験場所　入間基地
応募資格　18歳以上(高等学校卒業
見込み含む)33歳未満
入隊時期　今春(3月・4月) 「陸上・海
上・航空自衛隊」
※試験日・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(男女)募集

●秩父でつながるコンサート「第九」
「旅立ちの日に」を歌おう
日時　3月17日(日)14:00～(開場
13:30～)
場所　秩父宮記念市民会館・大ホール
曲目　ベートーヴェン／交響曲第9
番より第3・4楽章、坂本浩美／旅立
ちの日に　ほか
演奏　ちちぶ夢創りフィルハーモ
ニー＆ちちぶ夢創り合唱団
入場料　無料(ただし整理券が必要
です)※整理券をお持ちでない場合
は、当日に受付にお申し出ください。
※0歳児から入場可能です。
整理券配布場所　秩父市生涯学習
課(土日も可)、秩父市役所本庁舎総
合案内窓口、秩父市吉田・大滝・荒川
総合支所市民福祉課
問合　ちちぶ芸術祭実行委員会事
務局(秩父市生涯学習課)
☎22-0420

秩父地域の人たちによる
演奏と合唱のコラボレーション

　障害者に対する虐待を発見した人
は、障害者虐待防止法により行政機
関などに通報することが義務付けら
れています。家庭、施設、勤務先など
で、障害者虐待で悩んでいる人、障害
者虐待と思われることを見たり聞い
たりした人は連絡してください。
　なお、生命の危険があるなど緊急
の場合は、警察(110番)へ通報してく
ださい。
●埼玉県虐待通報ダイヤル
☎＃7171 (24時間365日対応)

●保健福祉センター・福祉課
☎75-4109　FAX75-4710
＜休日・夜間の連絡先＞　
【休日】☎75-4109
【夜間】☎75-1221
※休日の昼間(8:30～17:15)は日直
が、休日・平日の夜間は警備委託先が
受理します。

障害者への虐待を見たら
通報をお願いします

年金事務所では予約による
年金相談を行っています

　年金事務所へ来所される時は、事
前に電話で予約を行うことにより、お
客様のご都合にあわせてスムーズに
相談でき、相談内容にあったスタッフ
が事前に準備のうえ、丁寧に対応しま
す。
相談時間　平日8:30～16:00
※ご希望の日時に先約がある場合に
は、変更をお願いする場合があります。
予約　予約専用電話
☎0570-05-4890(平日8:30～17:15)
秩父年金事務所☎27-6560(平日
8:30～17:15)※音声ガイダンス「1
番」→「2番」を押してください。
※相談希望日の1カ月前から前日ま
で予約を受け付けています。
※予約の際は、基礎年金番号の分か
る年金手帳や年金証書を準備くださ
い。
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