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「小鹿野高校」×「尾ノ内渓谷」
竹あかりプロジェクト
information
医療•無料相談•子育て支援
文化財ノート•フォトニュース
みんなの広場
保健福祉コーナー
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2月1日現在　【世帯数】4,699世帯
　　　　　　【総人口】11,659人【男性】5,784人【女性】5,875人
1月中の異動　出生1人/死亡21人/転入18人/転出24人
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2019（平成31年）NO.162 広報おがの／平成31年3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2月15日現在）
貯水位　318.52ｍ
貯水量　5,765,600㎥
貯水率　56.2％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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奈倉大徳稲荷の例大祭
（下小鹿野）

移動図書館
★図書館休館日◆結婚相談

◆小鹿野文化祭
　（生花展・映画会）

小鹿野文化祭
（文芸・美術展 ～3日
／小鹿野総合センター）
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▲ベビーマッサージ
▲開放
■開放日

▲発育測定・誕生会
●バンビちゃんの会
■開放日

▲開放
■ステップ体操

▲よちよち
▲おはなし会(午後)
■開放日・講習会

▲親子のびのび体操
●認知症家族会
●1.6・2歳児健診
■開放日・講習会

▲すくすく
　(赤ちゃんとのかかわり方)
▲開放
●乳児健診・BCG

▲すくすく
　(ふれあい遊び)
▲開放
■ヘルスアップ教室
■ABI測定

春季全国火災
予防運動

彼岸入り

★おはなしの会

▲子育てサークル
▲開放
●3歳児健診
■ステップ体操

▲ひなまつり会
●健康講演会
■ステップ体操

▲じゃんぷ
●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

▲お別れ会＆観劇会
お茶会･交流会
(長寿ハウス）
●バランスボール教室
■ステップ体操

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日 ★映画会

★おはなしの会
◆映画会

★図書館休館日

▲すくすく(計測)
▲開放

▲開放

▲開放

▲開放

▲開放 ▲開放
◎認知症相談日
■開放日

▲てくてく
オレンジカフェ笑顔
●ちびっこサロン
◎認知症相談日
■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
◎こころの悩み
　何でも相談
■開放日

清明

春分の日

ひな祭り 啓蟄 消防記念日

◆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

日本武神社例大祭
（般若）十六様

節分草まつり
（両神小森）

オヒナゲエ（河原沢） 琴平神社例大祭（長留）

▲開放
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲開放
■ステップ体操

19
▲子育て相談
▲開放
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
◎ひきこもり相談
■体組成測定
■開放日

▲開放
■ステップ体操

▲開放
■開放日

▲開放
■開放日

▲開放
■開放日

▲開放
■開放日

24

▲すくすく(離乳食)
▲わいわい相談会
▲開放

両神保育所  豆まき会  2/1
　町内の保育所・幼稚園で豆まき会が行われました。
　両神保育所では、らいおん(年長)組の子どもたちが、『おこりんぼ
鬼』や『泣きむし鬼』、『ゲームしない鬼』など、自分の心の中の鬼(直し
たいところ)を発表して鬼退治に臨みました。
　きっと心の中の鬼も退治!?できたことと思います。

両神保育所  豆まき会  2/1
　町内の保育所・幼稚園で豆まき会が行われました。
　両神保育所では、らいおん(年長)組の子どもたちが、『おこりんぼ
鬼』や『泣きむし鬼』、『ゲームしない鬼』など、自分の心の中の鬼(直し
たいところ)を発表して鬼退治に臨みました。
　きっと心の中の鬼も退治!?できたことと思います。

◆小鹿野文化祭
　（生花展・舞台公演）



　竹林の伐採から、竹あかり製作、設置まで、全ての工程を生徒たちと仁
位さんが行いました。竹あかりが点灯された日（1月26日から毎週土曜の
日没後）は、氷点下の気温にも関わらず、みんな元気に来場者へ手作りラ
ンタンの貸出しをしていました。会場では「綺麗」という声が広がり、絶えず
カメラのシャッターが切られていました。生徒会長の新井愛理さんが、来
場者や関係者へとインタビューした際も「すごい。いいアイディア。ランタ
ンも綺麗。ぜひ、続けてね。ご苦労様。（両神小森在住・70代女性）」「お
おーってなった。2週かけて三大氷柱を回ったけど、こんなに手作りの所は
なかった。（熊谷在住・20代男性グループ）」「みんな喜んでいる。若い子が
がんばっている姿は、見るだけで嬉しくなる。（尾ノ内レディース部隊の皆
様）」といった声があがりました。

　殴る、蹴るだけが虐待ではありません。
　埼玉県虐待禁止条例では、虐待に該当する行為を5つ
の類型に定めています。具体的な例は次のとおりです。
①身体的虐待
■殴る、蹴るなどの暴力をふるう
■車に閉じ込める、置き去りにするなど、危険にさらす
■子供の健全な成長を損ねる行為をする など
②性的虐待
■子どもへの性的行為をする、性行為を強要する
■わいせつな映像等を見せる など
③ネグレクト(放置・放棄)
■食事を与えない、入浴をさせないなど、世話をしない
■必要な医療、福祉のサービスを受けさせない など
④心理的虐待
■からかう、侮辱する、無視する
■子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう など
⑤経済的虐待
■年金や財産などを勝手に使う、処分する
■日常生活に必要な現金を渡さない、使わせない など

　　 ストップ！虐待
～みんなで防ごう！ 
　　　児童・高齢者・障害者虐待～

　　 ストップ！虐待
～みんなで防ごう！ 
　　　児童・高齢者・障害者虐待～

　　 ストップ！虐待
～みんなで防ごう！ 
　　　児童・高齢者・障害者虐待～

　　 ストップ！虐待
～みんなで防ごう！ 
　　　児童・高齢者・障害者虐待～

『小鹿野高校』×『尾ノ内渓谷』
竹あかりプロジェクト
『小鹿野高校』×『尾ノ内渓谷』
竹あかりプロジェクト

　町の冬の観光名所として定着してきた尾ノ内氷
柱。今年はさらに、小鹿野高校の生徒会と元地域お
こし協力隊員・仁位彩乃さんによる竹あかりの装飾
が施され、SNS等で話題になっています。きっかけ
は、森町長と小鹿野高校生徒会との座談会でした。
竹林の管理・活用といった町の課題と、「インスタ映
えする事で町を盛り上げたい」という高校生たちの
想い、竹あかりに対する仁位さんの志とが重なっ
て、尾ノ内を竹あかりで飾る今回のプロジェクトが
発足されました。

虐待とは・・・

　虐待を受けている人は、周囲の人にサインを出してい
る場合があります。サインに気づいたら相談してください。
■衣服が汚れている
■ゴミであふれている
■怒鳴り声や泣き声が聞こえる
■頻繁に怪我をしている など

虐待のサインを見逃さないでください

　虐待は重大な人権侵害です。また、誰もが虐待の加害
者にも被害者にもなる可能性があります。
　虐待を発見した、虐待を受けている、虐待をしてしまっ
たなど、どうしていいか分からない場合は、自分一人で抱
え込まず、相談してください。相談者や相談内容に関する
秘密は守られます。
　なお、生命に重大な危険があるなど緊急の場合は、
110番へ電話してください。

＜虐待に関する相談・連絡先＞
■埼玉県虐待通報ダイヤル☎♯7171
　※つながらない場合は☎048-762-7533
　(24時間365日対応)
■小鹿野庁舎・住民課 子育て包括支援室
　☎75-4101(児童虐待)
■小鹿野町保健福祉センター
　福祉課☎75-4109(高齢者・障害者虐待)
　保健課☎75-0135(児童・高齢者虐待)
■児童相談所全国共通ダイヤル
　☎189(児童虐待)

虐待かもと思ったら・・・

取材・文／本  奈代子(地域おこし協力隊)

　今回のプロジェクトは、高校生たちにとっても貴重な体験となったようです。
各メンバーに感想を教えてもらいました。
①今回のプロジェクトで学んだこと、もしくは、がんばったと自信を持てること
②他のメンバーからの褒めポイント（コメントしたメンバーの名前）

新井  愛理さん（2年生）
①人に喜んでもらうには言われたことをや
るだけじゃダメだと思って、どうすれば綺麗
になるかを自分で考えて工夫しながら取り
組んだ。
②自分から率先して仕事する所、大人とも
笑顔で挨拶する所、みんなを楽しませよう
とする所がすごい。（今井さんより）

大澤  ほのかさん（2年生）
①プロジェクトを通して、生徒会の雰囲気
が良くなった。また、過ごす時間が長かっ
たのでみんなが全員としゃべるようになっ
た。
②基本マイペースに黙々と作業しつつ、皆
が疲れている時は和ませてくれた。（黒沢
さんより）
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八木原  寛弥さん（2年生）
①竹を縦に割る作業は大変だが、やってみると意外とできて周
りから任され、僕の担当みたいになった。良い発見だった。頼
られることは嬉しい。
②シャイだと思っていたが、ランタン配りの時には自分から笑
顔でお客様に話しかけていて、積極的なタイプだったんだと気
づけた。（吉田さんより）

小山  鈴華さん（2年生）
①好きなことに対して自分が努力すれば、周りも助けてくれて
広められるということを仁位さんから学んだ。自分の考えを言
葉にできるようにもなった。
②周りに気配りができて、迷っている1年生に対して的確な指
示をくれた。尊敬している先輩。（強矢さんより）

吉田  波奈さん（1年生）
①体験したからこそ山林の維持管理の大変さを感じられた。
高齢者が増える中、この取組に協力してくれる人が増えるとい
い。
②何事にも躊躇せず、自分から行動して、改めてすごいと思っ
た。（大澤さんより）

出浦  一輝さん（1年生）
①僕はこれまで自分から行動するようなタイプではなかった
が、今回は必ずしも先生が一緒ではなかった分、自ら考えて行
動する力が身に付いた。
②全力で役割をこなし、気がついたら「僕行きますよ」とすぐ行
動してくれるから、助かっている（新井さんより）

強矢  千絵さん（1年生）
①竹あかり製作では、メンバーで唯一、掃除や防腐剤塗りなど、
目に見えない作業をがんばった。特別な仕事だと思うと逆に
楽しくなった。
②常に笑顔で接するので「僕もこの人みたいになりたい」と
思っていた。実際に真似してみると、自分の気持ちも明るくなる
ことを学んだ。（出浦さんより）

今井  颯太さん（1年生）
①地域の人と関われたことが楽しかった。お客さんにも大きな
声で話しかけ、笑顔でランタンを渡すように心がけた。
②責任感が強く、少ない参加日数の中、来た時は人一倍がん
ばっていた。難しいカット作業も率先して引き受けてくれた。
（八木原さんより）

黒沢  心愛さん（1年生）
①竹の穴開け作業は難しかったが、仁位さんが「等間隔にでき
るようになったね。」など褒めてくれたことが、自信になった。
②積極性が出てきた。また、発表では堂々としゃべれていたと
思う。心愛のことをもっと知れた気がする。（小山さんより）

＜高校生コメント続き＞

　今回のプロジェクトの陰には、たくさんのサポートが
あったこともわかりました。尾ノ内氷柱実行委員会、河
原沢よってがっせー委員会、尾ノ内作業部隊・レディー
ス部隊、西秩父商工会、ちょこっともてなし隊、竹を提供
してくださった方、小鹿野高校の先生方のご尽力や保
護者のご理解、その他すべての住民の皆様が見守って
くださったからこそ、一つのプロジェクトを成し遂げるこ
とができたのでしょう。これからも小鹿野高校にはぜひ、
地域との連携を益々深めていただきたいですね。本当
に、お疲れ様でした。

ちえ
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＜右ページ上段へ＞
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  第2次小鹿野町教育振興基本計画(案)
【意見の募集期間】
　3月1日(金)～4月1日(月)
【策定概要】
　総合的かつ計画的な教育振興を推進していくた
めの第1次小鹿野町教育振興基本計画の終了に伴
う第2次計画の策定
【問合せ及び意見の提出場所】
〒368-0201 小鹿野町両神薄2713-1
両神ふるさと総合会館・学校教育課
☎79-1204　FAX 79-1320
〒368-0105 小鹿野町小鹿野167-1
小鹿野文化センター・社会教育課
☎75-0063　FAX 75-0032

第2次小鹿野町立図書館運営計画(案)及び
第2次小鹿野町子供読書活動推進計画(案)

【意見の募集期間】
　3月1日(金)～4月1日(月)
【策定概要】
　町立図書館の運営の基本となる第1次小鹿野
町立図書館運営計画の終了に伴う第2次計画の
策定、子供の読書活動を推進していくための第1
次小鹿野町子供読書活動推進計画の終了に伴う
第2次計画の策定
【問合せ及び意見の提出場所】
〒368-0201 小鹿野町両神薄2713-1
両神ふるさと総合会館・小鹿野町立図書館
☎79-0150　FAX 72-3206

ご意見を募集します!ご意見を募集します!ご意見を募集します!ご意見を募集します! 町営住宅『美屋団地』入居者を募集します！町営住宅『美屋団地』入居者を募集します！町営住宅『美屋団地』入居者を募集します！町営住宅『美屋団地』入居者を募集します！

小規模事業者登録申請書の受付を開始します小規模事業者登録申請書の受付を開始します小規模事業者登録申請書の受付を開始します小規模事業者登録申請書の受付を開始します

小鹿野町スポーツ少年団団員・指導者を募集します！小鹿野町スポーツ少年団団員・指導者を募集します！小鹿野町スポーツ少年団団員・指導者を募集します！小鹿野町スポーツ少年団団員・指導者を募集します！

～家族そろって加入しましょう～
平成31年度市町村交通災害共済会員募集中です！
～家族そろって加入しましょう～
平成31年度市町村交通災害共済会員募集中です！
～家族そろって加入しましょう～
平成31年度市町村交通災害共済会員募集中です！
～家族そろって加入しましょう～
平成31年度市町村交通災害共済会員募集中です！

種目 　　　　　　　　　　　　　　　　活動日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動場所
剣道
柔道
野球
サッカー

ミニバス（男子）

ミニバス（女子）

バレー（女子）

毎週火・水・金曜（19:00～）
毎週月・木曜（18:30～）
毎週土・日曜及び祝日（8:00～）
毎週日曜（8:30～）

小鹿野町武道場
小鹿野町武道場
両神山村広場
小鹿野町三田川運動場ほか
小鹿野小学校体育館
小鹿野町民体育館

小鹿野町民体育館
小鹿野小学校体育館

小鹿野町民体育館

毎週水曜（17:00～）、毎週土曜（16:00～）、毎週日曜（9:00～）

毎週月・火・金曜（17:00～）、毎週土曜（13:00～）、毎週日曜（16:00～）
※練習は都合に合わせて週2～3日から選択して参加可能です。
なお、保護者の付き添いは不要です。
毎週水・木曜（18:30～）、毎週日曜（13:00～）

意見用紙を持参又は郵送、ファックスによる提出
※意見用紙の「提出方法」をご覧ください。 対象●

①小鹿野町に住民登録のある人(平成31年4月1日現在）
②①の被扶養者で修学のため小鹿野町以外に住んでい
る人
申込方法●申込書に必要事項を記入のうえ、町内の郵便
局に会費を添えてお申し込みください。(各行政区によっ
て取りまとめ方法が異なりますのでご注意ください。)
共済会費(年額)●一律500円　
※平成31年4月1日現在に公立の幼稚園、小学校、中学
校に入学又は在学中の児童・生徒は町教育委員会で会
費を負担しているため、申込は不要です。

共済期間●2019年4月1日～2020年3月31日
※4月1日以降に加入の場合は、加入申込みをした日の
翌日からです。
対象となる交通事故●日本国内の道路上で自動車、オー
トバイ、自転車等に乗車中に、衝突、接触、転落、転覆等の
事故にあった場合、あるいは歩行中に前記の車両と事故
にあった場合などが対象となります。
見舞金●22万円(死亡は120万円)を限度に、3日以上の
治療実日数に応じて支払われます。
※見舞金の請求期限は、事故発生日の翌日から起算して
2年以内です。
問合せ●小鹿野庁舎・住民課☎75-4170

対象となる事業・契約●
■小鹿野町住宅リフォーム資金助成事業(登録業者に依
頼された場合が対象)
■1件の契約額が80万円未満の修繕工事
■1件の契約額が50万円未満の物品購入、業務委託等
登録資格●
■町の入札参加資格者名簿に登載されていない者
■成年被後見人又は被保佐人でない者
■町内に住民登録がある個人事業主
■町内に事業所があり、かつ代表者が町内に住民
登録がある法人
受付期間●3月1日(金)より随時受け付けます。

申請書配布場所●町ホームぺージ又は小鹿野庁舎(2
階)・総合政策課
申請書提出先●小鹿野庁舎（2階）・総合政策課
提出書類●
①小規模事業者登録申請書
②事業に関する許認可証及び免許等の写し
③町税を滞納していないことの証明書
登録期間●2019年4月1日～2021年3月31日
※平成29・30年度で登録されている人も、平成31年3月
31日で期間満了となりますので、改めて登録をお願いし
ます。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-4196

　教育委員会では、次の計画策定を進めています。計画をより良いものにするため、
町民の皆さんからご意見を募集します。

　町スポーツ少年団は、青少年の健全育成のために、総勢207人の団員で活動しています。
随時、団員・指導者を募集していますので、スポーツに関心のある人は、見学に来てください。
　なお、各種目で対象年齢が異なりますので、小鹿野文化センター・社会教育課までお問い
合わせください。

意見の提出方法

■町ホームページ
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)、小鹿野文化セ
ンター窓口、保健福祉センター窓口での閲覧

計画（等）公表方法
■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。

意見の取扱いについて

問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建 3LDK 72.8㎡
所在地●小鹿野町小鹿野1278番地(やすらぎの丘公園西約200ｍ）
募集期間●3月11日(月)～22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

　皆さんが会費を出し合い、交通事故によってけがをしたときや、死亡したときに
見舞金が支払われる助け合いの制度です。

交通災害共済
とは・・・

　この制度は、町の補助事業や町が発注する小規模な修繕工事、物品購入、業務委託等
の契約を希望する町内事業者を登録し、事業者の受注拡大や振興を図るものです。
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投票日

4/7日

　デジタル化(IT、IoT、AI…)について知り、事業での活かし方・取組み方を一緒に考えて、
勝つ経営を目指しませんか？

～勝つためのデジタル化を学ぼう～小鹿野発! 『 ITセミナ－』開催～勝つためのデジタル化を学ぼう～小鹿野発! 『 ITセミナ－』開催～勝つためのデジタル化を学ぼう～小鹿野発! 『 ITセミナ－』開催～勝つためのデジタル化を学ぼう～小鹿野発! 『 ITセミナ－』開催

⬅

次回の料理教室について
詳しくはコチラをご覧ください。

ようこそ小鹿野町へ！ようこそ小鹿野町へ！

第5回　海外からの移住者へのインタビュー

－小鹿野町に移住した理由を教えてください。
　「牛を飼っていた幼い頃の生活をもう一回やりたく
て、牧場で働きたいと親戚に話していたところ、吉田牧
場を紹介してもらい小鹿野町に来ました。」
ー広い敷地でたくさんの牛をお世話する仕事、私も見
学させていただきました。その他にも多様な活動をさ
れているそうですね。
　「兵庫県ではインド料理店をやっていたこともあり、
小鹿野町でもインド料理の教室をしています。また、
友人の山口幸男さんと一緒に、アジアの文化を紹介す
る動画配信、聖書を学ぶ会もしています。あとは、引き
こもりや不登校の方のケアをしています。」
　「将来的には、日本で希少なアジア特有の野菜をみ
んなで栽培したいとも考えています。教えるのではな
く『一緒にやりませんか』『教えてくれませんか』という
気持ちでやっています。その方が、彼らに『自分が役に
立っている』と実感してもらえます。」
ー教師もなさっていたからこその視点でしょうか。小鹿
野町もしくは日本の印象はいかがですか。
　「時間に正確なことやインフラが整っていることなど、
良い面もあります。海外では日本の生活は大変興味を
持たれています。一方で、イジメや心の病気で困って
いる人は他国より多い。日本の子どもたちには、もっと
自信と夢を持ってほしいです。」

ー最後に、こんなサポートが欲しかった、ということはあ
りますか。
　「特にないです。外国人は特に自分からコミュニ
ケーションしたほうがいい、相手からは話しかけづら
いだろうし。引越しの時は、吉田牧場の社長さんや友
達が一生懸命サポートしてくれました。」
　「ただ、みんなが集えるような一戸建ては今も探して
います。ちょっと古くても、自分たちで直せます。貸せ
るー戸建てを知っているという方がいらっしゃいまし
たら、ぜひ、ご一報ください。場所は吉田牧場近辺が理
想です。」

　先日、私も
料理教室に伺
いましたが、
一緒に作って
食べる、とても
楽しい会でした。次回予定は3月16日です。
　多様な文化を持つ人たちが、この町で時間や体験

を共有するといった機会が増えると、お
互いの生活がさらに楽しく豊かになり
そうですね。

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）

山内サリタさんと友人の山口幸男さん(右)

地域おこし協力隊　本 奈代子

日時●3月19日(火)14:00～16:30
場所●小鹿野文化センター・大会議室
対象●小鹿野町に事業所・店舗がある企業経営者・実務
責任者(業種は問いません)
定員●40人(1社2人まで)　
費用●無料

内容●①「デジタル化活用の現状について」
　　　　講師：関東経済産業局 地域経済部 
　　　　次世代・情報産業課 小泉悦男 氏
　　　②「デジタル革新の定着に向けて」
　　　　講師：武蔵野銀行 地域サポート部 
　　　　特別顧問 山本碩德 氏
　　　③参加者との意見交換・情報交換
申込＆問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

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 立教大学観光学部マップ作成意見交換会

　1月19日(土)役場会議室にて、立教大学観光学部学
生が進めているまち歩きマップ作成についての意見
交換会が実施されました。
　同大は地域活性化への貢献を目的に武蔵野銀行
と産学連携協定を締結し、これまで幸手、新座、加須
などのマップを手掛けております。当町においても、
町と武蔵野銀行が包括連携協定を結んでいることか
ら、学生による町のマップ作成を進めています。
　意見交換会は、マップ作成の途中でご意見を伺い
たいという学生の希望で実施しました。
　学校側からは指導教授の舛谷先生、社会連携教育
課の三浦様、9名の学生、そして武蔵野銀行地域サ
ポート部の四條様、町側からはゲストハウスおがのの
北川様、地域おこし協力隊3名、役場の若手職員おが
の創生プロジェクトチームのメンバー4名にご参加い
ただきました。
　私も同大OBであることから窓口となっており、参加
させていただきました。
　学校側のプレゼンは6名の1年生を中心に行われ
ました。単位に加算されない活動にもかかわらず自
ら希望して活動している学生の意識はかなり高く、昨
年7月からの活動開始後、6～8回の来町を重ねてい
ます。非常に興味深いプレゼンでした。

　また、町側からの参加者は、学生からの質問に対
し、地元に住む方ならではの生の貴重な情報を提供
してくださいました。
　マップ作成はあくまで授業の一環でありますので、
商売抜きの内容であり、すべての観光施設やお店を
網羅しているものではないこと、ご理解をいただき
たいと思います。完成は7月の予定です。
　昨今いろいろな自治体で、若者目線やよそ者目線
が大切といったことを耳にします。私はそれはそれで
とても大切なことと思うものの、それだけではなくこ
の町に生まれ育ち、根を張って生活している方々、若
者だけではなくご年配の方々の目線は欠かせないと
思っております。
　このマップが、観光に訪れた方だけでなく、町内の
皆様にも地元の良さを再認識していただくきっかけ
となれば幸いです。

地域おこし企業人　石塚 浩哉

埼玉県議会議員一般選挙が行われます埼玉県議会議員一般選挙が行われます埼玉県議会議員一般選挙が行われます埼玉県議会議員一般選挙が行われます
問合せ●小鹿野町選挙管理委員会☎75-1221(役場総務課内)問合せ●小鹿野町選挙管理委員会☎75-1221(役場総務課内)

投票の方法
　投票日当日の7時から20時までに入場券に記載されている投
票所に、入場券を持参して投票してください。ただし、右の投票
所は終了時間が早まりますのでご注意ください。
期日前投票
期間●3月30日(土)～4月6日(土)
時間●8:30～20:00
場所●小鹿野期日前投票所
　　　(小鹿野町役場・小鹿野庁舎1階)
郵便投票
　身体に重度の障害のある人及び要介護認定において介護度
5と認定された人などで、郵便投票証明書の交付を受けている
場合には、郵便による投票ができます。詳しくは町の選挙管理委
員会へお問い合わせください。
開票
　開票は即日開票で、投票日の21時から小鹿野文化センターで
行われます。

19時まで
■第9投票所(三ケ原集会所)
■第10投票所(三田川第11区集会所)
■第11投票所(日尾集会所)
■第12投票所(長久保集会所)
■第13投票所(八谷集会所)
■第14投票所(上郷生活改善センター)
■第15投票所(両神下薄農民センター)
■第16投票所(両神農林センター)
■第19投票所(両神小森館)
18時まで
■第17投票所(両神上薄生活改善センター)
■第20投票所(両神第12区集会所)
17時まで
■第18投票所(旧両神小学校出原分教場)
■第21投票所(両神僻地保健福祉館)
※今回の選挙では、第4投票所が信濃石会館
から泉田会館へ変更しています。

　インド生まれの山内サリタさんは、昨年7月に、兵庫県神戸市から
移住してきました。これまで、インドネシア、マレーシア、大阪など、
様々な地域での居住経験があるそうですが、現在、小鹿野町でどの
ような活動をされているのでしょうか。
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　平成30年4月から公共交通機関を利用して通学する高校生等の皆さんに、「通学定期券」
購入費用の一部を補助しています。
　対象となる交通機関は小鹿野町営バス、西武観光バス(株)、秩父鉄道(株)及び西武鉄道
(株)等が運行する各路線です。
※高校生等とは、高等学校生、中学校卒専門学校生及び5年制の高等専門学校生であって
学年が3年生までの人です。

申請をお忘れなく!
平成30年度分高校生等通学定期券購入費補助制度
申請をお忘れなく!
平成30年度分高校生等通学定期券購入費補助制度
申請をお忘れなく!
平成30年度分高校生等通学定期券購入費補助制度
申請をお忘れなく!
平成30年度分高校生等通学定期券購入費補助制度

対象●町内に住所がある高校生等又は県立小鹿野高校
に通う生徒で、同種の補助制度がない市町村に住所のあ
る人
補助金額●通学定期券購入費の半額(100円未満切捨
て)とし、月額3,000円を限度とします。
申請●30年度分は、3月29日(金)までに住民課子育て
包括支援室に申請してください。※土・日・祝日を除く。

≪申請の際に必要なもの≫
①補助金交付申請書兼請求書
②学生証の写し
③通学定期券の写し(平成30年4月～平成31年3月分)
④領収書もしくはそれにかわるもの
⑤印鑑

町長の見て・聞いて・話して
　第12回の事業所訪問は、1月16日に中山工業株式会社
を訪問し、中山透社長にお話を伺いました。
　中山工業株式会社は食品容器製造を主体とする本社工
場(三芳町)と医薬品製造及び充填加工の受託を行う小鹿
野工場を持つ全社員100人の企業です。
　昭和22年(1947年)、先代の祖父が戦後の東京都大田
区蒲田で合成甘味料の製造販売業として創業し、その後、
大手製薬会社の洗剤や消臭剤の家庭用品製品の受託製
造をしたことが前身となり、現在の事業につながっている
とのことでした。
　平成22年(2010年)、西秩父商工会で小鹿野町の空き
工場の紹介を受けたこと、小鹿野町の人材の技術力の豊
富さ、ものづくりのレベルの高さ等に惹かれたことから、小
鹿野町で事業をはじめるきっかけとなり、9年目を迎えまし
た。この春からは、大手除湿剤メ－カ－からの受注製品の増
産に伴い、泉田地区に工場を増設しました。
　案内していただいた小鹿野工場は、芝生の手入れの行
き届いた広い敷地(10,649㎡)で、主に使い捨てカイロ、ト
イレタリ－商品等の作業工程がスピ－ディに行われていま
した。機械工具の調整は経験者により緻密に行われ、次世
代の社員へ技術力の継承を惜しみなく伝えていこうとして
いました。

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.12 ～

「中山工業株式会社」
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。

　常に、顧客の立場に立ち、「顧客の満足度」を企業理念に
掲げ、創業から積み重ねた長きに亘る経験を糧に、他社と
の異なる技術に自信を持ち、社員とともに独自の技術力を
活かしたものづくりに取り組む企業であると感じました。
わが社の主力製品
　本社工場は、主に加工食品容器、乳製品容器、菓子冷凍
類容器、医薬品容器、産業資材容器などの食品・医薬品容
器の製造を主体としています。
　小鹿野工場は医薬品からトイレタリ－商品の受託製造
が主体で、使い捨てカイロ、ペット用品、家庭用園芸肥料な
どお客様のニーズに応える製品を常に提供しています。
ここに自信あり
　昭和40年から複合素材による組合せや、異なる加工方
法での組合せにより他に類を見ない独自の高性能容器の
開発を行い、また、本社と小鹿野工場の加工技術で、川上
産業から川下産業まで一貫性によるトータルな生産技術
がお客様から厚い信頼を得ています。

中山社長(左)

ちみつ

会社概要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　中山  透
100名
1947年
本社：入間郡三芳町竹間沢402
小鹿野工場：小鹿野町小鹿野580
秩父工場：小鹿野町下小鹿野895
小鹿野工場：0494-75-4880

会社概要

　ある数値の報告を受け強い
ショックを受けました。それは平
成30年(1月から12月)の1年間
の小鹿野町での出生者数が
38人であったことです。過去3
年間のそれが40人台で推移し
ておりましたが、30人台に突入
してしまったことは非常に厳し

い現実を突きつけられました。
　町では、様々な定住化対策、子育て支援対策などを
進めております。そのような中で、平成29年10月に町
役場の若手職員(概ね35歳以下、現在22名の職員)で
「小鹿野町若手職員おがの創生プロジェクトチーム」を
結成し、町の喫緊の課題である人口減少対策について
の事業提案、実施などについて横断的な組織体制で
取り組んでおります。
　若手職員の柔軟な新しい発想で「町民が住み続け
たいと思う町、町外の方が魅力を感じる町をつくるこ
と」を目標に活動を続けています。平成30年度は具体
的に次の4つの大きなテーマを設定し、班を編成して事
業を進めています。
①情報発信(小鹿野町の情報を町内・町外に発信する)
②付加価値発見・創出(小鹿野町の魅力を再発見・新
しい魅力をつくる)
③産業振興・就労支援(町内で働くことを支援する)
④関係人口創出(継続的に町に関わる人をつくる)
　現時点での進捗状況は、

①情報発信班では、移住者(新規就農者)を対象とし
たインタビュー冊子を作成し、県農業大学校、農業関
連学部のある大学、県関連施設、農協、都内のふるさ
と回帰支援センターなどで配布いたします。また、イ
ンスタグラム写真展を開催し、入賞作品を広報紙や
町ホームページ等でお知らせいたします。
②付加価値発見・創出班では、フィルムコミッション
の確立のため、写真・動画撮影基礎講習会を開催し、
町ホームページでロケ誘致のための空き校舎の紹
介ページを作成中です。
③産業振興・就労支援班では、町内14事業所を掲載
した「事業所ガイドおがの」の冊子を作成し、1月13日
の町成人式や小鹿野高校2年生に配布いたしました。
今後も継続して記事募集を行い、掲載事業所の充実
を図ります。
④関係人口創出班では、旅館業者へ体験プログラム
やアンケートに関するヒアリング調査を実施し、体験
プログラム一覧を作成いたします。
　このように若手職員プロジェクトチームでは、自分の
仕事をしながらそれぞれの分野で研修や実地調査な
どを行いながら事業を展開しております。町民の皆様も
是非、若手職員のこのような活動に対しご協力を賜り
たいと存じます。また、町としても若手職員が将来の小
鹿野町を背負って立てるように育成に努めてまいりま
す。

小鹿野町長　森 真太郎

小鹿野町若手職員おがの創生
プロジェクトチームについて

こんにちは。
町長です。

問合せ●小鹿野庁舎・住民課 子育て包括支援室☎75-4101

本社工場(三芳町)
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　町では、経済的な理由等により就学が困難な学生を対象に、無利子で奨学資金の
貸し付けを行っています。

対象●次の3つにすべて該当する人
①小鹿野町に住所がある人
②酸素濃縮装置を使用する在宅酸素療法を受けていて、
酸素濃縮装置を常時使用している人
③施設等に入所していない人
補助額●月額1,500円(9月と3月の2回に分けて支給し
ます。）

申請方法●次の書類に記入し押印のうえ、福祉課に申請
してください。
■補助金交付申請書
■酸素濃縮装置使用証明書(酸素濃縮装置の業者が記
入したもの)
■在宅酸素療法受診証明書(医療機関が記入したもの)
補足事項●毎年(年1回)申請が必要です。

福祉課から各種補助のお知らせ福祉課から各種補助のお知らせ福祉課から各種補助のお知らせ福祉課から各種補助のお知らせ どうぞご利用ください
小鹿野町奨学資金貸付制度
どうぞご利用ください
小鹿野町奨学資金貸付制度
どうぞご利用ください
小鹿野町奨学資金貸付制度
どうぞご利用ください
小鹿野町奨学資金貸付制度

身体障害者手帳

療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
障害児(18歳未満)

対象区分 等級等 本人 家族
所有者及び運転者

１・２・３級
下肢・体幹障害
視覚障害
Ⓐ ・ A ・ B
１級
等級は問わない

○
○
○
○
○
○※

×
×
○
○
○
○

対象●高校・各種専修学校・短大・大学に在学又は入学予
定の人
貸付金額●【高校】月額1万円以内　【その他】月額3万
円以内
貸付期間●在学期間
受付期間●4月3日(水)～12日(金)

申請書配布●3月11日(月)から小鹿野庁舎・総務課、両
神庁舎・おもてなし課、両神ふるさと総合会館・学校教育
課で配布します。
申込＆問合せ●両神ふるさと総合会館・
　　　　　　　学校教育課
　　　　　　　☎79-1201

問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

　1月は行く、2月は逃げるとはまさ
に言い得て妙。あっという間に3月
ですね。春も少しずつ近づいてきま
した。「暖かくなってきたら運動しま
す」とおっしゃっていた皆さん。そろ
そろですよ。

　さて、今回は「糖尿病と診断されたら」のテーマで解説
していきましょう。といっても、すぐに薬の話になるのではあ
りません。糖尿病の治療には、食事療法、運動療法、薬物
療法と大きく3つに分けられます。また、治療の目標は何よ
り合併症を防ぐこと、そして健康な人と同じような日常生
活を送り、健康な人と同様の寿命を全うすることです。です
のであわてないでください。むしろ糖尿病と診断されてよ
かった、このまま放っておいたら大変だった、と前向きに
考えましょう。

　まずは、糖尿病の程度がどのくらいかということから判
断していきます。その指標になるのが、前回も少し取り上げ
たHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)です。
　下の表からわかるように、まずは合併症予防の観点か
らHbA1c＜7.0を目標にします。覚えやすくするために、体
温でイメージするといいかもしれません。熱が37℃以上な
ら気を付け、38℃以上になるとしっかり治療する、という感
じでしょうか。ただし、年齢や薬の副作用などを考慮して、
少し甘くしたり、厳しくしたりすることはよくあります。特に高
齢の方は低血糖による副作用の危険性が高まりますの
で、緩やかに治療することもあります。細かいことは主治医
に相談してください。
　次回は具体的な治療について解説してきます。

生活習慣病について⑪　　糖尿病と診断されたら 小鹿野中央病院長　内田　望気 になるつぶやき
内田の

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

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

対象経費●
■難病の治療のため通院する場合の交通費
■通院の際に、介護が必要な場合は介護者の交通費
※福祉タクシー利用料金助成又は心身障害者自動車燃
料費給付を受けている場合は対象となりません。

対象期間●平成30年10月1日(月)～平成31年3月31日(日)
申請方法●4月19日(金)までに、印鑑、指定難病医療等
の受給者証、本人名義の通帳をお持ちのうえ、福祉課に
申請してください。

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

※免許がある場合

※福祉タクシー利用料金助成又は
難病患者通院交通費補助を受けて
いる場合は対象となりません。

対象燃料費●給付申請後、給付資格認定された月以降
の燃料費
給付額●1ℓ当たり50円(自動車30ℓ／月まで、バイク5ℓ
／月まで）
申請方法●印鑑、運転免許証、車検証、障害者手帳、本人
名義の通帳をお持ちのうえ、福祉課に申請してください。

※これまでに申請済みの人(給付している人)は、
既に送付している給付請求書用紙に給油時の領
収書等を貼付し、4月5日(金)までに、福祉課に提
出してください。

各種補助に関する申請書等は、福祉課に用意してあります。

▲平成31年1月29日入札分

事業名　　　　　　　　   　事業場所等　　　  契約額　　　　  　　落札者　　　　　 　  　 　 履行期間
境界確認申請書等電子化業務委託
小鹿野町データ転送機器購入及び
著作物使用・保守事業

小鹿野町全域
小鹿野町役場
小鹿野庁舎

株式会社千島測量設計
藤田ソリューション
パートナーズ株式会社

～平成31年3月22日
～平成31年3月25日

（保守契約期間：5年間）

1,404,000円

3,750,840円

◆　◆　◆ 入札結果のお知らせ ◆　◆　◆ ※金額は、消費税込

■血糖コントロール目標

目標

HbA1c(％) 6.0未満 7.0未満 8.0未満

血糖正常化を目指す
際の目標(注1)

合併症予防のため
の目標(注2)

治療強化が困難な
際の目標(注3)

コントロール目標値(注4)

治療目標は年齢、罹病期間、臓器障害、低血糖の危険性、サポート体制などを考慮して個別に設定する。

(注1)　適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合、又は薬物療法中でも低血糖などの副作用なく達成可能な場合
の目標とする。

(注2)　合併症予防の観点からHbA1cの目標値を7％未満とする。対応する血糖値としては、空腹時血糖値130㎎/dL未満、
食後2時間血糖値180㎎/dL未満をおおよその目安とする。

(注3)　低血糖などの副作用、その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする。
(注4)　いずれも成人に対しての目標値であり、また妊娠中は除くものとする。 (日本糖尿病学会ホームページより)
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　精神障害は心の病気です。精神障害のある人は、対人関係が苦手だったり、ストレスに弱いこと
などから、社会生活への適応に苦労しています。職場や地域社会で周りの皆さんにも理解を深め
てもらうための研修講師を派遣します。ぜひお申し込みください。（講師派遣料無料）

『児童扶養手当』が年6回払いになります『児童扶養手当』が年6回払いになります『児童扶養手当』が年6回払いになります『児童扶養手当』が年6回払いになります

対象●企業、NPO、サークル、学校、官公庁など概ね10
人以上の受講が見込まれる団体
講師●医療法人全和会 生活支援センターアクセス、
秩父当事者会モンベール
所要時間●30分～1時間程度　※申し込みされた団体
様に会場のご提供をお願いします。

申込＆問合せ●申込用紙に必要事項をご記入のうえ、実
施予定日の45日前までにお申し込みください。申込用紙
は、福祉課に用意してあります。
保健福祉センター・福祉課☎75-4109

平成31年4月より
産前産後期間の国民年金
保険料が免除されます!

平成31年4月より
産前産後期間の国民年金
保険料が免除されます!

平成31年4月より
産前産後期間の国民年金
保険料が免除されます!

平成31年4月より
産前産後期間の国民年金
保険料が免除されます!

　出産予定日又は出産日が属する月の前月から4カ月間
の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、
出産予定日又は出産日が属する月の3カ月前から6カ月
間が免除されます。
　免除となった期間は、保険料を納付したものとして老
齢基礎年金の受給額に反映されます。また、この期間は
付加保険料を納付することができます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産で死産、流産、
早産の場合も含みます。
対象●「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年
2月1日以降の人
申請●出産予定日の6カ月前から申請可能です(出産後
でも可)。なお、申請は平成31年4月からです。
提出先●秩父年金事務所又は小鹿野庁舎・住民課へお願
いします。なお、申請書は各提出先に用意してあります。
問合せ●秩父年金事務所国民年金課☎27-6560
※音声ガイダンス「2」→「2」(平日8:30～17:15）

『パパ・ママ応援ショップ
優待カード』が新しくなります
『パパ・ママ応援ショップ
優待カード』が新しくなります
『パパ・ママ応援ショップ
優待カード』が新しくなります
『パパ・ママ応援ショップ
優待カード』が新しくなります
　18歳までの子ども、又は妊娠中の人がいる家庭でご
利用いただいている「パパ・ママ応援ショップ優待カード」
は、本年3月末日をもって有効期限が満了となります。新
しい優待カードは、小鹿野庁舎・住民課で3月13日(水)か
ら配布します。また、県公式スマートフォンアプリ「まいた
ま」内の「パパ・ママ応援ショップサブアプリ」からも新しい
カードを入手することができます。ぜひご利用ください。
対象●18歳に達して最初の3月31日を迎えるまでの子
ども(県内在住、在園、在学のいずれか)又は妊娠中の人
がいる世帯

問合せ●小鹿野庁舎・住民課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101

　児童扶養手当法の一部改正に伴い、2019年11月分の児童扶養手当より支払回数を
「4カ月分ずつ年3回」から「2カ月分ずつ年6回」に変更されます。

※支払月が変わる2019年11月の支払は、同年8月～10月の3カ月分、
これ以降はそれぞれ2カ月分が支払われます。

⬆県公式スマートフォン
　アプリ「まいたま」へ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
支払 支払

現況届
支払
※

■支払スケジュール2019年(平成31年)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
支払 支払 現況届 支払

2020年

支払 支払 支払

詳しくはコチラを
ご覧ください。➡
(厚生労働省HPより)

問合せ●小鹿野庁舎・住民課 子育て包括支援室☎75-4101

「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●3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）
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

平成31年3月 税の申告受付日程平成31年3月 税の申告受付日程平成31年3月 税の申告受付日程平成31年3月 税の申告受付日程

精神障害者に対する理解を深める研修を行いませんか？精神障害者に対する理解を深める研修を行いませんか？精神障害者に対する理解を深める研修を行いませんか？精神障害者に対する理解を深める研修を行いませんか？

　横綱白鵬・鶴竜を筆頭に日本相撲協会総勢約280人の関取衆が秩父に大集結します。
　本場所さながらの迫力ある取組や、巡業ならではの朝稽古、初切など、どうぞお見逃
しなく。

大相撲夏巡業『秩父場所』開催決定!大相撲夏巡業『秩父場所』開催決定!大相撲夏巡業『秩父場所』開催決定!大相撲夏巡業『秩父場所』開催決定!

期日 該当地区 受付会場
受付時間

午前

9:00～11:30

小鹿野文化センター

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

1日(金)
4日(月)
5日(火)
6日(水)
7日(木)
8日(金)
10日(日)
11日(月)
12日(火)
13日(水)
14日(木)
15日(金)

13:00～16:00

9:00～11:30 13:00～16:00

9:00～12:00 13:00～15:00

9:00～12:00 午後はありません

午後

３月

※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。

問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125

日時●8月7日(水)8:00開場　15:00打出し（終了）
場所●秩父市文化体育センター
チケット料金●
タマリ席S(記念座布団付)　14,000円/人～
2階指定A席　6,000円/人
飲食・土産セット　4,000円/人

＜チケット販売＞
■先行発売(1日限り直接販売のみ)
日時●3月24日(日)10:00～15:00
場所●矢尾百貨店5階トラベルサロン
■一般販売
期日●4月14日(日)より販売予定
場所●チケットぴあ・ローソンチケット・イープラス・矢尾
百貨店5階トラベルサロンほか

問合せ●大相撲秩父場所実行委員会フリーアクセス
　　　　☎0800-800-1000（平日10:00～17:00）

8月7日
水

広報おがの インフォメーション
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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 ①3/8㊎　②3/13㊌

１０：００～１１：３０

３/１５㊎
９:４５～１２：００
※申込締切３/５㊋

お別れ会＆観劇会
対象●０歳からのお子さんと保護者
４月から幼稚園や保育所に入るお友達とのお別れ会や子育てサークルの出し物やひと
りひとりが大きくなったことをお祝いして「ほ・ほ・ほ・の時間」の観劇会を行います。大
勢のお友達が来てくれるのを待っています。

3/19㊋
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）
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

▶問合せ／中央公民館 ☎75-0063結婚相談

上原和代さん
髙岸友行さん
北ヱイ子さん

3月13日（水）
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

3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。

①3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

4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

相談員　　　　　　  日時　　　　　　　 会場

▶問合せ／保健福祉センター ☎75-4109心身障害者福祉相談

心身障害者
相談員

3月22日(金)
13：00～15：00

小鹿野
文化センター

※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／3月18日（月）14：00～
■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／3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

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）

3/20㊌ 　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

3/７㊍
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。

ランチタイム 3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。

日曜開放(試行) 日曜開放　3/３、１０、１7、２４　
９：００～１６：００

対象●小学生までのお子さんと保護者
小学生のお子さんの利用については、事前に必ず子育て支援センターに連絡をお願いします。

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

毎週月曜日
A3/4　B3/11　C3/18
D3/２5　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離乳食(管理栄養士) C赤ちゃんとのかかわり方（保育園長） D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

3/5㊋  ９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

3/12㊋  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

3/14㊍  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

３/６㊌
１０：２０～１２：００

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

ベビーマッサージ
講師：川田ひかりさん

3/11㊊   ①9:40～12:00　
②13:00～　③14:00～

対象●就学前のお子さんと保護者
転びやすい、ハイハイしない、落ち着きがない等、相談してみませんか。①遊びの中で相
談　②③ゆっくりと個別相談

わいわい相談会
理学療法士

※申込期限に注意してください。３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)
大谷津医院(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)
みなのハートクリニック(内・循)
※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)
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)

熊木町
阿保町
熊木町
小鹿野町
熊木町
皆野町
熊木町
相生町
熊木町
小鹿野町
熊木町
小鹿野町

23-8561
22-6329
23-8561
75-2332
23-8561
62-7878
23-8561
26-7001
23-8561
75-2332
23-8561
75-2332

3日㊐

10日㊐

17日㊐

21日㊗

24日㊐

31日㊐

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

3日㊐
10日㊐
17日㊐
21日㊗
24日㊐
31日㊐

皆野町
和泉町
桜木町
桜木町
皆野町
桜木町

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

医療機関名

休日急患
当 番 医

平 日 夜 間
小児初期救急

秩父保健所からの
お 知 ら せ

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

岩田明子さん
常木修一さん

4月17日（水）
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！

▲歌に合わせて親子で
ふれあい遊び。

　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。

1歳児もサーキット遊び。斜面を
登るのも上手だね！
▼

◀おはなし会では、
小さい子も興味を
持って絵本を見て
います。

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

※結果は1週間後に来所いただきお伝えします。

◀豆まき会で、お花紙をクシャクシャ
にして鬼のお面を作りました。似合
うでしょ！

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！



東京都港区との
交流記録

木魂神社節分祭　2/3(下小鹿野)

橋詰のドウロク神焼き　
1/19(河原沢)

尾ノ内氷柱交流会
1/27(河原沢)

文殊様の天気占い
2/11(伊豆沢)

フォト
ニュース

小鹿野

港区「AZABU  WORLD  FESTA」
1/26(麻布総合支所・区民センター)
歌舞伎体験を通した交流を行いまし
た。
写真提供：山口清文さん(町広報大使)

■占い結果(月は旧暦)
1月●　  2月○　  3月○　  4月○
5月●　  6月●　  7月●　  8月●
9月○　10月●　11月●　12月○
○…晴れ　●…雨

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.21VOL.21

畑を借りて畝つ
くり中!
春にはダリア栽
培を開始します。
(沢田)

人生初の尾ノ内氷柱
を視察(片桐)

持ち運び用のカラ
スよけネットを製
作しました。(星)

学校給食にえごま
を使っていただき
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 ･ 工藤 エレナ

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　　　  くどう

　両神薄の薬師堂は、平安時代に弘法大師が創建したと伝えら
れ、秩父地方の内外から民衆の熱心な信仰を集めてきました。しか
し、武田信玄の秩父侵攻による永禄十二年(1569)の戦火で消失
したといわれます。
　薬師信仰を重んじた鉢形城主の北条氏邦は、鉢形城近くの賓
頭廬堂を薄の地に移築したと伝えられています。また、氏邦と家臣
団は薬師如来坐像をはじめ、脇侍仏に日光菩薩・月光菩薩、十二
神将を奉納しました。十二神将には墨書銘が残されており、いつ、だ
れが奉納したかわかる貴重な歴史史料です。
　このような歴史史料を研究している秩父歴史研究会「北条氏邦
の鉢形領を支えた人びと調査研究部会」による第2回調査研究発
表会が、３月２４日に秩父市歴史文化伝承館で開催されます。
　当日は、薄薬師堂十二神将の墨書、吉田家文書等の小鹿野町
に関わる発表も行われます。どうぞご参加ください。

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.11

◆鉢形領を支えた人びとの調査研究発表会

工藤 エレナさん（30歳）
くどう

総合政策課

新隊員の
紹介

「モスクワ生まれ・会津育
ち。夫と子供の三人で小
鹿野町へ！移住&子育て
の情報発信を行います。
よろしくお願いします。」
＊ブログを始めました＊

検索おがの徒然日誌

ほうじょううじくに

ずるどう

ぼくしょめい

びん

港区立南山小学校
歌舞伎体験授業
2/8(港区立南山小学校)
3年生30人が図工の授業で
歌舞伎の振り付けや化粧など
を学びました。

広報おがの 文化財•フォトニュース
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文 芸 の 窓文 芸 の 窓

　36回目の両神花卉共進会の開催に合わせ、両神花卉
生産組合の会員が丹精込めて育てた花卉を一般公開し
ます。色・姿はもちろん香りも楽しめます。ぜひ、ご来場く
ださい。

　川口市(両神薄出身)の黒澤正さん(院展・特待)と下小
鹿野の小菅光夫さん(主体美術会員)から絵画を寄贈い
ただき、町から表彰状をお渡ししました。
　絵画3点は、小鹿野文化センターに展示しました。

■黒澤正 画「冬華」150号(1991年)
■小菅光夫 画「鉄砲まつり」150号(2003年)
　「青砥稿花紅彩画(浜松屋見世先之場)」50号(1999年)

※
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

12月
17日
23日
28日
29日
30日

飯田
小鹿野
下小鹿野
両神小森
藤倉

小鹿野
1月
15日 関根 陽翔(祐二)

はると

ご出産おめでとうございます。
《1月中の届出（　）は保護者・敬称略》

《1月中の届出・敬称略》
お悔やみ申し上げます。

祝悼

小
鹿
野
俳
句
会

ふ
る
里
の
大
名
行
列
息
白
し

大
寒
に
ま
け
じ
と
老
の
揉
手
か
な

若
菜
摘
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置
き
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所
今
年
ま
た

寒
念
仏
の
遠
ざ
か
り
ゆ
く
闇
深
し

常
木
き
く
代

井
上
　
實
成

斉
藤
　
富
惠

岩
崎
　
李
華

受賞おめでとうございます 第68回関東東海花の展覧会受賞おめでとうございます 第68回関東東海花の展覧会

おめでとうございます
第22回図書館を使った調べる学習コンクール
おめでとうございます
第22回図書館を使った調べる学習コンクール

我が家の

人権擁護委員が委嘱されました人権擁護委員が委嘱されました

第36回両神花卉共進会第36回両神花卉共進会 絵画を寄贈いただきました絵画を寄贈いただきました

簡単な手話を覚えましょう【第6回】簡単な手話を覚えましょう【第6回】

黒沢 ヨシ子(71)
小林 てい(96)
山中　 誠(64)
山中 孝一(75)
髙橋 カク(83)

1月
7日
8日
9日
10日
11日
11日
14日
15日
20日
24日

両神小森
藤倉
小鹿野
小鹿野
河原沢
下小鹿野
両神薄
般若
長留
三山

守屋 治郎(90)
神原千代子(63)
坂本 榮藏(89)
坂本 信好(74)
岩﨑みなべ(101)
野口 トヨ(86)
浅賀 利治(85)
坂本 正夫(87)
神林 テル(92)
黒沢　 一(93)

『卒業式』

河原沢
山口勝博さん・道子さん

さくらちゃん

両手を揃えて上げる。
(卒業＝卒業証書を受け取る様子)

指先を上に向けた両手
の指を同時に前に下げる。
(式＝人が並んであい
さつをする様子)

　人権問題について皆さんの相談相手となる人権擁護委員とし
て、両神薄の岩田明子さん(再任)が、平成31年1月1日付けで法
務大臣から委嘱されました。
　人権擁護委員は、町民の中から町長が推薦した人を法務大臣
が委嘱する民間のボランティアで、人権相談や人権尊重のため
の啓発活動などを行っています。
　なお、相談日は広報の定期無料相談ページ(今月号は14ペー
ジ)に掲載していますのでご確認ください。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

　2月1日から3日まで東京都豊島区の池袋サンシャインシティ
文化会館で行われた「第68回関東東海花の展覧会」枝物部門
において、根岸正一さん(両神薄)の『啓翁桜』が金賞(農林水産
大臣賞)を受賞されました。
　また、新井安夫さん(両神薄)の『啓翁桜』が銀賞『ソナレ』が
銅賞を受賞し、黒沢啓作さん(両神小森)の『オカメザクラ』、黒
沢智行さん(両神小森)の『クロモジ』もそれぞれ銅賞を受賞され
ました。
　この展覧会は、国内最大規模の花のイベントで、花に対する理
解を深め、一層の消費拡大を図ることを目的に毎年行われている
もので、今回は埼玉県が8年ぶりの当番県として開催しました。

金賞(農林水産大臣賞)  根岸 正一さん

銀賞・銅賞  新井 安夫さん
銅賞  　　  黒沢 啓作さん  黒沢 智行さん

根岸正一さん(右)と
奥様の篤惠さん(左)

金賞(農林水産大臣賞)を
受賞した『啓翁桜』

日時(一般公開)●3月9日(土)10：00～17：00
　　　　　　　　  10日(日)10：00～14：00
場所●道の駅・農林産物直売所隣り「無料休憩所」
※展示品の花卉の予約も行います。引き取りは、10日
(日)14：00以降となります。
問合せ●両神庁舎・産業振興課79-1101

　「第3回小鹿野町図書館を使った調べる学習コンクール」
の優秀作品2点を全国コンクール(応募総数107,708点)へ
推薦した結果、次の賞を受賞しました。
全国コンクール『調べる学習部門』小学生の部
奨励賞(低学年) 「この足あとだれの!?」
　長若小学校  1年　笠原　葵さん(写真左)
優良賞(中学年) 「田んぼにひょっこりホウネンエビ」 
　小鹿野小学校  4年　守屋 恒輝さん(写真右)

もうすぐ1歳！

毎日元気に遊んでますもうすぐ1歳！

毎日元気に遊んでます

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●①3月13日（水）、20日（水）14:00～15:00
　　　②3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●3月14日(木)、15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●3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●3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
■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●3月25日（月）15:00～16:30
場所●いきいき館　
対象●30歳～70歳未満の町民　定員●6人
内容●血管年齢測定、結果説明
※動脈硬化、脳血管疾患、心臓病などの持病がある人は、測
定できません。

Hm1

Hm1

Hm1

Hm1

3月は自殺対策強化月間です。

「ゲートキーパー」についてご存知ですか？
3月は自殺対策強化月間です。

「ゲートキーパー」についてご存知ですか？
　ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を
聴いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。
　自殺は、さまざまな悩みや問題をひとりで抱えているうちに

心理的に「追い込まれた末の死」と考えられています。悩みを抱えている時に、手を
差し伸べ、気持ちを受け止め、専門家につないで、追い込まれた状態を改善できれ
ば、自殺を防ぐことができます。大切な人が悩んでいることに気づいたら、勇気を出
して声をかけてみましょう。

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●3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●3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？

　講習会を受けていただき、安全に器具等を使い自分に合っ
た運動をお勧めします。
日時●3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。　

いきいき館利用のための初回講習会

　初回講習会を受講した人は、受講証明書を持ってご利用く
ださい。
日時●毎週火・水・木曜日(祝日を除く)
17:30～21:00（最終入館20:30まで）
※3月の開放日は、5日、6日、7日、12日、13日、14日、19日、
20日、26日、27日、28日（14日、28日は運動教室有）

いきいき館夜間開放日

　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合う会です。
日時●3月19日（火）10：00～12：00
場所●児童館
対象●認知症の人を介護している、していた家族
申込●電話でお申し込みください。

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●3月7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●3月20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●3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～

　秩父郡市医師会では、平成31年4月から休日診療所の診療時間を次のとおり延長し
診療体制を充実します。

4月から医師会休日診療所(熊木町)の診療時間が延長されます

Hm1

Hm1

日時●3月19日(火)受付13:00～13:50
場所●児童館
該当児●①平成29年8月～9月生まれ(1歳6カ月児)
　　　　②平成29年2月～3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●3月8日(金)受付13:00～13:50
場所●児童館
該当児●平成27年10月～12月生まれ
※検尿・視聴覚のアンケートを行います。用紙は事前に配付し
ますので健診時にお持ちください。

3歳児健診

日時●3月18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30年3月、6月、9月、12月生まれ
〔予防接種〕平成30年9月生まれと3月17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（オレンジ色）
をご確認ください。
条件●景品と交換するには、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)

　4月から国保町立小鹿野中央病院での受診を希望する人
は、保健課窓口に印鑑を持参し、お申し込みください。

人間ドックの申込みについて

私にも　できる声掛け　よりそう気持ち
いのちの大切さに関する標語　一般の部優秀賞

何か悩んでいるの？
よかったら聞かせて。

変更前●10:00～17:00
　⬇
変更後●9:00～18:00(4月から)

※症状が比較的軽いと思われる人は、休日診療所又は
在宅当番医をご利用ください。
【関連】
休日診療所については、医療・無料相談ページ（今月号は14
ページ）をご覧ください。

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

20 21

保健•福祉 広報おがの



平成31年度(第16期生)
秩父農業福祉会  野菜栽培教室

●ウマとのふれあいコーナー
日時　3月10日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　子供の広場
費用　乗馬体験500円/人
※事前申込不要
●プリザーブドフラワー教室
日時　4月21日(日)13:00～15:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　2,500円　定員　20人(抽選)
締切　4月5日(金)必着
※剪定はさみを持参ください。
申込&問合　往復はがきに参加イベ
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

●秘境の作物「中津芋」栽培体験(植付編)
日時　4月14日(日)10:00～13:00
(7月7日(日)の収穫編の全2回)
内容　奥秩父・中津川特産「中津芋」
の栽培体験。今回の植付編と次回の
収穫編の全2回です。(収穫時に1組・

彩の国ふれあいの森のイベント

イ ベ ン ト

募  集

案  内

　中高年者が年間を通じて野菜作り
(約30種)を学ぶための実習教室です。
場所　大野原秩父市場横の圃場
時間　平日14:00～16:00(年間約
40回)
募集人員　15人
費用　5,000円(年会費)
申込　3月22日(金)、23日(土)10:00
～15:00に秩父市影森公民館(☎
22-0777)へ年会費を添えてお申し
込みください。
問合　☎24-7844(黒澤／18:00以降)

●親子で楽しむ早春の自然体験キャンプ
日時　3月9日(土)11:00～10日(日)
12:30　
場所　大滝げんきプラザ 集合
内容　そば打ち体験、ネイチャーク
ラフト、草木染め体験
対象　幼児、小・中学生とその家族50人
費用　4,000円程度
●秩父ミューズパーク　百花繚乱　
梅園ハイク(ハイキング道6km)
日時　3月14日(木)9:40～15:00
場所　西武鉄道「西武秩父駅」集合
内容　秩父札所、武甲見広場を経て
ミューズパークの梅園を巡ります。
対象　一般20人　費用　無料
●スターウォッチング
日時　3月9日(土)、16日(土)18:30
～20:00
場所　大滝げんきプラザ
内容　口径400mmの天体望遠鏡で
春の星座を観察します。
対象　一般　　費用　無料
申込＆問合　いずれのイベントも3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

大滝げんきプラザのイベント

日時・場所　3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

　自然エネルギーを活用した様々な
取組が日本の各地域で始まっていま
す。秩父地域の皆さんと共に自然エ
ネルギーの地産地消、自然エネル
ギーの未来について一緒に考えてみ
たいと思います。
日時　3月24日(日)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　講演①　「再生可能エネル
ギーと地域経済」～エネルギーの地
産地消の具体化を目指して～
講師　鈴木悌介氏(エネルギーから
経済を考える経営者ネットワーク会
議代表理事）
講演②　「秩父新電力が創る未来」～
電力の地産地消　地方創生と地域活
性化を促す～
講師　秩父市長　久喜邦康氏(秩父
新電力(株)代表取締役)
定員　300人(入場無料)
問合　(一財)秩父地域地場産業振興
センター☎25-0088

東京大学秩父演習林で
ボランティア活動しませんか

　奥秩父山地の広大な森林、東京大
学秩父演習林で各種イベントなどを
サポートするボランティア組織「しおじ
の会」では、新しい仲間を募集します。
対象　18歳以上の健康な人で、講義
(必須)を受講し、2020年3月までの
ボランティア活動(主に平日に実施)
に5回以上参加できる人
講義　4月25日(木)10:00～17:00
(普通救命講習含む)
定員　5人(抽選）
受講料　3,000円程度(保険代、資料
代ほか)
締切　3月28日(木)必着
応募方法　「しおじの会ボランティア
希望」と明記し、住所・氏名・生年月日・
性別・電話番号・メールアドレス・FAX
番号を記入のうえ、メール又はFAX
でお申し込みください。
メール　supporter-chichibu@uf.a.
utokyo.ac.jp
FAX 0494-23-9620
問合　東京大学秩父演習林 しおじ
の会窓口☎22-0272
https://sites.google.com/site/s
hiojinokai/

日時　3月10日(日)11:00～15:00
場所　秩父ミューズパーク梅園、園内
内容　野点、綿菓子販売、そば打ち
実演・生そば麺販売、交通安全体験車
「サイトくん」体験　など
問合　秩父ミューズパーク管理事務
所☎25-1315

秩父ミューズパーク『梅まつり』

　約1500万年前に秩父に広がって
いた太古の海「古秩父湾(こちちぶわ
ん)」の地層をめぐるスタンプラリー
です。
　全6カ所のうち、3カ所のスタンプ
を集めるとオリジナル缶バッジが1つ
もらえ、すべて集めるとさらにもう1
つもらえます。さらに、すべて集めた
人の中から抽選(20人)で実物のサメ
の歯の化石(長さ約4cm)をプレゼン
トします。
開催期間　3月1日(金)～4月28日(日)
スタンプ設置場所
■前原の不整合(地層)
①道の駅みなの(皆野町皆野3236-35)
☎62-3501

■取方の大露頭(地層)
②吉田取方総合運動公園体育館(秩
父市下吉田427)☎なし
■ようばけ(地層)
③おがの化石館(小鹿野町下小鹿野
453)☎75-4179

■犬木の不整合(地層)
④小鹿野町観光交流館(小鹿野町小
鹿野314)☎なし
■新田橋の礫岩露頭(地層)
⑤横瀬町歴史民俗資料館(横瀬町大
字横瀬2000)☎24-9650
■県立自然の博物館(スタンプのみ)
⑥埼玉県立自然の博物館(長瀞町長
瀞1417-1)☎66-0404
※③⑤⑥は入館料がかかります。
※休館日や閉館後はスタンプは押せ
ません。
問合　埼玉県立自然の博物館
☎66-0407

「こちちぶわんスタンプラリー」開催

対象　4歳(年中)～12歳
入団金　2,000円(1年間)
参加費　1期(3カ月)／6,000円
受付日時　3月23日(土)15:00～
16:00

受付場所　皆野町勤労福祉セン
ター・会議室
問合　皆野町水泳スポーツ少年団
☎62-0516(団長 齊藤正雄)　

皆野町水泳スポーツ少年団
新団員募集

　2019年度の家庭用ごみカレン
ダーは、両面印刷となり4月～9月面
と10月～3月面になります。
　今後ともごみの資源化・減量化に
ご協力をお願いいたします。
問合　秩父広域市町村圏組合 業務
課☎23-2489

2019年度家庭用ごみカレンダーの
デザインを変更しました

エネルギーを地域で自給する
持続可能な街推進講演会
～エネルギーの地産地消～

日時　3月30日(土)10:00～14:00
（随時受付）
場所　ムクゲ自然公園
費用　駒打ち体験500円、お土産(原
木)付1,000円～
問合　秩父山里文化研究会☎62-1688

キノコの駒打ち体験

　賃貸住宅を退去する際の建物の原
状回復費用に関するトラブルでお困
りはありませんか。
日時　4月6日(土)、7日(日)10:00～
16:00
電話相談　☎048-838-1889(当日
のみ)

問合　埼玉司法書士会事務局
☎048-863-7861

敷金(賃貸住宅)トラブル110番

　ハローワーク秩父において、看護
師等を対象とした無料巡回就職相談
窓口を月1回開設しています。詳しく
は、お問い合わせください。
問合　埼玉県ナースセンター
☎048-620-7337

無料巡回就職相談窓口を開設中!!

日時●3月10日(日)
　　　10:00～15:00
場所●節分草園
　　　(両神小森・堂上)
入園料●中学生以上300円（20
人以上の団体は250円)がかか
ります。
問合せ●両神庁舎・おもてなし課
☎79-1100

節分草
　 まつり
節分草
　 まつり

5キログラム(見込み)お持ち帰りい
ただけます。)
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　4,000円／組(全2回分・各日
昼食付き)
定員　5組(1組4人まで・先着順)
締切　4月7日(日)
●豆腐作り体験
日時　4月27日(土)10:00～13:00
内容　県産大豆と奥秩父のおいしい
水を使用し、大豆本来の甘み・旨みを
味わえる手作りの木綿豆腐を作ります。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円／組(昼食付き)
定員　5組(1組2人まで・先着順）
締切　4月20日(土)
●南天山登山と滝を楽しむ
日時　4月29日(祝)9:00～15:30
内容　地元ガイドの案内により、奥
秩父でも人気がある南天山(標高
1,483メートル)を目指し、片道約3㎞
の登山です。
対象　高校生以上(満16歳以上)
費用　1,500円(保険料込み・木製
キーホルダープレゼント)
定員　10人(先着順)
締切　4月22日(月)
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/

　国道が横断する三田川地区では、三山
の新井　清さんを中心とした有志の皆さ
んが、少しでも交通事故防止のためにな
ればと、毎年、久月地内の国道脇に大き
な「凍結注意」の看板を設置しています。
　また、道路脇に融雪剤(塩化カルシウム)を置くた
めの台を設置し、凍結のおそれがあるときには、融
雪剤の散布にもご協力をいただいています。
　地元の人だけでなく、観光客等の車がたくさん
行き交う道路の「守りびと」として、交通安全の確保にご尽力されています。
　皆さんの活動に感謝申し上げます。

交通事故防止活動
道路の「守りびと」
交通事故防止活動
道路の「守りびと」
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