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3月1日現在　【世帯数】4,694世帯
　　　　　　【総人口】11,634人【男性】5,768人【女性】5,866人
2月中の異動　出生4人/死亡16人/転入7人/転出20人
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2019（平成31年）NO.163 広報おがの／平成31年4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3月15日現在）
貯水位　318.64ｍ
貯水量　5,811,400㎥
貯水率　56.7％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㎥

https://www.town.ogano.lg.jp/　ogano@town.ogano.lg.jphttps://www.town.ogano.lg.jp/　ogano@town.ogano.lg.jp

［マーク別会場案内］色文字：子育て支援センター事業/●児童館/▲子育て支援センター/◎保健福祉センター/■いきいき館/◆文化センター/★両神ふるさと総合会館/☆両神振興会館 

活生 カレンダーカレンダー

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

▲子育てサークル
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲開放
■開放日

▲開放

▲開放▲発育測定・誕生会
▲おはなし会(午後)
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲開放
◆バンビちゃんの会
■開放日

木魂神社例大祭
「お天狗様」(下小鹿野)

倉尾神社例大祭(藤倉)
大塩野八坂神社例大祭
(両神薄)

▲開放
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・講習会

▲開放

▲開放
■ヘルスアップ教室

公園で遊ぼう
(みどりの村)
▲開放
◎認知症相談日
◎ひきこもり相談
■開放日・講習会

清明

▲みんなでつくろう!
　こいのぼり
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

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

★図書館休館日

二子山開山式
◆さくら草展示会
　(～7日)

★おはなしの会

尾ノ内渓谷新緑まつり
（河原沢）

▲すくすく
　(ふれあい遊び)
▲お庭で遊ぼう
■ステップ体操

▲すくすく(計測)
▲開放
■ステップ体操

▲ふれあい遊び
●バランスボール
　教室
◆バンビちゃんの会
■開放日

▲てくてくじゃんぷ
●はぐくみ相談
■開放日
■体組成測定

▲子育て相談
▲開放
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲すくすく(離乳食)
▲開放

▲開放

▲開放

★図書館休館日

★図書館休館日 両神山開山式

▲開放

▲開放
■開放日

▲よちよち
◎こころの悩み
　何でも相談
■開放日

埼玉県議会議員
一般選挙

5月7日（火）までに
納めてください。

国民健康保険税　 随時
今月の納税今月の納税

国民の休日
八十八夜

憲法記念日 みどりの日

花まつり世界保健デー

みどりの月間 土用 穀雨

◆図書館分室休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

◆図書館分室休館日

◆図書館分室休館日

◆図書館分室休館日

◆楽しいおはなしの会
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◆結婚相談

小鹿野春まつり
(小鹿神社例大祭)

小鹿野春まつり
(小鹿神社例大祭)

養蚕神社例大祭（日尾）

オヒナゲエ（河原沢） 琴平神社例大祭（長留）

秩父大神社例大祭
「聖天様」（般若）

柏沢太々神楽（両神薄）

昭和の日 国民の休日 天皇の即位の日
メーデー

24
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第6回小鹿野スプリングカップ
少年野球大会　3/2、3
　小鹿野町総合運動公園野球場
(ほか3会場)で地元小鹿野カージ
ナルスジュニアをはじめ、県内の
強豪16チームが集結し2日間にわ
たり熱戦を繰り広げました。
　3月上旬のまだ肌寒い時期です
が、選手の子どもたちは寒さにも
負けない大きな声でグラウンドを
駆け巡っていました。

第6回小鹿野スプリングカップ
少年野球大会　3/2、3
　小鹿野町総合運動公園野球場
(ほか3会場)で地元小鹿野カージ
ナルスジュニアをはじめ、県内の
強豪16チームが集結し2日間にわ
たり熱戦を繰り広げました。
　3月上旬のまだ肌寒い時期です
が、選手の子どもたちは寒さにも
負けない大きな声でグラウンドを
駆け巡っていました。



●お試し居住住宅管理事業費（町での暮らしを体験するため松
坂団地内の医師住宅を活用しお試し居住を実施）

●移住就業支援金事業費（UIターンでの就業者に対し最大
100万円を助成、起業の場合は県より最大200万円追加）

●定住促進事業費（転入・新婚世帯への民間賃貸住宅家賃補
助、子育て世帯・二世帯住宅・中古住宅購入への補助等）

●Uターン奨学金事業費
　（金融機関と連携し奨学金利子の補助制度を創設）
●移住促進事業費
　（市街地への移住相談窓口設置、関係人口・交流人口の拡大）

主な新規事業等

平成31年度一般会計予算平成31年度一般会計予算（前年度比　０．7％減）

総額：７１億２千５百万円
（前年度比　０．7％減）

総額：７１億２千５百万円

　本町の財政は、たいへん厳しい状況ですが、町の最
大の課題である人口減少対策について、子育てしやす
い環境や住環境の整備、就労の支援などを行うととも
に空き公共施設の利活用、地域経済の再生など「文化
の香り高く、将来に躍動するまち」を実現するため、平
成31年度予算は、71億2千5百万円、前年度比較4千7
百万円の減となり、議会3月定例会で可決されました。

人口減少にまけない　小さくても輝き続けるまち

●中学生国際交流事業費
　（中学生の海外派遣事業への事前準備）
●小学校施設整備費
　（長若小学校図工室・保健室への空調設備設置等）
●歌舞伎のまちづくり事業費（文化センター2階の図書館分室
を歌舞伎等地域文化の情報発信スペースへ改修）

●文化センター施設整備費
　（舞台吊物改修・トイレの洋式化工事等）
●町営武道場維持管理費（空調設備の設置等）
●ふるさと総合会館維持管理費（図書館照明のＬＥＤ化等）
●学校情報システム基盤整備事業費（各学校パソコン教室の
パソコン入替）

かがやく未来へ　おがの人づくり

●消防施設備品購入費
　（第5支団第1分団の水槽付消防車の更新等）
●消防施設維持管理費（第5支団第1分団詰所建設工事等）
●防災行政無線維持管理費（防災行政無線のデジタル化工事
等）

●公衆便所維持管理費（腰ノ根・札所31番駐車場公衆便所の
改修工事、長若14区への公衆便所新設工事等）

●危険ブロック塀等除却事業費
　（危険ブロック塀の撤去等への補助）
●防犯のまちづくり推進事業費
　（交差点や通学路への防犯カメラの設置等）

快適で安心して暮らせる環境の整備

●子育て支援金給付事業費
　（第３子以降の出産に対しての支援金を５０万円に増額）
●プレーパーク事業費（子ども達が創意工夫して自由に遊べる
プレーパークの設置）

●母子保健費（不妊治療・不育症検査への助成や子育てアプリ
の導入による子育てサポート等）

●保育所維持管理費（小鹿野保育所の厨房改修等）
●検診費（後期高齢者・国民健康保険加入者への人間ドックの
補助を3万円に増額、がん検診の受診可能な医療機関の拡
大等）

●予防接種費（麻疹・風疹予防接種への補助等）

すべての世代に配慮された社会保障の充実

●創業・起業資金対策事業費
　（起業にあたっての借入に対する利息の補助制度の創設）
●クライミングによるまちおこし事業費（旧埼玉県山西省友好
記念館を新たにクライミング施設として活用）

●企業支援事業費（ＩＴ技術のセミナー開催やＩＴコーディネー
ターによる企業支援）

●地域商社事業費
　（観光施設の運営等も含め地域商社設立の検討）
●森林環境税運用事業費（森林環境譲与税を活用しウッドス
タートや都市との交流事業の環境整備等）

本町の自然や特性を活かした地域経済の創生

　以上が、平成31年度予算の主な新規事業等です。
町の多岐にわたる事業に果敢にチャレンジし、課題の
解決にむけてはスピード感のある事業執行、迅速かつ
にこやかに、また効率よく諸課題に挑んでいきたいと存
じます。
　今後とも、温かいご支援とご協力を賜りますよう、心
からお願い申し上げます。

小鹿野町長　森  真太郎

会計名 平成31年度予算（千円） 平成30年度予算（千円） 前年度比(%)
国民健康保険特別会計  
後期高齢者医療特別会計  
介護保険特別会計  
浄化槽設置管理等特別会計  
病院事業会計  
国民宿舎事業会計  

1,333,235
295,067
1,671,236
134,000
1,606,443
245,705

1,423,947
293,718
1,690,123
134,600
1,539,915
275,108

△ 6.4
0.5

△ 1.1
△ 0.4
4.3

△ 10.7 

歳入 歳出

起債残高 基金残高

特別会計・事業会計

使途の明確化が必要な財源の充当

一般会計
歳入

(単位:千円)

一般会計
歳出

(単位:千円)

地方交付税
2,620,000 
37%

民生費 
1,938,986 
27%

総務費 
889,640 
13%

衛生費 
839,778 
12%

教育費 
816,114 
11%

教育費 
816,114 
11%

公債費 
791,137 
11%

消防費 
669,878 
9%

商工費 
442,185 
6%

土木費 
351,488 
5%

農林水産業費
253,972 
4%

議会費　75,171　1%
その他
56,651 
1%

町税 
1,262,382 
18%

町債 
1,010,800 
14%

国庫支出金 
387,979 
5%

県支出金 
359,199 
5%

使用料及び
手数料 
186,393
3%

諸収入
152,872 
2%

その他
1,145,375 
16%
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2,494
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2,999

■臨時財政対策債　■合併特例債　■その他 ■財政調整基金　■減債基金　■その他

●入湯税600万円は、観光費へ充当します。       
●消費税率改定に伴う地方消費税交付金の増額分8,500万円は、社会保障4経費その他の社会保障施策に
　要する経費に充当します。       

（単位：百万円） （単位：百万円）
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町政 PickUp! 町政 PickUp!



町営住宅等の入居者を募集します町営住宅等の入居者を募集します町営住宅等の入居者を募集します町営住宅等の入居者を募集します

期間●6月20日(木)～9月5日(木)の間のおおむね毎週
月、木曜日
時間●19:00～21:00(全20回)
場所●秩父市歴史文化伝承館ほか
定員●20人※受講審査があります。
受講審査●5月30日(木)18:45～ 
　　　　　秩父市歴史文化伝承館
対象●手話奉仕員養成研修事業又はそれと同等の研修
を修了後１年以上経過した人で、将来手話通訳者を目指
す秩父郡市に居住又は通勤・通学(中学生以上)する人
費用●受講費用は無料、ただし講習教材は自己負担

内容●都道府県単位で行われる手話通訳者養成講習会
の受講に必要な手話表現技術や基本技術を学びます。
申込＆問合せ●5月17日(金)までに保健福祉センター・
福祉課へお申し込みください。☎75-4109　

手話通訳者を目指して
手話技術を磨きたい人を募集します
手話通訳者を目指して
手話技術を磨きたい人を募集します
手話通訳者を目指して
手話技術を磨きたい人を募集します
手話通訳者を目指して
手話技術を磨きたい人を募集します

4月から役場の組織を
変更しました
4月から役場の組織を
変更しました
4月から役場の組織を
変更しました
4月から役場の組織を
変更しました

担当業務●
■戸籍・住民基本台帳、国民年金、国民健康保険等の
窓口事務☎75-1418
■環境保全・自然保護、防犯・交通安全☎75-4170
■子育て包括支援室（児童福祉・母子包括支援・保育
所・学童保育）☎75-4101
■し尿処理・浄化槽設置管理等(衛生センター)
☎75-0352

町税等の納税通知書
新元号の表記について
町税等の納税通知書
新元号の表記について
町税等の納税通知書
新元号の表記について
町税等の納税通知書
新元号の表記について

　5月1日から新元号となりますが、納税通知書に記載す
る課税年度や納期限は、事務処理の時期の関係で新元
号の記載が間に合わないため、「平成」のまま表記される
ものがあります。元号が変わっても有効なものですの
で、そのまま読み替えていただきますようお願いします。

ゴールデンウィーク期間中の
役場窓口業務の開設について
4月27日(土)、5月4日(祝)

ゴールデンウィーク期間中の
役場窓口業務の開設について
4月27日(土)、5月4日(祝)

ゴールデンウィーク期間中の
役場窓口業務の開設について
4月27日(土)、5月4日(祝)

ゴールデンウィーク期間中の
役場窓口業務の開設について
4月27日(土)、5月4日(祝)

　今年のゴールデン
ウィーク期間中、小鹿
野庁舎において窓口
業務を次のとおり開設
します。

開設日●4月27日(土)、5月4日(祝)
時間●8:30～17:15
業務内容●
【住民生活課】住民票・戸籍・印鑑証明書発行
【税務課】税務関係証明書発行・納付業務
※死亡届や出生届等の戸籍の届出は、随時お預かりします。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-1418
　　　　税務課☎75-4125

　手話奉仕員養成研修を修了された人へ、手話通訳者を目標に手話技術の
向上を目指します。

対象●町内に住所のある人で、運転免許証を返納した人
※過去に返納した人も対象です。
必要書類●運転免許返納時に警察署又は運転免許セン
ターから発行される「申請による運転免許の取消通知
書」と、返却された「穴の開いた運転免許証」及び印鑑
申込み●小鹿野庁舎・総合政策課、両神庁舎・おもてなし
課

利用できる公共交通機関●秩父鉄道、西武観光バス、秩
父タクシー協会所属のタクシー、秩父市営バス、皆野町
営バス、小鹿野町営バス
※使用方法や注意事項等は利用券交付
時にご説明します。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課
　　　　☎75-1238

運転免許返納者に公共交通利用券を交付します運転免許返納者に公共交通利用券を交付します運転免許返納者に公共交通利用券を交付します運転免許返納者に公共交通利用券を交付します
　運転免許返納者に公共交通機関の利用機会を提供し、また生活移動手段の
一助とするため利用券6,000円分を1回に限り交付します。

募集戸数●1戸(抽選)
物件構造●木造2階建 2LDK 65.6㎡
所在地●小鹿野町小鹿野1191番地(小鹿野小学校西
約100ｍ）
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

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15万8,000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でないこと
■国・地方税を
滞納していな
いこと

募集期間●4月8日(月)～19日(金)
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204
募集期間●4月8日(月)～19日(金)
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204

住民生活課
　住民課と衛生課の業務を統合して、小鹿野
庁舎内に住民生活課を新設しました。
　なお、衛生課の業務は引き続き衛生センター
で行います。

【例】　「平成31年(度)」 ➡「新元号元年(度)」
　　　「平成32年(度)」 ➡「新元号2年(度)」
問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125

　秩父クリーンセンターと秩父環境衛生センター
の両施設を開場し、ごみの受け入れを行います。
開場日●5月1日(祝)、2日(木)
時間●9:00～12:00　13:00～16:00
問合せ●秩父クリーンセンター(可燃ごみ)
　　　　☎24-8050
　　　　秩父環境衛生センター(不燃ごみ)
　　　　☎23-8921

『ごみ』の受け入れは5月1日と2日です

町営住宅春日団地 特定公共賃貸住宅松坂団地

国保町立小鹿野中央病院
臨時職員を募集します
国保町立小鹿野中央病院
臨時職員を募集します
国保町立小鹿野中央病院
臨時職員を募集します
国保町立小鹿野中央病院
臨時職員を募集します

募集職種●医療事務職員(臨時職員)
募集人数●若干名
募集期間●4月1日(月)～5月10日(金)
提出書類●履歴書
試験日●5月中旬
※詳細については後日お知らせします。
試験方法●面接
採用予定時期●6月1日
申込＆問合せ●国保町立小鹿野中央病院事務局
　　　　　　　☎75-2332

※使用方法や注意事項等は利用券交付

起業を目指す人を応援します
起業支援金補助制度
起業を目指す人を応援します
起業支援金補助制度
起業を目指す人を応援します
起業支援金補助制度
起業を目指す人を応援します
起業支援金補助制度
　埼玉県では、町内で地域課題の解決を目指し起業する
人に、上限200万円(補助率1/2)の補助を行います。
公募期間●5月27日(月)～6月21日(金)
交付決定●7月下旬(予定)
申請先●西秩父商工会(小鹿野町小鹿野298-1）
　　　　☎75-1381
問合せ●詳細については、創業・ベン
チャー支援センター埼玉((公財)埼玉県
産業振興公社)までお問い合わせくだ
さい。☎048-711-2222

広報おがの インフォメーション

4 5

インフォメーション 広報おがの



　小鹿野用水地区では、まもなく田植えの時期を迎えます。
取水時間を守り、大切な用水を無駄なく、効率よく利用しま
しょう。

小鹿野用水の取水時間を守りましょう小鹿野用水の取水時間を守りましょう小鹿野用水の取水時間を守りましょう小鹿野用水の取水時間を守りましょう

重度心身障害者福祉タクシーの利用料金を助成します重度心身障害者福祉タクシーの利用料金を助成します重度心身障害者福祉タクシーの利用料金を助成します重度心身障害者福祉タクシーの利用料金を助成します

まちうち

■上流地区(上飯田地区～鳳林寺サイホン入口)
取水時間●偶数日の正午から翌朝の6時まで

■下流地区(鳳林寺サイホン入口～奈倉)
取水時間●奇数日の朝6時から翌日の正午まで
※下流地区では、流量が少なく困っています。取水の際は、田から水があふれ出し
たり、掛け流しにならないように注意してください。

腰ノ根の収穫祭の芋煮

ようこそ小鹿野町へ！ようこそ小鹿野町へ！

－ご出身の両神小森から横浜に出た経緯を教えてくだ
さい。
　「高校卒業後、技術を身につけたいと思い電気学校
に入学しました。昼間は学び、夜間は横浜の電気屋さ
んで働きました。そのオーナーから教わった『一丁前
の技術を磨くことで人に信頼していただく』気持ちは
今でも大切にしています。自分の店を持とうと考えた
時に、腰ノ根地区に土地を見つけて戻ってきました。
両神出身で町内に起業している方は多いですよ。」
ー移住された頃は、腰ノ根はどんな地区でしたか。
　「当時は、昔ながらのやり方に新しい人が合わせて
いたように思います。ただ、一時期、祭りを継承するた
めに、そのやり方を見直さなければならなくなった事
がありました。未来のために過去のしがらみに終止符
を打った、そんな経験を乗り越えています。今では、面
白いからまずやってみよう、という文化が育ってきてい
るようです。」

ー私も大好きな『収穫
祭』もそんな文化の1
つでしょうか。
　「あれは、私が大き
な鍋をもらったことか
ら始まりました。腰ノ

根の良い所は、物事をやろうと言ったら、シニアクラブ
も青年部も消防団も、各団体が協力してくれる所です。
しかも、お金をあまりかけずに盛り上がれる。祭りなど
を通して、人と人とが繋がっていける地域だと思ってい
ます。行事を担う若い人が少ない時期もありましたが、
ここ4～5年は若い人も増えています。基本的な文化伝
統は継承しつつ、地域の魅力は変化しています。」
ー素敵ですね。これから移住してくる方への期待はあり
ますか。
　「定住いただくためにも、何か事業を起こしてくれる
といいですね。海外の方も歓迎です。自分の文化を住
民に教えてもらうのも楽しいんじゃないかな。各地域
が良くなれば、町全体も良くなるはずです。」

　小鹿野町のように地域ごとに多様な特徴を持つ町
では、住民の暮らしは、各地域を運営する方々の想い
や工夫に支えられているのだと感じました。腰ノ根以
外でも、伝統を守りつつ新たな文化を創っている地区
はきっとあることでしょう。移住担当としても、地域ごと
のそんな魅力を積極的に伝えていきたいです。

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）

守屋清治さん

地域おこし協力隊　本 奈代子

対象●町内に住所のある人で、次のいずれかに該当する人
①身体障害者手帳1級又は2級
②療育手帳Ⓐ又はA
③精神障害者保健福祉手帳1級
助成額●初乗り料金が無料になる利用券(年間24枚)を
交付します。利用券による助成額は、1枚につきタクシー
初乗運賃相当額です。利用券は、1回の乗車につき1枚の
み使用できます。

その他●タクシーを利用するときは、運転者に利用券と
いずれかの障害者手帳を提示してください。
申請方法●印鑑、障害者手帳をお持ちのうえ、福祉課に
申請してください。

※心身障害者自動車等燃料費給付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。

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 秩父氷柱めぐり三景ツアーおもてなし度はナンバーワン

　弊社(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)主催の尾ノ内氷柱
へのツアーが、1月11日から2月23日の期間、実施され
ました。参加のお客様は私の想定を大幅に超える
1,960名様でした。発着地ごとの人数内訳は、東京
1,290名、埼玉385名、神奈川215名、千葉70名と、神奈
川だけで実施していた昨年からすると大幅増となり
ました。数がすべてではありませんが、多くの方々に
町にお越しいただくのは、嬉しいものです。
　ツアー参加者のアンケート(3月4日時点での約900
名様分のデータ)によりますと、ツアー全般の満足率
となりますが、84.7％とかなり高率でした。
　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、ちょこっとも
てなし隊、西秩父商工会の皆様方、さらに竹あかりで
夜のイベントを盛り上げてくださった小鹿野高校の
生徒の皆様、そしてその指導にご尽力いただきまし
た元地域おこし協力隊の仁位様に深く感謝申し上げ
ます。
　このツアー名は「秩父氷柱めぐり三景」といい、尾ノ
内氷柱のほか、あしがくぼの氷柱、三十槌の氷柱と3
カ所をめぐるツアーです。氷柱のほかに、他の見学地
を組み入れたツアーに比べ、圧倒的な人気だったよ
うです。ダリア園を含む他地域の花めぐりツアー同

様、秩父広域を交えた魅力あるコースを企画してい
くことが今後も必要と感じました。
　私も尾ノ内は氷柱期間中に幾度か訪れたほか、あ
しがくぼの氷柱、三十槌の氷柱も見学しました。ひい
き目ではなく、尾ノ内のおもてなし度がナンバーワン
という思いを強くしました。
　地元の方々がおもてなしで、観光素材に更なるみ
がきをかける、「良い観光地づくりは良い町づくり」
「訪れて良し、住んで良し」ということを改めて感じさ
せられました。
　そう考えると、期間限定のイベントのみの誘客で
終わらせることなく、年間通しての誘客活動を継続し
て行う必要があります。このことにつきましては、また
別の機会に述べさせていただきたいと思っておりま
す。

地域おこし企業人　石塚 浩哉

　私が住んでいる地区・腰ノ根の守屋区長へのインタビューです。移住者
を受け入れる立場として、移住者の顔もすぐに覚え、区費・加入費などの課
題に対し迅速に対応される守屋さんですが、実はご自身も37年前に横浜市
からUターンした経験があるそうです。

　在宅の重度心身障害者の日常生活の利便を図るため、タクシー利用料金の一部を
助成する制度を設けています。

問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

　用水路沿いで刈り払った草や木の枝
が用水路に詰まってトラブルが発生して
います。

刈り払った草を流さないでください ■刈払機の刃先を用水路から外側に向かって
動かす。又は用水路と平行に動かす。
■水際の草を少し残し、刈草は水際から離し
て置く。

刈草が用水路に
落ちないように、
ちょっとした工夫を！

問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

第6回 移住相談員・本協力隊員の
移住者インタビュー
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　小鹿野町消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、
「小鹿野町消防団協力事業所」として認定し、表示証を交付する制度があります。
　平成30年度中においては、4つの事業所から申請があり、内容を審査した結
果、消防団活動への配慮に対し積極的に配慮しているなどの条件に適合してい
るため、小鹿野町消防団協力事業所として認定いたしました。

新たに4事業所を
小鹿野町消防団協力事業所に認定しました
新たに4事業所を
小鹿野町消防団協力事業所に認定しました
新たに4事業所を
小鹿野町消防団協力事業所に認定しました
新たに4事業所を
小鹿野町消防団協力事業所に認定しました

新規認定事業所　※( )内は所在地
■有限会社 長若建設（長留）
■株式会社 岩田組（両神薄）
■株式会社 両岩（両神薄）
■株式会社 荒川瀧石（秩父市荒川）

　なお、すでに認定を行っている事業所は、次の6事業所で、今回の認定で合計
10事業所が認定されています。
①株式会社 秩父富士(小鹿野)、②株式会社 秩父富士長若工場(般若)、
③株式会社 秩父富士両神工場(両神薄)、④株式会社 山口組(秩父市大野原)、
⑤株式会社 ヤマホン(秩父市大野原)、⑥株式会社 ふるさと両神(両神薄)

町長の見て・聞いて・話して
　第13回の事業所訪問は、1月23日に株式会社ふるさと
両神を訪問し、宮下静雄社長にお話を伺いました。
　株式会社ふるさと両神は、前身の農協時代から全国に
先駆け原料から製品まで、生産農家の経営の安定をはか
り栽培農家との契約、消費者に“顔の見える産地”として、
昭和45年(1970年)からこんにゃく食品製造を開始しまし
た。
　生産者との契約栽培により“安心と安全”な商品が造ら
れていました。また、秩父地方は石灰の地質で水質に優れ、
特にアルカリ質の豊富な秩父古生層の土壌と山がちな地
形が最適で埼玉県内で生産される“こんにゃく芋”の99％
は秩父地域で生産されていました。
　案内していただいた工場内はこんにゃく製造部門、ゼリ
－製造部門、惣菜製造部門に分けられており、こんにゃく製
造部門ではこんにゃくの成型加工用の大型装置が設置さ
れ、“秩父こんにゃく”として、70種類もの商品は大手デパ
－ト、大型ス－パ－、ＪＡ直売所等多数の店舗で販売されて
いました。
　ゼリ－製造部門では、学校給食をはじめとする業務用ゼ
リ－や小売販売用のフル－ツゼリ－など、数十種類の製造
を手掛けているほか、夏場は1日に3万から4万個と製造が
追いつかないほどのギフト用ゼリ－が人気で、お客様から
喜ばれる商品開発に取り組んでいました。

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.13 ～

「株式会社  ふるさと両神」
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。

　近年、秩父地域内のこんにゃく生産者が減少しているこ
とや天候に左右されるため、生芋の確保が難しい状況の中
で生産者を守る、秩父産のこんにゃくをなんとか活かして
いきたいと熱く語る姿は地元への思いが伝わるとともに
地域の発展を担う企業であると感じました。
わが社の主力商品
　秩父産のこんにゃく芋を使
用し、昔ながらの製法(木枠)
で造られたこんにゃくは、風
味、味しみも良く、埼玉県の
「ふるさと認証食品」や「彩の
国優良ブランド品」に認定さ
れているほか、健康志向のこ
んにゃくは、海外でも人気商
品となっています。
　また、自社で製造した歯応
えの良いこんにゃくを独自の
レシピで味付けし、飽きのこないお惣菜を製造しています。
　近年は、ギフト用のフル－ツゼリ－の人気とともにフル－
ツソルベ(ゼリ－を凍らせた商品)も多くの方々に召し上
がっていただいております。
ここに自信あり
　わが社では県内でも数台しかない、加圧加熱殺菌(レト
ルト殺菌)機器でお客様の様々な要望にお応えしています。
殺菌温度、圧力、時間、履歴などが全てコンピュ－タ－で管
理ができるため、「安全」で「おいしい」レトルト食品の研究・
開発に携わらせていただいております。

宮下社長（左）

ゼリー充填機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　宮下静雄
35名
1970年
小鹿野町両神薄1036-3
0494-79-1130

会社概要

　平成31年度がスタートい
たしました。平成の時代が終
わり新しい時代が本年5月か
ら始まります。到来する時代
が国民にとっても小鹿野町
民にとっても平和で輝かしい
ものになってもらいたいと
思っております。

　そのような時代の節目の中で、町が目指すまちづくり
の基本的方向や目標を示し、これからのまちの将来像
や重点目標と基本戦略、取り組むべき施策の大綱を示
す基本構想を取りまとめました。この構想の期間は
2019年度から2028年度の10年間となります。この構
想を具体化するための施策の方向性を定めた基本計
画も策定いたしました。この基本計画の期間は2019
年度から2023年度までの5年間となります。
　この基本構想は、副題に「持続可能で幸せなまちづ
くりに向けた十年を築くために」として、まちの将来像を
「文化の香り高く将来に躍動するまち」としました。具
体的には、
(1) 人口9,000人を超えるまち（2028年度）
(2) 地域経済の活発なまち
(3) 町民一人ひとりが活躍するまち
(4) 住むことに誇りを持てるまち

　この将来像の実現に向けた重点目標を次の3つとし
ます。
①働く場の創出
②安心して産み育てられるまちづくり
③いつまでも元気で、自分らしく暮らせるまちづくり
　この3つの重点目標を実現するための基本戦略とし
て、町民の皆様とともに地域の課題に取り組む「自治
力」と、まちの魅力を創造・発掘し、町内外に発信してい
く「ブランド力」の2つの力でもって推進します。
　施策の大綱として、次の5つの基本目標を掲げます。
基本目標1　人口減少にまけない小さくても輝き続

けるまち
基本目標2　本町の自然や特性を活かした地域経済

の創生
基本目標3　かがやく未来へおがの人づくり
基本目標4　すべての世代に配慮された社会保障の

充実
基本目標5　快適で安心して暮らせる環境の整備
　この基本構想に沿ったまちづくりを進めるに当たって
は、町としては今後更に厳しい財政状況が予測される
中、経費削減に努め投資的な経費を捻出して、町民の
皆様と力を合わせ力強く進むことが必要だと存じます。

小鹿野町長　森 真太郎

今後10年間のまちづくりの基本的方向性や
目標を示す町の基本構想を取りまとめました

こんにちは。
町長です。

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1225

大玉こんにゃく芋(12.1㎏)と
イチオシ商品！

〔認定順〕 〔認定順〕
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　適切な森林づくりが行われないと、土砂災害の防止や水源涵養等への影響を及ぼ
すことが懸念されます。このため、森林の適切な管理と林業の成長産業化を図るため、
4月1日から新たな森林経営管理制度が施行されました。また、森林の土地の所有者の
台帳と森林の土地に関する地図を整備して情報提供を行う、林地台帳制度が、4月1日
から運用を開始します。

■ジェネリック医薬品とは・・・
　ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、最初に作られた
薬(先発医薬品、新薬)の特許期間終了後に有効成分、用
法・用量、効能・効果が同じ医薬品として申請され、厚生労
働省の承認を得て製造・販売される医薬品のことです。
　ジェネリック医薬品は、開発にかかる費用が低く抑えら
れるため、一般的に先発医薬品と比べて価格が安くなり、
ジェネリック医薬品を使用することで、被保険者の自己負
担額が軽減されるとともに、小鹿野町国保の医療費の節
減が図られます。

■ジェネリック医薬品を希望する時は・・・
　ジェネリック医薬品を処方してもらうに
は、かかりつけの医療機関で変更が可能か医師や薬剤師
に相談してください。
　また、ジェネリック医薬品希望シールを被保険者証や
お薬手帳などの余白部分に貼って病院や薬局の窓口に
提示していただくことで、ジェネリック医薬品を希望する
意思表示をすることが可能です。
※ジェネリック医薬品希望シールは、被保険者証更新時
に送付していますが、新たに欲しい人は保健福祉セン
ター・福祉課に用意してあります。

国民健康保険からのお知らせ国民健康保険からのお知らせ国民健康保険からのお知らせ国民健康保険からのお知らせ

新たな森林経営管理制度の施行及び
林地台帳制度運用のお知らせ
新たな森林経営管理制度の施行及び
林地台帳制度運用のお知らせ
新たな森林経営管理制度の施行及び
林地台帳制度運用のお知らせ
新たな森林経営管理制度の施行及び
林地台帳制度運用のお知らせ

森林経営管理制度の仕組●
①森林所有者に適切な森林管理の責務を明確化する
②森林所有者自ら管理できない場合、その森林を市町村
に委託する
③市町村は意欲と能力のある林業経営者に経営を再委
託する

④経済ベースで経営が困難な森林は市町村が公的に管
理を行う

　両制度の詳細については、林野庁のホームページをご
覧いただくか、両神庁舎・産業振興課までお問い合わせ
ください。
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　新年度になりました。別れと出会い
の季節です。期待と不安が入り混じっ
ている感じですね。また、この広報が
皆さまの手元に届くころには新たな元
号も決まっているのでしょうか。

　さて、今回は糖尿病の治療について。ここで、いきなり
「食事を減らしましょう」だとか、「運動しましょう」とは言い
ません。まず、カロリーについて考えます。ここの話が理解で
きると、なぜ食事や運動が大切なのかわかると思います。
ここを読み終わったら、是非ご自分の必要なカロリーにつ
いて計算してみてください。
　人には1日あたりの適正なエネルギー量があります。それ
は、標準体重（kg）（A）×身体活動量（B）で計算されます。
　標準体重（A）は、身長（ｍ）×身
長（ｍ）×22で計算されます。私の
場合、身長163cm（＝1.63ｍ）で計
算すると、1 . 6 3×1 . 6 3×22＝
58.45kgが私の標準体重になりま
す。（実体重は62kgですが･･･）。早
見表（右表）をご参照ください。
　身体活動量（B）は、その人の活
動量によって違います。

　最近では、肉体労働といってもかなり機械化が進んで
いるので、活動係数は25～30で計算するといいでしょう。
　まずは自分の身長から、1日の適正なエネルギー量を求
めてみてください。ちなみに私の標準体重（A）を58.5㎏と
し、そこに身体活動量（B）をかけます。あまり動いていない
日は25、ちょっと動いた日は30とすると、
　あまり動かなかった日：58.5kg×25＝1462.5kcal
　ちょっと動いた日：58.5kg×30＝1755.0kcalとなります。
　1日3食の食事で考えると、1食あたり500～600kcalとい
うところでしょうか。つまりこれ以上食べると太ってくる可能
性があるということです（あくまでも目安です）。ちなみに、
鳥のから揚げ（中1個）約100kcal、生ビール（中）は約
200kcal、メロンパン1個なんと約400kcalですよ。
　あなたの1日に必要なエネルギー量はどのくらいでしょ
うか？次回はもう少し具体的に体重と食事、運動、カロリー
の話をしますね。

生活習慣病について⑫　　糖尿病の治療
　　　　　　　　　（食事・運動療法の前に1日の適正エネルギー量）

小鹿野中央病院長　内田　望
気 になるつぶやき
内田の

●ジェネリック医薬品を利用しましょう

■救急などのやむを得ない場合以外は、平日の診療時
間内に受診することを心がけましょう。
■病気になった時や日頃の健康に不安を感じた時に相談
できる『かかりつけ医』を持ちましょう。
■日頃から、自分や家族の健康状態を知っておくように
心がけましょう。

■同様の症状又は病気で複数の医療機関に受診をする
のはやめましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重
複する検査や投薬により体に悪影響を及ぼすこともあり
ます。治療に不安や疑問などがある場合は、遠慮せずに
医師に相談しましょう。

●医療機関の適正受診をお願いします
　今後も安心して医療を受け続けることができるよう、私たちが地域医療を守り、
一人ひとり病院へのかかり方について考えましょう。

「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

　集団が苦手・人見知りが激しいなど心配はありま
せんか。保健師や保育士とゆっくり相談ができます。
日時●4月9日(火)9:30～11:30
場所●児童館
対象●1歳6カ月以上で3歳未満のお子さんと保護者
内容●あそびや個別相談
※初めて参加される人はご連絡ください。

ちびっこサロン（予約制）

　ハイハイをしない、転びやすい、歩き方が気になる
など、子どもの運動発達について理学療法士が相談
に応じます。
日時●4月17日(水)9:40～15:10
場所●児童館
対象●運動発達について相談したい就学前のお子
さんと保護者
内容●個別相談
※ことばの相談については、8月21日(水)を予定して
います。

はぐくみ相談（予約制）

申込＆問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
　　　　　　　☎75-4101
申込＆問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
　　　　　　　☎75-4101身長(㎝)

150
155
160
165
170
175
180

49.5
52.9
56.3
59.9
63.6
67.4
71.3

標準体重(㎏)
早見表

標準体重（A）

身体活動量（B）
軽労作（デスクワークが多い職業など） ：25～30
普通の労作（立ち仕事が多い職業など）：30～35
重い労作（力仕事が多い職業など）　　：35～

　平成31年度から各町を定期的に巡回して行いま
す。どうぞお気軽にご相談ください。
日時●毎週水・金曜日　10:00～12:00　13:00～
15:00　※巡回日、祝日年末年始は除く
場所●横瀬児童館
対象●妊婦、産婦、子育て中の人　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
※来所順で行います。
■巡回＆場所
•4月5日(金)
 長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞☎26-5585
•4月17日(水)
 皆野町皆野総合センター☎62-0454
•5月8日(水)
 小鹿野町子育て支援センター☎75-0550
　詳しくは、子育て包括支援室「ほっとママステーシ
ョン」までお問い合わせください。

助産師による「ほっと ハグくむ... ママサロン」

　小鹿野町に住民票のある法律上の夫婦であって、お子
さんの誕生を望みながら妊娠後2回以上の流産・死産等
の既往がある43歳未満の人に対して不育症検査費の助
成を行います。
　不育症治療費の助成についてもマイベイビー支援事
業に加わりました。
　詳しくは、子育て包括支援室「ほっとママステーション」
までお問い合わせください。

●不育症検査・治療費の助成事業が
　始まりました

　平成31年4月1日に小鹿野町子育て支援金支給条例
を改正したため、以下の内容が変わります。
①第3子以降を出生した場合、従来の15万円から50万
円に増額し、5回に分けて分割支給とします。申請は、出
生日と4歳までの各誕生日を基準日として90日以内に申
請していただきます。(4月1日以降に生まれたお子さん
から該当となります)
②保育料及び町税等の滞納のないことが条件で、町税
等の「滞納のない証明書」及びその他確認に必要な書類
の添付が必要となります。

●『子育て支援金』の支給内容が
　変わります

問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101
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狂犬病予防注射のお知らせ狂犬病予防注射のお知らせ狂犬病予防注射のお知らせ狂犬病予防注射のお知らせ 『両神山』 ＆『二子山』開山式『両神山』 ＆『二子山』開山式『両神山』 ＆『二子山』開山式『両神山』 ＆『二子山』開山式 尾ノ内渓谷
新緑まつり
尾ノ内渓谷
新緑まつり
尾ノ内渓谷
新緑まつり
尾ノ内渓谷
新緑まつり　狂犬病予防注射は、毎年1回行うことが法律で義務付けられています。狂犬病は、発症する

と治療法がなく致死率がほぼ100％の恐ろしい病気です。
　予防注射の目的は、愛犬への予防はもちろんですが、人への感染防止にもなります。集合
狂犬病注射又は動物病院で必ず注射をしましょう。

■平成31年度集合狂犬病予防注射日程

問合せ●小鹿野庁舎･住民生活課☎75-4170

問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4124

固定資産課税台帳等の閲覧と縦覧のお知らせ固定資産課税台帳等の閲覧と縦覧のお知らせ固定資産課税台帳等の閲覧と縦覧のお知らせ固定資産課税台帳等の閲覧と縦覧のお知らせ

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.22VOL.22

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

集合狂犬病注射
費用●1頭につき3,300円(注射2,750円、注射済票手数料
550円)
※集合狂犬病注射の会場で新規登録を併せて行う場合は、
1頭につき6,300円です。
(登録手数料3,000円、注射料2,750円、注射済票交付手数
料550円)
＜お願い＞
■注射を受ける際は、送付したハガキをお持ちください。
■つり銭のないようお願いします。
※移動時間の影響等により多少前後することがありますの
でご了承ください。また、注射はどこの会場でも受けられま
す。

宗吾神社
長若生活改善センター
日本武神社
伊豆沢集会所
泉田会館
信濃石会館
役場小鹿野庁舎裏

10:00～10:20
10:30～10:50
11:00～11:10
11:30～11:40
13:10～13:30
13:40～14:00
14:10～15:00

大富集会所
倉尾出張所
新井会館
龍頭神社入口
納宮休憩所
三ヶ原集会所
間明平運動場
三田川小学校プール脇

10:00～10:20
10:30～10:50
11:10～11:40
13:10～13:20
13:30～13:40
13:50～14:00
14:10～14:20
14:30～14:50

煤川僻地保健福祉館
旧大谷分校
小森諏訪神社
下薄農民センター(両神2区)
出原大谷橋
日蔭集会所
上薄生活改善センター
役場両神庁舎前

10:00～10:10
10:20～10:30
10:40～11:10
11:20～11:40
13:10～13:20
13:30～13:40
13:50～14:00
14:10～14:50

期日 会場 時間

4/15

4/16

4/17

飼い主の皆さんへ
■鑑札・注射済票は犬に装着してください。
■綱や鎖でつなぐか、柵や檻など囲いの中で飼いましょう。
■散歩は綱をつけてください。フンの始末は必ず行ってく
ださい。
■犬門票シールの全配布はしませんので、希望のある人
は、会場又は小鹿野庁舎・住民生活課へお申し出ください。

犬の死亡、飼い主の住所変更等
　犬が死亡したときや飼い主の住所が変わった時は、住民
生活課へご連絡ください。

■平成31年度固定資産課税台帳の閲覧
　固定資産課税台帳(名寄帳)は、自己所有の資産につい
て閲覧できます。なお、借地(家)人が地(家)主から借りて
いる当該資産についても閲覧できます。
■平成31年度固定資産縦覧帳簿の縦覧
記載内容
【土地】所在・地番・地目・地積・評価額
【家屋】所在地・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額
※土地・家屋に対して課す固定資産税の納税者であれ
ば、無料で縦覧できます。

期間●【閲覧】4月1日(月)～ ※土・日・祝日を除く
　　　【縦覧】4月1日(月)～5月31日(金)
　　　※土・日・祝日を除く
時間●8:30～17:15
場所●小鹿野庁舎・税務課
その他●本人確認書類(運転免許証等)をご持参くださ
い。

日時●5月4日(祝)10:00～15:00
場所●「尾ノ内自然ふれあい館」周辺
内容●尾ノ内パターテ、つみっこ等の販売
問合せ●両神庁舎・産業振興課
　　　　☎79-1101

日時●4月18日（木）11:00～
場所●日向大谷登山口

日時●4月29日（祝）10:00～
場所●二子山股峠

両神山 二子山

問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100(小鹿野町観光協会)

　町の2大名峰『両神山』と『二子山』の安全祈願を行います。
大勢の皆さんの参加をお待ちしています。

福島県塙町でダリア栽培
の土づくりの研修(沢田)

地域おこし協力隊全国サミットに
て新藤元総務大臣に秩父地域
のブースへお越しいただき、激励
をいただきました。(太田)

捕獲動物解体用
の三脚を組み立
てています。(星)

移住を考える方々
に、地域の魅力や暮
らしぶりをご紹介し
ています。(本)

ワナ狩猟免許を取得
しました！(片桐)

キュウリ栽培の就農ツアー
などで移住検討者のご案
内を行なっております。町
内のお仕事情報・空き家・
空き物件・賃貸情報がござ
いましたら、ぜひご連絡く
ださい。(工藤)
elena@kf-works.co.jp
ブログ「おがの徒然日誌」
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対象●平成２８・２９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 4/10㊌

１０：００～１１：３０

４/２５㊍
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。

４/２６㊎
９：４５～１１：４５

対象●０歳～３歳のお子さんと保護者　１５組
どんなこいのぼりが出来あがるかな？みんなで楽しいひと時を過ごしましょう。※定員
になり次第終了。

みんなでつくろう！
こいのぼり

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

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

近藤須美子さん
加藤喜一さん
守屋よね子さん

4月10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

4月15日（月）
13：00～15：00

小鹿野
文化センター

▶問合せ／保健福祉センター ☎75-0135

相談員　　　　　　  日時　　　　　　　　会場

認知症に関する相談

地域包括支援
センター保健師

保健福祉センター
②の場合、または訪問
を希望される場合は、事
前にご連絡をください。

①4月9日㈫、23日㈫
　9：00～12：00
②平日（月～金）
　9：00～17：00

●物忘れなどの生活の不安　●介護全般 

定期無料相談 ＊秘密は厳守しますので、お気軽にご利用
　ください。

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※18：00以降は必ず電話でご連絡のうえ、受診してください。

平日受付／
19：30～22：00
（祝日は行いません）

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

5月21日（火）
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
28日㊐
29日㊗
3日㊗
4日㊗
5日㊗
6日㊊

4月

5月

てしがはら歯科医院
倉林歯科クリニック
みつはし歯科クリニック
岩田歯科医院
田口歯科医院
そよ風歯科医院

吉田久長
上影森
小鹿野町
中村町
黒谷
太田

77-2218
21-1881
75-0050
24-6484
22-1118
62-1149

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）

４/２４㊌ 　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

4/11㊍
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 4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。

土曜開放(試行) 土曜開放　4/６、１３、２０、２７　
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。

ふれあい遊び 4/18㊍
１０：００～１１：３０

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。

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

４月より毎週金曜日
A4/5　B4/12　C4/19
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ふれあい遊び（保育士) C離乳食（管理栄養士）＊４月より金曜日がす
くすくとなります。すくすく以外の日もお部屋は利用できますので、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

4/16㊋  ９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

4/17㊌  ９：５０～１１：３０ 対象●２歳以上のお子さんと保護者

年齢別講座よちよち 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

4/23㊋
１０：００～１１：３０

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
心地よい日差しや自然の中で、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）
 雨天：子育て支援センター

４/１２㊎
１０：００～１１：３０

対象●１歳以上のお子さんと保護者
畑で種芋植えを行います。自然の大好きな親子さんは是非ご一緒に！【持ち物】着替え、タ
オル、ビニール袋、水筒、長靴、軍手

お庭で遊ぼう

※申込期限に注意してください。４月２日（火）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)
小鹿野中央病院(内)
医師会休日診療所(内・小)
小鹿野中央病院(内)
医師会休日診療所(内・小)
小鹿野中央病院(内)
医師会休日診療所(内・小)
小鹿野中央病院(内)
医師会休日診療所(内・小)
金子医院(内)
　　　　　　 診療はありません

熊木町
小鹿野町
熊木町
小鹿野町
熊木町
小鹿野町
熊木町
小鹿野町
熊木町
皆野町

23-8561
75-2332
23-8561
75-2332
23-8561
75-2332
23-8561
75-2332
23-8561
62-0039

7日㊐

14日㊐

21日㊐

28日㊐

29日㊗

30日㊊

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

7日㊐
14日㊐
21日㊐
28日㊐
29日㊗
30日㊊

皆野町
皆野町
桜木町
和泉町
皆野町
桜木町

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

救急電話相談

休 日 在 宅
歯科当番医

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

楽しいこと楽しいこと楽しいこと楽しいこと楽しいこと楽しいこと楽しいこと楽しいこと
いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！いっぱいあるよ！

毎月1回ウレタン棒や柔らか
マットを使って、体を動かして
遊びました。▼

◀（玉入れ）雛あられ
入れゲーム、頑
張って全部入れた
よ！

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

◀華やかなスクエア
雛を親子でつくり
ました。

　大人や子どもの相談に対応するとともに医療機関の案内を
します。
　急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療機関を受
診すべきかどうか等アドバイスしますので、判断に迷ったとき
はお気軽にお電話ください。

24時間  365日対応

■NTTプッシュ回線、ひかり電話、携帯電話の場合
　☎♯7119(シャープ7119番)
■ダイヤル回線、IP電話、PHSの場合
　☎048-824-4199 年齢別講座

てくてくじゃんぷ

▲お雛様の前で『ハイ、
ポーズ』も上手でした。

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！



日本武神社例大祭
3/9　(般若)

小鹿野中学校
卒業式　3/15

平成30年度卒業生

節分草まつり　3/10
(両神小森・堂上)

フォト
ニュース

小鹿野

▲新原笠鉾

▲春日町屋台

腰之根笠鉾▶

第9回小鹿野町フットサル大会　2/24
優勝／F-crew

　4月第3土曜とその前日の2日間(今年は4月19日･20
日)で行われる小鹿神社例大祭・小鹿野春まつりでは、絢
爛豪華な屋台と笠鉾各2基が曳行されます。
　各屋台・笠鉾には、四瑞の龍（青龍）、鳳凰、麒麟、亀
（霊亀）のほか、波、素戔鳴尊、応夫人などの様々な彫刻
が、鬼板や懸魚（正面・後面の唐破風の上下に付く彫
刻）、軒支輪（軒の下四面）、腰支
輪（勾欄下の彫刻）に施されてい
ます。これらの彫刻は、日光東照
宮などの社寺彫刻を手掛けた職
人の系譜につながる専門の彫刻
師たちが制作しています。

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.12

◆小鹿野春まつりを彩る屋台・笠鉾の彫刻について
　詳しくなりませんか？

れいき　　　　　　　　　　  すさのおのみこと　  おうふじん

しずい　　　　　 せいりゅう　   ほうおう　  きりん

おにいた　　 げぎょ

のきしりん　　　　　　　　　　　　　  こしし

からはふ

4月19日(金)・20日(土) 小鹿神社例大祭小鹿野春まつり4月19日(金)・20日(土) 小鹿神社例大祭小鹿野春まつり4月19日(金)・20日(土) 小鹿神社例大祭小鹿野春まつり4月19日(金)・20日(土) 小鹿神社例大祭小鹿野春まつり

　毎年春まつり前に行っている小鹿野春まつりを10倍楽
しむ？講座ですが、今年はこの秩父の屋台・笠鉾・社寺彫
刻の種類と職人の系譜をテーマにして開催します。どうぞ
ご参加ください。

19日金
9:00～
11:30～
17:00～

宮参り
屋台・笠鉾町内曳き廻し
歌舞伎上演

小鹿野市街地交通規制●11:30～21:30

20日土
9:00～
　　　
11:00～
12:30～
13:00～
14:00～
14:30～
15:30～
21:30　

屋台・笠鉾町内曳き廻し
(12:00元宮曳揃　18:00神社曳揃)
神楽奉納(～16:00頃)
歌舞伎上演
神幸祭(御輿渡御)
剣道演武
流鏑馬(神事)
流鏑馬(射儀)
祭り終了

小鹿野市街地交通規制●9:00～21:30
※行事の時間・内容は変更される場合があります。

◀上町屋台

■小鹿野春まつりを10倍楽しむ？講座■
「秩父の屋台と笠鉾・社寺彫刻」

講師●秩父市文化財保護審議委員会委員 千島公一 氏
(全国山･鉾・屋台保存連合会祭屋台等製作修理技術者
会会員)
日時●4月11日(木)　19:00～
場所●小鹿野文化センター・大会議室

第36回両神花卉共進会　花の展覧会　3/9～10
(両神農林産物直売所隣り休憩室)

福寿草まつり　2/17
(四阿屋山　山居広場周辺)

出原の天気占い　2/25
(両神薄)

りん

60人　43人　103人
男子　女子　   計

広報おがの 文化財•インフォメーション
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文 芸 の 窓文 芸 の 窓

　2月16日に小
鹿野保育所の
児童に秩父屋
台囃子の指導
をされている小
鹿野の柴﨑好
一さんに町から
感謝状を贈呈
いたしました。
　柴﨑さんは、
昭和61年から30年以上にわたり小鹿野保育所の児童に
秩父屋台囃子の指導をされております。このたび、秩父
屋台囃子の指導をすることにより郷土を大切に思う児童
の育成に寄与された功績に対し町から感謝の意を表しま
した。

　先月号でも紹介しました『小鹿野高校生徒会による竹
あかりプロジェクト』では、町内外から多くの反響があり
ましたが、その裏では、竹あかりを作るために必要な工
具(インパクトドライバーや電動ドリルなど)が小鹿野高
校にはなく、生徒たちは工具を借りて竹あかりを作製し
ていました。
　このたび、尾ノ内渓谷氷柱実行委員会(北孝行会長=
前列中央)は、尾ノ内氷柱を竹あかりの装飾でさらに盛り
上げていただい
たことに感謝を
込めて、これら
の工具を小鹿野
高校生徒会へ寄
贈しました。

※
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

2月
5日
12日
12日
12日
14日
15日
23日
26日

下小鹿野
両神薄
飯田
飯田
飯田
両神小森
三山
両神小森

般若
小鹿野
両神薄

2月
2日
3日
18日

守屋 琴美(裕太)
中里 美咲(孝弘)
黒沢 花怜(朋寿)

ことみ

みさき

かれん

ご出産おめでとうございます。
《2月中の届出（　）は保護者・敬称略》

《2月中の届出・敬称略》
お悔やみ申し上げます。

祝悼

小
鹿
野
ひ
こ
ば
え
句
会

ふっ
く
ら
と
煮
上
が
り
し
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春一番

女
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持
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き
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に
く
し
」と
う

神
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年
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慎
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と
享
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面
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田
嶋
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子

き
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＜詐欺等に関する相談・連絡先＞
　少しでも不審に思ったら、最寄りの警察署や消費生
活センターへご相談ください。
■埼玉県警察「けいさつ総合相談センター」☎＃9110
■小鹿野警察署☎75-0110
■秩父市消費生活センター☎25-5200

我が家の

第27期青少年相談員募集第27期青少年相談員募集

『元号の改元』詐欺・便乗商法に
ご注意ください！
『元号の改元』詐欺・便乗商法に
ご注意ください！

■詐欺の具体的な手口①
　全国銀行協会を装い、「元号の改元による銀行法の改
正に伴い、キャッシュカードを不正操作防止用キャッシュ
カードへ変更する手続きが必要です。『カード変更申込
書』に取引銀行、口座番号、暗証番号を記載し、現在お使
いのカードを返送してください」などと指示し、キャッシュ
カードをだまし取ろうする。
被害に遭わないために
　全国銀行協会や銀行員が暗証番号等を聞いたりする
ことは一切ありません。指示があっても、カードを送った
り、暗証番号を絶対に教えないでください。
■詐欺の具体的な手口②
　見知らぬ業者から「平成がもうすぐ終わる、記念に天
皇陛下のアルバムを買いませんか」と電話があり、しつこ
く勧誘された。断ったが、一方的に自宅にアルバムが配
送され、受け取ってしまった。
被害に遭わないために
　注文や承諾していない商品が届いた場合は、代金を支
払わず受け取りを拒否しましょう。契約しても、場合に
よっては、無条件で解除(クーリング・オフ)できることが
あります。

町から感謝状を贈りました町から感謝状を贈りました 尾ノ内渓谷氷柱実行委員会から
小鹿野高校生徒会へ
工具が寄贈されました

尾ノ内渓谷氷柱実行委員会から
小鹿野高校生徒会へ
工具が寄贈されました

簡単な手話を覚えましょう【第7回】簡単な手話を覚えましょう【第7回】
『春祭り』

飯田
石田貴光さん・智恵子さん

将貴(まさたか)くん　兄

恵喜(よしのぶ)くん　弟

　両手掌を上に向けてあお
るように上げる動作を繰り
返す。(春＝暖かい風が吹い
てくる様子)

　5指を折り曲げた両手掌
を上に向けて右肩の前で上
下する。(祭り＝みこしを担ぐ
様子)

　地域の子どもたちの「お兄さん、お姉さん」となって、
子どもの健やかな成長を助けるために活動するボラン
ティアです。
　主に小学生を対象にソフト・ポートボール大会、イチゴ
狩りなどのイベントを開催し、子どもと話をしたり、遊ん
だりする活動を行っています。
応募資格●年齢が満18歳以上36歳以下で、町内に在
住又は在勤している人※高校生は不可
任期●2020年3月31日まで

小菅 種雄(88)
鈴木 　ま子(88)
小島 章男(76)
斉藤　 正(91)
今井 与一(93)
黒沢 玉子(88)
黒沢 ヤス(86)
黒沢 音治(86)

仲よし兄弟ライダー

出発進行！
仲よし兄弟ライダー

出発進行！

小鹿野警察署
交通安全施設点検整備
小鹿野警察署
交通安全施設点検整備

　小鹿野警察署では、新入学シーズンを迎え、児童生徒
の安全確保のため、通学路における交通安全施設の点
検整備を行っています。
　通学路において「道路標識が曲がっている」「路面標示
が消えている」など、危険個所がありましたら小鹿野警
察署までご連絡ください。
連絡先●小鹿野警察署☎75-0110

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●①4月10日（水）、24日（水）14:00～15:00
　　　②4月11日（木）、25日（木）19:00～20:00
場所●①児童館　②いきいき館
対象●20歳以上の町民
内容●筋力トレーニング等
※参加を希望される人は事前に保健課に連絡してください。
■バランスボール教室
　バランスボールの使い方を楽しく学び、日常生活に体を動
かす機会をつくりませんか？
日時●4月18日(木)、26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●4月17日(水)18:00～20:00
場所●いきいき館　
対象●20歳以上の町民　定員●10人
内容●体組成測定、結果説明
■ヘルスアップ教室～体組成・骨密度測定～（予約制）
　あなたの筋肉や脂肪と骨の強さを調べて、健康を意識した
運動や食事について実践するきっかけにしてみませんか？
日時●4月22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
■いきいき館利用のための初回講習会
　講習会を受けていただき、安全に自分に合った運動をお勧
めします。
日時●4月9日(火)、23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
申込●いきいき館 ☎75－4477
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　
※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。
■いきいき館夜間開放日
　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(祝日は休館)
　　　17:30～21:00(最終入館20:30まで)
※4月の開放日は、2日、3日、4日、9日、10日、11日、16日、
17日、18日、23日、24日、25日(11日、25日は運動教室有)

Hm1

Hm1

Hm1

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●4月9日（火）13：30～15：00
場所●総合ケアセンター巨香の郷・地域交流スペース
※参加費として100円をいただきます。

オレンジカフェ『笑顔』

　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●4月26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●4月4日(木)、18日(木)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター

バンビちゃんの会

■こころの悩み何でも相談
日時●4月16日（火）13:00～16:00
場所●保健福祉センター　相談員●臨床心理士
■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●4月23日（火）13:00～16:00
場所●保健福祉センター　相談員●臨床心理士
申込●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～

　高齢者肺炎球菌ワクチンは予防接種法に基づく定期予防接種です。対象年齢は
下記のとおりです。対象となる条件をご確認のうえ、接種してください。

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

～肺炎球菌による肺炎を予防しよう～高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種

　4月から小鹿野町国民健康保険と後期高齢者医療保険加入者の国保町立
小鹿野中央病院での『人間ドック』補助金が増額されます。
　検査項目が充実している人間ドックで定期的な健康チェックを受け、あなた
やご家族の健康を守っていきましょう。

Hm1

Hm1

人間ドックが受診しやすくなります

いきいきおがの
健康マイレージ2019

　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。
一日3,000歩以上

を目安に継続して歩きポイントを貯め
ると、年に数回行われる抽選会で賞品
が当たります。
　ポイントを貯めるには、専用の歩数
計が必要です。入手には所定の手続
きが必要です。詳細は保健課までお
問い合わせください。

　いきいきおがの健康マイレージは、特定健診（人間ドック、職場
の健診）やがん検診を受け、さらに健康づくりに取り組むとポイン
トがもらえます。一定のポイントが貯まると賞品と交換ができます。
ぜひご参加ください。
実施期間●平成31年4月1日～翌年3月31日
対象●20歳以上の町民
カードの配付●保健課窓口で配付します。※カードはひとり1枚です。

胃がん・乳がん・子宮頸がん
検診申込について
　4月から国保町立小鹿野中央病院での個別健診の受診を希望
する人は、保健課にお申し込みください。

埼玉県
コバトン健康マイレージ

日時●4月25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4月、5月、7月、8月、10月、11月、
平成31年1月、2月月生まれ〔予防接種〕平成30年10月生ま
れと4月24日ままでに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

対象者●30歳以上で6カ月以上小鹿野町に住所を有し、申請日及び健診日に小鹿野町
国民健康保険又は後期高齢者医療保険の加入者
補助金額●1人1回3万円　　
申請方法●事前に「予防健診費補助金交付申請書」を保健課窓口に提出してください。

Hm1

Hm

接種対象者及び条件●
①平成３１年度に65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90
歳・95歳・100歳となる人及び100歳以上の人で、今
まで一度も接種を受けたことがない人　　
②60歳以上65歳未満の人であって、心臓、腎臓又は
呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制
限される程度の障害を有する人及びヒト免疫不全ウ
イルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可
能な程度の障害を有し、今まで一度も接種を受けた
ことがない人

接種期間●平成31年4月1日～翌年3月31日
費用●1,500円
申込●【70歳以降の人及び②に該当する人】事前に
保健課に申込が必要です。
【65歳の人】申込は不要です。予診票を個別に郵送し
ます。
※町では70歳以上の任意接種制度もあります。詳細は、町
ホームページをご覧いただくか、保健課にお問い合わせくだ
さい。

※35歳以上の社会保険等加入者で、加入保険に補助制度がない又は扶養親族には補助制度が
ない場合に最大18,000円、30歳以上の生活保護受給者には32,000円の補助があります。
※ご自身の加入保険等により助成額が異なり、助成が受けられない場合もあります。
※詳細については、各世帯に配付した「平成31年度人間ドック申し込みについて」をご覧くださ
い。ご不明な点は保健課にお問い合わせください。

0120-554-245 (小鹿野町の人のみ利用可)
小鹿野町いつでも健康相談

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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●ウマとのふれあいコーナー
日時　4月14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
●みどりの村春の山歩き(山菜が見
つかったらいいなツアー)
日時　4月28日(日)9:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　500円　定員　20人(抽選)
締切　4月12日(金)必着
●そば打ち体験
日時　5月19日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円　定員　28人(抽選)
締切　5月3日(祝)必着
●みどりの村祭り(開催予定)
日時　5月6日(月)9:00～15:00頃
※事前申込不要
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

●彩の国ふれあいの森「新緑まつり」
日時　5月5日(祝)10:00～15:00
内容　餅つき、シイタケの駒打ち、丸

太切り、木工工作などの体験のほか、
草餅、キノコ汁、手作り木工品などを
販売します。
費用　無料(一部体験等は有料)
※事前申込不要、体験等は当日受付
●すかり(背負い編み袋)作り
日時　5月26日(日)10:00～16:00
内容　中津川まるごとガイドの指導に
より、昔、山仕事などの時に、弁当や飲
み物などを入れて持ち歩くのに重宝
された背負い編み袋(現代のナップ
サック)をシュロ縄で製作します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,500円／人
定員　10人(先着順)
締切　5月19日(日)
※このほかのイベントや詳細は、ふ
れあいの森HPをご覧ください。
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

●バードウオッチング
日時　①4月13日(土) ②5月11日
(土)両日とも10:00～14:00
内容　県民の森の野鳥観察会です。
県民の森内を散策し野鳥を観察しま
す。昼食後はバードコールを作ります。
バードコールは小鳥の鳴き声そっく
りの音がします。双眼鏡を持っている
人は持参してください。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円　
定員　各日10人(先着順)
締切　①4月10日(水)②5月8日(水)
●春の自然観察会(山野草など)
日時　5月3日(祝)10:00～14:00
内容　県民の森で春の自然観察会を
森林インストラクターの案内で行い
ます。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円　定員　20人(先着順)
締切　4月24日(水)
※このほかのイベントや詳細は、県
民の森HPをご覧ください。
申込＆問合　電話でお申し込みくだ
さい。埼玉県県民の森☎23-8340
http://www.chichibu.ne.jp/̃ssi
nrinp/kenmori-2.html

イ ベ ン ト

募  集

案  内

埼玉県県民の森イベント

受付期間　4月15日(月)まで
第1次試験　5月12日(日)
問合　詳しくはお問い合わせくださ
い。小鹿野警察署☎75-0110

第1回埼玉県警察官採用試験

①スターウォッチング
日時　4月13日(土)19:30～20:30
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
②長瀞 不動寺 通り抜けのヤエザク
ラ　ライン下りハイク(街中3km)
日時　4月18日(木)9:00～15:00
場所　秩父鉄道「親鼻駅」集合
内容　長瀞ライン下り、岩畳、不動寺
通り抜けのヤエザクラを巡るハイク
対象　一般20人　
費用　ライン下り体験費1,800円程度
申込＆問合　①は4月1日(月)から、
②は4月4日(木)の10:00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

消費税軽減税率制度の
説明会を開催します

日時　4月25日(木)、26日(金)、5月
9日(木)、10日(金)、6月5日(水)、6日
(木)各日とも14:30～16:00
場所　秩父税務署
対象　事業者(個人・法人)の人
定員　各日25人
問合　秩父税務署☎22-4433
※自動音声案内の「2」をお選びくだ
さい。

軽減税率対策補助金が
用意されています

　今年の10月1日に予定されている
消費税率引上げの際には、軽減税率
制度が実施され、税率8％と10％、双
方の商品を取り扱う事業者は様々な
対応が必要になります。
　こうした事業者を支援するため、国
において軽減税率に対応するための
レジや受発注システム、請求書の発
行を行うシステムの改修・導入に対す
る補助金が用意されています。
　各種の補助制度については申請期
限がありますので、早めの対応をお
願いします。
問合　軽減税率対策補助金事務局
☎0120-398-111(独立行政法人中
小企業基盤整備機構)
http://kzt-hojo.jp/

　障がい者の自立と働いて幸せにな
る環境づくりをみなさんと考える
フォーラムです。
日時　5月18日(土)10:00～16:30
場所　あしがくぼ笑楽校(横瀬町旧
芦ヶ久保小学校)
入場料　無料(一部有料：ブース内販
売品実費)
定員　200人
申込＆問合　下記のURLより事前に
お申し込みください。
重度障がい者社会支援フォーラム実
行委員会☎048-582-2044
https://aitunag.com/

重度障がい者社会支援フォーラム
「働くって罪？」

秩父に住んで働こう！
合同就職説明会

日時　4月22日(月)14:00～16:00
(受付13:45～15:45)
場所　東京新卒応援ハローワーク
「出会いのフロア」小田急第一生命ビ
ル21階(新宿区西新宿2-7-1)
対象　2020年3月大学・短大・専門
学校卒業予定者(既卒3年以内含む)、
秩父郡市内での就職を希望する一般
求職者
参加企業　14社
※履歴書不要・入退場自由
問合　ハローワーク秩父 学卒担当
☎22-3215

求人企業合同説明会
～採用担当者と直接話してみましょう～

　「ちちぶオペラ」の歌手たちが歌い
ます!そしてミニオペラも！
日時　4月20日(土)14:00～(開場
13:30～)
場所　秩父ミューズパーク音楽堂
費用　チケット代3,000円
問合　民芸茶房 木亭☎22-4388
ちちぶオペラ実行委員会
☎090-3331-3297(新井)

ゴールデンコンサート

外国人の皆さんの相談窓口外国人の皆さんの相談窓口

●総合職試験(院卒者試験、大卒程
度試験)
受付期間　3月29日(金)～4月8日
(月)
第1次試験　4月28日(日)
●一般職試験(大卒程度試験)
受付期間　4月5日(金)～17日(水)
第1次試験　6月16日(日)
●一般職試験(高卒者試験、社会人
試験(係員級))
受付期間　6月17日(月)～26日(水)
第1次試験　9月1日(日)
申込＆問合　インターネットによりお
申し込みください。
http://www.jinji.go.jp/saiyo/sai
yo.htm
人事院関東事務局☎048-740-2006

国家公務員募集

　町教育委員会では、4年目となる
「小鹿野未来塾」を開講します。
　塾を開講するに当たり、受講生・講
師・運営ボランティアを募集します。
　親子共学、生涯学習又は地域のた
めに一緒に学んでみませんか！
■中学生未来塾
対象　中学生
■漢検チャレンジ
対象　小学生～一般
■英検チャレンジ
対象　小学生～一般
■小学生英語体験「英語劇にチャレ
ンジ」
対象　小学3年生～6年生
■科学不思議講座
対象　小学4年生～6年生
※詳しくは、小鹿野文化センター又
はふるさと総合会館にあるチラシを
ご覧ください。
申込＆問合　両神ふるさと総合会館・
学校教育課☎79-1201

平成31年度小鹿野未来塾開講！

日時　4月17日(水)13:00～16:00
(受付12:00～15:30）
場所　大宮ソニックシティビル・4階
市民ホール(予約不要、入退場自由)

対象　2020年3月大学・短大・専門
学校卒業見込みの人、3年以内の既
卒の人
内容　新卒の人は、企業担当者の説
明を聞いていただきます。既卒の人
は、面接ができますので履歴書を複
数枚お持ちください。
※参加企業は4月上旬に雇用対策協
議会HPに掲載予定
問合　埼玉県雇用対策協議会
☎048-647-4185
http://www.kotaikyou-saitama.
ne.jp/

B型肝炎医療講演会
『患者に身近な医師が教える
B型肝炎とのつきあい方』

　B型肝炎の治療のこと、さらには食
事や運動といった日常生活において
気をつけることなど、一緒に学び、考
えてみませんか。
日時　5月11日(土)13:30～16:30
(開場13:00～)※入場無料
場所　大宮ソニックシティホール・国
際会議室
講師　あいおいクリニック(秩父市)
院長　船生純治 氏(日本肝臓学会・
肝臓専門医)
対象　B型肝炎患者及びその家族、

医療従事者、B型肝炎治療に関心の
ある人
申込＆問合　電話でお申し込みくだ
さい。全国B型肝炎訴訟埼玉弁護団
☎048-862-0377
https://bkan-saitama.jimdo.com

日本薬科大学 2019年度
秩父健康市民大学講座
～もっと知ろう 実践的な中医学と漢方～

　健康で長寿の地域社会をめざして、
中医学と漢方を学ぶ講座を開講しま
す。今年度は実習を主とし、より実践
的なプログラムとなっています。興味
のある人はぜひご参加ください。
期日　①5月18日(土)、5月25日(土)
②6月22日(土)、7月6日(土)

☎048-833-3296
受付時間●月曜日から金曜日 9:00～16:00
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は相談できません。
　生活するのに困ったときは、外国人総合相談センター埼玉へ相
談できます。
　入管制度、労働問題、法律問題の専門相談は対面で、予約が必
要です。

※外国人向けの情報のため、やさしい日本語で表記し、ふりがなをふってあります。
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だん

よう

演題　①「中医学から自分の体を探
る」②「漢方薬の実際」
時間　各日とも10:00～12:00
場所　秩父看護専門学校
講師　日本薬科大学教員
定員　50人※申込が必要です。
費用　3,000円
申込＆問合　日本薬科大学地域連携室
☎048-721-6249　
FAX 048-721-7305
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