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4月1日現在　【世帯数】4,698世帯
　　　　　　【総人口】11,599人【男性】5,759人【女性】5,840人
3月中の異動　出生1人/死亡9人/転入22人/転出49人
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2019（令和元年）NO.164 広報おがの／令和元年5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4月15日現在）
貯水位　318.33ｍ
貯水量　5,693,000㎥
貯水率　55.5％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 
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小鹿野庁舎窓口開設
▲開放

5月31日（金）までに
納めてください。

固定資産税 　　第1期
軽自動車税　　　 全 期

今月の納税今月の納税
小 鹿 野 町小 鹿 野 町

▲よちよち
▲ほっとハグくむ
　ママサロン
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

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

▲すくすく(計測)
▲開放
特定健診
(倉尾けんこう館)
■ステップ体操

▲開放

▲開放
■開放日
●ちびっこサロン

▲開放

▲開放
●認知症家族会
●1.6・2歳児健診会
■介護予防ボランティア
　養成講座
■開放日・講習会

▲開放

▲開放

▲開放
■ヘルスアップ教室
■ABI測定

▲開放

▲てくてくじゃんぷ
◎認知症相談日
●特定健診
■介護予防ボランティア
　養成講座
■開放日・講習会

天皇の即位の日
メーデー

国民の休日
八十八夜

憲法記念日 みどりの日

母の日
看護の日

▲サーキット遊び
◎ひきこもり相談
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

★おはなしの会

尾ノ内渓谷新緑まつり
(河原沢)

▲すくすく(計測)
▲開放
■ステップ体操

◆さくら草展示会
　(～7日まで)

▲ふれあい遊び
◆バンビちゃんの会
●バランスボール教室
◎こころの悩み
　何でも相談
■開放日

▲すくすく(離乳食)
▲開放
お茶会･交流会
(長寿ハウス)
■ステップ体操

▲開放

★図書館休館日 ★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日

小鹿野町防災訓練
（倉尾全域対象）
町民ソフトボール大会
(少年の部)

★図書館休館日
◆図書館分室臨時
　休館（6/30まで）

★映画会

▲お庭で遊ぼう
▲開放
オレンジカフェ笑顔
◎認知症相談日
■開放日・講習会

▲子育てサークル
▲子育て相談
■体組成測定
●はぐくみ相談
■開放日

歯と口の
健康週間

環境の日 芒種県民スポーツの日

小満

気象記念日世界禁煙デー

振替休日
立夏

こどもの日
端午

世界赤十字デー 春の全国交通安全
運動

◆楽しいおはなしの会

町民インディアカ大会 チャレンジデー

木魂神社例大祭
（下小鹿野）

法性寺花まつり(般若)

▲親子のびのび体操
■特定健診
■開放日

▲発育測定・誕生会
◆バンビちゃんの会
■開放日

▲すくすく
　(ふれあい遊び)
▲開放
●特定健診
■ステップ体操
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公園で遊ぼう
▲開放
▲産後ママのストレッチ
　教室
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
◆乳がん・子宮頸がん検診
■開放日

▲すくすく(赤ちゃん
　とのかかわり方)
▲開放
●バランスボール教室
■ステップ体操

▲開放
●特定健診
■開放日

▲よちよち
■開放日

▲お庭で遊ぼう
▲開放
■介護予防ボランティア
　養成講座
■開放日

▲開放
●特定健診

▲開放
●子育てこころの相談

information
子育て支援
図書館・生涯学習
チャレンジデー
無料相談•医療
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4
18
20
22
24

小鹿野町手話施策推進方針を策定しました2小鹿野幼稚園入園式　4/10
　季節外れの雪が降り、満開に咲いた桜もどこか身を縮めている
かのように感じたこの日、14人のおともだちが入園を迎えました。
　年長児から人気キャラクターの絵をプレゼントされると、思わず
顔がほころぶ場面も。優しいおにいさん、おねえさんといっぱい
遊んで楽しい幼稚園生活を送ってください。

フォトニュース
みんなの広場
保健・福祉
情報版
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大塩野八坂神社例大祭
（両神薄）
倉尾神社例大祭(藤倉)



１ 町民が手話を学ぶ機会を確保するための施策

小鹿野町手話施策推進方針を
策定しました
小鹿野町手話施策推進方針を
策定しました
　手話は言語であるとの認識
に基づき、ろう者とろう者以外
の人が思いやりと助け合いの
心を持って、手話と共に安心し
て暮らせる地域社会を作るた
め、小鹿野町手話言語条例に基
づき、小鹿野町手話施策推進方
針を策定しました。概要は次の
とおりです。

簡単な手話を
覚えましょう
【第8回】

簡単な手話を
覚えましょう
【第8回】

芝桜

甲を前にし、指を広げて立
てた両手を交互に小さく
上下して左右に離す【芝】

両手掌をたたき合わせながら回転する【桜】

■町民及び児童・生徒・学生・教職員が手話を学ぶ機会の提供に努めます。

既存施策

手話奉仕員養成講座
手話講座
小鹿野町健康ふれあいフェスティバルにおける手話体験コーナー
（小鹿野手話サークルえがおの会）

区分 事業名

２ 町民が手話を使用する機会を拡充するための施策
■町職員の手話の理解と普及に努めます。
■ろう者への理解や手話の普及のため、小鹿野町手話言語条例の周知に努めます。

既存施策

検討施策

町広報紙で簡単な手話単語を連載（平成３０年１０月号から掲載開始）
区分 事業名

手話関係団体が運営する手話学習の動画ホームページに容易に
アクセスできるよう町広報紙に2次元バーコードを掲載

3 町民が意思疎通の手段として手話を容易に選択し、
　使用することができる環境の整備のための施策
■医療機関や職場において、ろう者が手話を使用しやすい環境となるよう努めます。
■町議会及び町主催の行事における手話通訳の実施に努めます。

既存施策

検討施策

ちちぶ安心・安全メール登録の推進
秩父消防本部メール１１９登録の推進
ヘルプマーク等障害に関するマークの普及
ヘルプカードの作成・配付

区分 事業名

既存施策 町議会における手話通訳
各種行事やイベントにおける手話通訳

区分 事業名

■手話を必要とする旅行者等が快適に滞在できるよう努めます。
■災害時等のろう者に対する情報発信及び緊急時の意思疎通支援に必要な体制の整備に努めます。

4 手話通訳者その他の手話による意思疎通支援者の配置拡充
　及び処遇改善のための施策
■学校で手話を必要とする児童・生徒等の支援に努めます。
■手話、要約筆記等を活用し、聴覚障害のある人の特性に応じた円滑な意思疎通支援が行える施策を推進します。
■手話通訳者の養成を推進します。

5 手話の理解及び普及並びに手話を使用しやすい環境の整備を
　推進するために町長が必要と認める施策

既存施策 意思疎通支援事業
手話通訳者養成講座準備課程

区分 事業名

■手話施策の推進に当たり必要に応じて当事者団体、手話関係団体関係機関等から意見を求める会議
を開催します。

■地方自治体等が構成する、手話に関する連絡会等への加入について検討します。
■この方針は、各施策の実施状況を検証し、必要に応じて見直します。
■施策により中長期的な研究及び検討を要する場合があります。

　このほか詳細については、町ホームページの「障害福祉ページ」をご覧
いただくか、保健福祉センター・福祉課へお問い合わせください。
問合せ●保健福祉センター・福祉課　☎75-4109　FAX75-4710

はじめての手話講座inこうみんカフェ（小鹿野文化センター）

小鹿野町健康ふれあいフェスティバルにて

ヘルプマーク

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

　５月１日より元号が「令和」に
なりました。新元号の出典は現
存するわが国最古の歌集であ
る「万葉集」からとのことです。
安倍首相は記者会見で「人々が
美しく心を寄せる中で、文化が
生まれ育つという意味がこめら

れている」と述べられました。
　新しい時代の幕開けに新たな気持ちで小鹿野町の
将来像である「文化の香り高く将来に躍動するまち」を
目指して、町民の皆様とともに町政推進を図ってまいり
たいと存じます。
　さて、新年度になり４月から役場組織機構の一部改
編を行いました。その目玉として総務課内に「まちづくり
推進室」を設置し、町の政策的な課題を町長直轄で推
進することにいたしました。
　まちづくり推進室で取り組む事業の１つとして本年度
の新規事業となる「クライミングによるまちおこし事業」
があります。クライミングとは端的に言えば岩登りのス
ポーツで、町にはクライミングで日本有数の二子山があ
り、その稜線上には新たなクライミングの適地があるな
ど「クライミングと言えば小鹿野町」と全国的に誇れる
発信ができる可能性を秘めています。また、山岳登山
では日本百名山の両神山に多くの登山客が訪れてい
ます。こうした山岳観光・スポーツが盛んな町であるこ

とを踏まえ、昨年３月末で閉館となった旧埼玉県山西
省友好記念館を埼玉県から町が無償で譲り受け、そこ
をクライミングによるまちおこし事業の拠点施設として
再整備を図ることにいたしました。
　この施設の具体的活用策としては、小鹿野町内の
山岳観光・スポーツ情報などの発信拠点や、２０２０年
の東京オリンピック種目として採用された「スポーツク
ライミング」に着目し、クライミングウォールなどの施設
を設置し、クライミングイベント・講習会等にも対応でき
る施設として計画しています。また、隣接している国民
宿舎両神荘や近隣の薬師の湯、両神農産物直売所な
どとの連携を図り相乗効果を目指します。
　施設の整備に当たっては、専門的知見が必要である
ことから公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング
協会副会長で小鹿野町観光大使を委嘱した世界的な
クライマーの平山ユージ氏や、町と包括連携協定を結
んでいる株式会社モンベル、秩父地域内はもとより埼
玉県内の山岳団体、クライミング愛好者などと連携、協
力をいただきながら進めたいと存じます。また、埼玉県
から施設整備の補助金もいただけることとなっていま
す。
　この新しいクライミングによるまちおこし事業が地域
振興の起爆剤となって観光・交流人口の増大につなが
るよう進めてまいります。

小鹿野町長　森 真太郎

「クライミングによるまちおこし事業」の推進
こんにちは。
町長です。

忘れずに納めましょう
5月は軽自動車税・自動車税の納期です
忘れずに納めましょう
5月は軽自動車税・自動車税の納期です

令和元年度町県民税所得・
課税(非課税)証明書の
交付開始日

令和元年度町県民税所得・
課税(非課税)証明書の
交付開始日

危険ブロック塀等の撤去費及び築造費を補助します危険ブロック塀等の撤去費及び築造費を補助します

　軽自動車税は、毎年4月1日現在で原動機付自転車・
軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車を所有して
いる人が町税として納める税金です。また、自動車税は
普通自動車・大型自動車等を所有している人が県税とし
て納める税金です。
　軽自動車税の納付場所は、小鹿野庁舎・会計課、両神
庁舎・おもてなし課のほか、各金融機関・郵便局・コンビ
ニエンスストア・スマートフォンアプリです。5月31日
(金)の納期限までに忘れずに納めてください。

　町では、道路等に面した危険ブロック塀等の撤去費用
及び撤去後に新たに安全な塀等を築造する費用に対し
て、補助金を交付します。
補助対象物
①道路等に面しているもの
②建築基準法に適合しないもの又は道路等からの高さ
が0.8ｍ以上で劣化や損傷があり、撤去する必要がある 
と町長が認めるもの
補助対象者●危険ブロック塀等のある敷地又はその敷
地に存する建築物の所有者及び管理者で町税の滞納が
ない人
補助金額
■危険ブロック塀等の撤去
　1平方メートル当たり5千円を乗じた額と補助対象経

　令和元年度の町県民税　所得・課税(非課税)証明
書は、6月1日(土)から交付します。
　本人と同一世帯以外の人が申請する場合は、委
任状が必要です。
問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125

　身体に障害のある人(障害者と同一生計)は、障害の程
度により軽自動車税の減免を受けることができます。
　令和元年度の減免を受けようとする人は、納期限(5月
31日(金))までに減免申請書を小鹿野庁舎・税務課へ提
出してください。減免申請書には、個人番号の記入が必
要となります。
　減免は1人につき1台の自動車に限られていますの
で、自動車税の減免を受けている人は、軽自動車税の減
免は受けられませんのでご注意ください。
　なお、減免申請書を提出される人は、添付書類が必要
になりますので、不明な点がありましたら、税務課軽自動
車税担当までご連絡ください。
問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4125
※自動車税等の減免については、秩父県税事務所(☎
23-2121)へご連絡ください。

※自動車税(県税)につきましては、役場で納める
ことができませんので、金融機関やコンビニエ
ンスストア等で納めてください。
問合せ●埼玉県税務課☎048-830-2659

身体障害者に対する軽自動車税の減免身体障害者に対する軽自動車税の減免

費の額を比較していずれか少ない額とし、上限額10万
円とする。
■安全な塀等の築造
　1メートル当たり1万円を乗じた額と補助対象経費の
額を比較していずれか少ない額の2分の1を補助額と
し、上限額10万円とする。
申込＆問合せ●事前に両神庁舎・建設課にお問い合わ
せのうえ、事業を実施する前に必要な書類を添えて申請
してください。なお、申請書等は建設課で配布していま
す。
両神庁舎・建設課☎79-1204

　町では、町民の皆さんと町の将来像や地域
の課題などについて、率直な意見交換をする
場として町政懇談会を右記の日程で開催しま
す。
　皆さんからの声を大切にし、町民ファースト
の町政運営に努めてまいりますので、ぜひ大
勢の皆さんにご参加いただき、皆さんの『声』
をお聴かせください。

　子育て中の皆さんが安心して町政懇談会に参加できるよ
う、下記の会場内に託児所を開設します。
　お気軽にご利用いただき、町政懇談会へご参加ください。
■5月24日(金)14:00～ 小鹿野文化センター・和室(2階)
※保育士及び保健師がお子様をお預かりします。

※対象区域の指定はありませんので、都合の良い会場でご参加ください。

安心して
ご参加ください!!　
託児所を開設
します

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

5月10日金
5月13日月
5月15日水
5月16日木
5月21日火

5月24日金

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

信濃石会館
小鹿野町子育て支援センター（旧三田川幼稚園）
両神振興会館（両神庁舎3階）
長若生活改善センター
藤倉集会所

小鹿野文化センター

期日 時間 会場
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店舗・住宅リフォーム資金を助成します（新制度）店舗・住宅リフォーム資金を助成します（新制度）

木質バイオマスストーブ等設置費の一部を補助します木質バイオマスストーブ等設置費の一部を補助します

森林資源を活かし、
秩父地域を元気にする活動に補助金を交付します
森林資源を活かし、
秩父地域を元気にする活動に補助金を交付します

　町では町民の皆さん等が、木質バイオマスストーブ又
は木質バイオマスボイラー(以下、「木質バイオマスス
トーブ等」という。)を設置する場合、予算の範囲内にお
いてその経費の一部を補助します。
　この事業は、木質バイオマスエネルギーの利活用を
推進することにより、地球温暖化の防止を図るとともに、
林業及び木材産業の活性化に寄与することを目的とし
ます。
　設置を検討している人は、ぜひご活用ください。
補助対象者●次に掲げる全ての要件を満たす人です。
①町内に住所を有する人又は有することとなる人、町内
に事業所を有する事業者で薪ストーブ等を自ら居住す
る町内の住宅又は事業所(店舗及び併用住宅を含む)に
設置する人
②補助金の申請時に納期限の到来した町税を滞納して
いない人(個人設置の場合は、世帯員全員)
③町で実施している他の補助制度を受けていない人
補助対象設備●補助の対象となる木質バイオマスス

　秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の1市4町
と、国、県、林業関係者で組織する「秩父地域森林林業活
性化協議会」では、秩父産木材の利用促進や普及啓発、
人材育成・雇用に関する事業、さらには森林・林業に関連
するイベントへの支援を行います。
補助対象事業●下記の表のとおり（平成31年4月１日か
ら令和2年3月31日までに実施する事業）
補助対象者●森林組合、林業事業体、木材関係者、特定
非営利活動法人、住民の組織する団体等
補助条件
■補助金の交付終了後も、複数年にわたり活動が継続
できること。

トーブ等は、以下の要件を満たすものです。
①購入及び設置に要する経費が3万円以上のもの
②中古品、自作品、リース品でなく、未使用品であるもの
③建築基準法等関連法規に基づいて設置されるもの
④排気ダクトを備え付けた固定式のもの
補助対象経費●木質バイオマスストーブ等の本体、煙突
及び付属品の購入・取付工事並びに窓枠工事に係る経
費(消費税及び地方消費税を除く)
補助金額●補助対象経費の3分の1以内とし、10万円を
限度とします。(千円未満の端数切り捨て)
申込＆問合せ●申請書を両神庁舎・産業振興課に提出し
てください。5月7日(火)より受け付けます。なお、申請書
は産業振興課にあります。また、町ホームページからも
ダウンロードできます。
※工事等着工前に必ず申請してください。申請は本人又
はその家族に限ります。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

木造住宅耐震診断及び耐震改修費を補助します木造住宅耐震診断及び耐震改修費を補助します
　町では、昭和56年以前に建てられた木造戸建て住宅
を対象に、地震に対する強度を測るための「耐震診断」及
び耐震診断の結果、補強工事が必要となった場合の「耐
震改修」の費用に対して補助金を交付します。
補助対象事業
■耐震診断
　町内にある一戸建ての木造住宅又は木造併用住宅
（店舗等として利用している部分の床面積が延べ面積の
2分の1未満のもの）ただし、地階を除く階数が2以下の
ものとし、その建築時期が昭和56年5月31日以前に着
工されたもの
■耐震改修
　耐震診断の結果、上部構造評価点等が1.0未満又は
地盤もしくは基礎が安全でないと診断されたもの
補助対象者●耐震診断、耐震改修ともに町内に住所が
あり、町税及び水道料金を滞納していない人であって、

対象となる木造住宅に居住している住宅の所有者又は
その人の2親等以内の親族
補助金額
■耐震診断
　耐震診断に要した費用の2分の1とし、上限5万円です。
■耐震改修
　耐震改修に要した費用の3分の1とし、上限20万円です。
申込＆問合せ●補助制度を利用する場合には、耐震診
断、耐震改修を実施する前に必要な書類を添えて申請し
てください。この申請書は、両神庁舎・建設課及び小鹿
野庁舎・総務課に用意してあります。また、町ホームペー
ジからもダウンロードできます。
　なお、ご利用にあたっては、あらかじめ要綱をお読み
いただき、内容をご承知のうえご利用ください。
両神庁舎・建設課☎79-1204

　町では、町民の皆さんが店舗・住宅・併用住宅をリ
フォーム（改修工事）する場合に、その経費の一部を助成
します。新制度となるため、申請の際には両神庁舎・産業
振興課で詳細な説明を行いますので、お気軽にお越しく
ださい。
　なお、平成３１年４月１日以降で既に着工された人は、
ご相談ください。
助成対象者
■小鹿野町に住所及び所在があり、町税の滞納がない
個人又は法人
■助成対象となるリフォーム工事について、町で実施し
ている他の助成制度を受けていない人
■再度助成を受ける場合、過去に受けた年度の翌年度
から起算して３年以上経過している人
助成対象工事●申請時に未着工のもので、工事に係る
費用が２０万円以上であること。
■店舗の場合
①助成対象者が所有し、自ら経営している店舗
②助成対象者が所有し、貸し出している又は貸し出そう
とする店舗
③助成対象者が賃借し、自らが経営するための店舗

■住宅の場合
①助成対象者が所有し、自らが居住するための住宅
②助成対象者が賃借して居住し、リフォーム工事の施工
に関して所有者の承諾がある住宅
【店舗】上限を２０万円とし、１０分の１の額（千円未満の端
数切捨て）
【住宅】上限を１０万円とし、１０分の１の額（千円未満の端
数切捨て）
【併用住宅】上限を３０万円とし、店舗・住宅の補助額の合
算額（千円未満の端数切捨て）
申込＆問合せ●両神庁舎・産業振興課又は小鹿野庁舎・
住民生活課へ提出してください。なお、申請は本人又は
その家族に限ります。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

■活動内容や技術等に関する情報を広く公開すること
など
交付決定●申請内容を協議会で審査し、予算の範囲内
で決定します。(７月下旬予定)
申込＆問合せ●申請書を5月13日(月)から6月28日(金)
までに、両神庁舎・産業振興課に提出してください。なお、
申請書は産業振興課にあります。また、ホームページ「森
の活人」からもダウンロードできます。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

秩父産木材の利用促進及び普及啓発を図る。 １事業者につき20万円(定額)

新規就労者や担い手の確保、育成及び従業者の
技能向上を図る。

１事業につき100万円
(20万円以下10/10、20万円を超える部分1/2)

秩父圏域の豊富な森林資源を活用し、特産品化
を進め、新たな森林産業の育成を図る。

１事業につき100万円
(20万円以下10/10、20万円を超える部分2/3)

秩父圏域における森林・林業の活性化やＰＲを
図る。

①公共施設や民間住宅等
での木材利用の推進

②新たな森林産業への
支援

③森林・林業分野における
人材育成・雇用への支援

④森林・林業に関連する
イベントへの支援 １事業につき10万円(定額)

補助の目的 補助金限度額

※補助事業の詳細については、「森の活人」ホームページをご覧ください。
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災害時の避難行動要支援者名簿を更新します災害時の避難行動要支援者名簿を更新します

　町では、快適な住環境をつくるとともに河川の水質を改善し清
流を取り戻すことを目的として、単独処理浄化槽やくみ取り式便
槽から合併処理浄化槽への転換を図る世帯に対し配管布設費用
等を補助しています。
　現在、くみ取り式便槽や単独処理浄化槽をご使用の家庭の皆さ
ん、合併処理浄化槽への早期転換を考えてはいかがでしょうか。

各種補助金各種補助金

重度心身障害者の医療費を助成します重度心身障害者の医療費を助成します高性能合併処理浄化槽の
設置促進
高性能合併処理浄化槽の
設置促進

　町では、重度の障害者やその家族の経済的負担を軽
減し、福祉の増進を図るため、医療費の一部負担金を助
成金として支給します。対象となる人はご活用ください。
助成対象者
①身体障害者手帳の1・2・3級を交付されている人
②療育手帳Ⓐ・A・Bを交付されている人
③精神障害者保健福祉手帳1級を交付されている人
④障害認定により後期高齢者医療制度に加入している
人
※65歳を過ぎてから新たに上記の手帳を取得した人は
対象となりません。
支給内容
■医療機関で診察を受けた際に支払う医療費の自己負
担分を支給します。ただし、高額療養費・附加給付金など
の健康保険からの給付がある場合は、その金額を支給
額から控除します。
■予防接種の費用や入院時の食事療養費などの保険外
診療分については支給の対象外です。
所得制限
■平成31年1月から新規に申請している人で、本人の所
得が基準額を超える場合は、支給の対象外です。現在受
給中の人は、経過措置により令和4年10月から所得制限
が適用となります。

①配管費の補助金（転換設置のみ対象）
　高性能合併処理浄化槽の設置にあたり、トイレ、台所、
風呂場等から浄化槽へ流入する管及び放流先までの管の
布設工事に要する額
補助金額●配管費用の全額（限度額は20万円）
②単独処理浄化槽及びくみ取り式便槽の撤去補助金（転
換設置のみ対象）
　高性能合併処理浄化槽の設置にあたり、単独処理浄化
槽やくみ取り式便槽の撤去に対して補助金を交付します。
補助金額●限度額は10万円
③放流ポンプ槽の設置に補助金
　高性能合併処理浄化槽の設置にあたり、放流先が高く
自然に流せない場合に、放流ポンプ設置費の補助金を交
付します。
補助金額●限度額は5万円

■所得制限の基準は国の「特別障害者手当」に準拠しま
す。(例)扶養親族等0人の場合…年収518万円
■所得の把握は町が本人の同意を得たうえで税情報等
から確認します。転入された人は所得証明書の提出が必
要です。
申込＆問合せ●福祉課へ障害者手帳、健康保険証、預金
通帳、印鑑をお持ちのうえ、申請をしてください。申請書
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

有害鳥獣防護柵等
設置費を補助します
有害鳥獣防護柵等
設置費を補助します

新規に狩猟免許を取得した人に
補助金を交付します
新規に狩猟免許を取得した人に
補助金を交付します

　町では、農作物を有害鳥獣から守るために設
置する電気柵や防護柵の購入にかかる費用に
補助金を交付します。
補助対象者●町内に住所を有し、自ら農業を行
い町内の農地に電気柵や防護柵を設置した人
補助金額●５万円を上限とし、設置した経費の８
割を補助します。
※電気柵や防護柵を設置するために必要な資
材が対象で、人件費は対象外です。
※町税を滞納している人は、補助が受けられま
せん。
申請書類●補助金交付申請書、資材等購入明
細書・領収書、設置場所の状況写真
申込＆問合せ●申請書類を持参のうえ、両神庁
舎・産業振興課へ申請してください。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

　町では、有害鳥獣の捕獲及び有害鳥獣による農林産物等の被
害防止を推進するため、新たに狩猟免許を取得した人へ補助金
を交付します。
補助対象者●町内に住所を有し、鳥獣の保護及び管理並びに狩
猟の適正化に関する法律で規定する「第１種」、「第２種」及び「わ
な」の狩猟免許を新たに取得し、小鹿野町で実施する有害鳥獣捕
獲事業に従事する意思のある人
補助対象経費●狩猟免許試験講習会受講料及び受験手数料、
銃所持許可講習会受講料及び鉄砲所持許可申請手数料、教習
射撃資格申請手数料及び受講料、火薬類等譲受許可申請手数
料、各申請に伴う診断書費用等が対象です。
申請書類●補助金の交付申請書、取得した狩猟免状の写し、有
害鳥獣捕獲事業の従事意思に関する誓約書、補助対象経費の領
収書
申込＆問合せ●申請書類を持参のうえ、両神庁舎・産業振興課へ
申請してください。
両神庁舎・産業振興課☎79-1101

　町では、小鹿野町地域防災計画のもと、避難行動要支
援者名簿を作成しています。災害時における安否確認や
避難支援などの必要な支援が受けられるように対象と
なる人には、6月上旬頃に郵送で通知いたしますので、登
録の手続きをお願いします。なお、すでに名簿への登録
が済んでいる人へは、通知は行いません。

対象●次に該当する在宅で生活されている人が対象と
なります。
①65歳以上の単身高齢者
②70歳以上の高齢者のみで構成する世帯に属する人
③要介護認定3～5を受けている人

避難行動要支援者名簿とは…
　避難行動要支援者(災害時に自ら避難することが
困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図
るために特に支援を要する人)と認められた人の名
簿です。

④生活排水路の整備に補助金
　共同で設置する場合は共有する部分、一戸で設置する
場合は公共用水域までの距離が20ｍを超える部分につ
いて補助対象とし補助金を交付します。
補助金額●整備費の2分の1（限度額は30万円）
■標準的な個人住宅の分担金（令和元年度）
浄化槽の種類 標準（乗用車乗入可） 人道（乗用車乗入不可）
５人槽
７人槽
10人槽

84,456円
97,740円
120,636円

57,132円
74,766円
92,124円

■浄化槽の人槽の決め方
５人槽
７人槽
10人槽

世帯人員が3人以下
世帯人員が4～5人
世帯人員が6～8人又は2世帯住宅

申込＆問合せ●衛生センター☎75-0352

④身体障害者手帳1級又は2級を所持する人
⑤療育手帳Ⓐ・Ａを所持する人
⑥精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人
⑦難病患者
⑧その他避難支援等を希望し、町長が支援の必要を認
めた人
※①～⑦の名簿対象者に該当しない場合でも、避難支
援等を希望し、「小鹿野町避難行動要支援者名簿」への
登録を申請すれば、避難支援等関係者へ情報提供を行
います。また、名簿情報は、1年に1度更新します。
避難支援等関係者●町で作成する避難行動要支援者名
簿の提供を受け、避難支援等の実施に携わる関係者を
指します。小鹿野町地域防災計画では、次の皆さんを避
難支援等関係者としています。
　地域の自主防災組織、行政区長、消防団分団長、民生
委員、小鹿野町社会福祉協議会、小鹿野警察署、秩父消
防署西分署等
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109
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工業統計調査を
実施します
工業統計調査を
実施します

両神学童保育室指導員
募集(夏季期間中のアルバイト)
両神学童保育室指導員
募集(夏季期間中のアルバイト)

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）
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

　工業統計調査は、従業者4人以上のすべての製造事
業所を対象に、6月1日時点で実施します。工業統計調査
は、日本における工業の実態を明らかにすることを目的
とする重要な調査で、統計法に基づく報告義務のある基
幹統計調査です。
　調査の結果は、中小企業施策や地域振興など、国や地
域行政施策のための基礎資料として利活用されます。調
査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外
に使用することは絶対にありません。
　調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答をよろ
しくお願いします。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

　平成31年4月1日付けで髙橋　稔さん(両神薄)と黒
澤英子さん(下小鹿野)が行政相談員として、総務大臣か
ら委嘱されました。髙橋さん、黒澤さんともに再任です。
　行政相談員は、行政に対する苦情や意見・要望などを
聴き、解決を促進するとともに、それらの意見をもとに行
政運営の改善を進めることに努めます。定期相談のほ
か、自宅相談にも応じていますのでお気軽にお申し出く
ださい。
　なお、行政相談日は、広報の定期無料相談ページ(今
月号は24ページ)に掲載してありますのでご確認くださ
い。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1223

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

募集期間●5月13日(月)～24日(金)
申込＆問合せ●両神庁舎・建設課☎79-1204

町営住宅美屋団地町営住宅美屋団地 特定公共賃貸住宅松坂団地特定公共賃貸住宅松坂団地

国民宿舎両神荘で一緒に働く仲間を広く募集します国民宿舎両神荘で一緒に働く仲間を広く募集します
仕事内容
①フロント係（電話での予約受付、簡単なパソコン入力
業務等）
②サービス係（レストラン、広間で食事の準備・片付け等）
③清掃係
④調理補助係
⑤食器洗浄係
給与●規定による時給９００円～（その他早出・遅出手当
等支給あり）
通勤費●規定により支給
社会保険●勤務時間等により加入
勤務時間
①フロント係　 ７：３０～２１：００の間（交代制勤務）
②サービス係　６：３０～２１：００の間（交代制勤務）
③清掃係　　　９：００～１４：３０の間
④調理補助係　８：００～１７：００の間　
⑤食器洗浄係　８：００～１０：００の間
※勤務時間についてはご相談ください。

募集人員●パート又はアルバイト／若干名
選考方法●面接
申込＆問合せ●市販の履歴書に写真を貼り必要事項を
記入のうえ、両神荘へ郵送又は持参してください。後日
面接日時を連絡します。
小鹿野町営国民宿舎両神荘☎79-1221

募集人数●若干名　
対象●高校生以上
内容●学童(小学生)の指導
期間●夏休み期間中(７月22日(月)～8月30日(金))
申込＆問合せ●市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、
6月14日(金)までに小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包
括支援室へ提出してください。☎75-4101

6/1 行政相談員の紹介行政相談員の紹介

　皆さんこんにちは。新しい元号も
「令和」と決まりました。歴史が動い
たと感じたのは私だけでしょうか。

「平成生まれの社会人」なんて驚いていたのが懐かしい
ですね。
　さて、前回は自分にとって必要な1日のエネルギー量の
話でした。ちなみに私の場合は約1750kcal。これをどう考
えるかというと、1日1750kcal分食べて、それ以上に動いた
場合はやせていきますし、動く量は変えずにこれ以上食べ
ていると太る、ということです。
　実は、人間の体重1kgは約7000kcalで計算されます。こ
れは、脂肪や水分、タンパク質などで構成されます。この体
重1kgをコントロールすることを考えてみましょう。理想は
1カ月（30日）で1kgやせることと考えますと、7000kcal ÷ 30
で1日約230kcalコントロールすればいいことになります。そ
れはいったいどういうことでしょか。
　まず、食事で考えましょう。1日230kcalなら、1食で80kcal
弱減らせばいい。つまり、普段と同じように食事をよそった
あと、ご飯もおかずも全てスプーン1杯程度の量を減らせ
ばいいのです。それを毎日繰り返せば、運動していない方
でも1カ月で約1kg減量できるという話です。

　では運動だとどうでしょう。体重60kgの人が毎日
230kcalの運動をするとなれば、早歩きで1時間、縄跳びだ
と20分、水泳であれば30分泳ぎ続けなければいけませ
ん。これを雨の日も風の日も毎日休まずに行えば、今と同
じ食事量で1カ月後には1kg体重が減るという計算です
（あくまでも理論上の話ですが）。
　さあ、どちらが簡単でしょう。「あと一口」をやめることが
ダイエットの秘訣です。また、食べ物のカロリーを見る癖を
つけることなども始めてみてはいかがでしょうか。もちろ
ん、運動を始めてもかまいません。ちなみに、数日寝込んで
体重が2kg減ったなんて喜んでいる方。それは体脂肪が
減ったのではなく、水分が減って脱水になっただけです
からね。
　次回は糖尿病の薬について解説していきます。

生活習慣病について⑬　　糖尿病と治療
　　　　　　　　　（食事、運動と体重の話）

小鹿野中央病院長　内田　望
気 になるつぶやき
内田の

広報 おがの インフォメーション インフォメーション 広報 おがの

10 広報 おがの　5月号 11広報 おがの　5月号



緑の募金(家庭募金)に
ご協力をお願いします
緑の募金(家庭募金)に
ご協力をお願いします
　町では、5月1日から1カ月間「緑の募金」運動を行いま
す。この募金は、地球温暖化防止の基本でもある緑豊か
な自然を確保し、豊かさとゆとりが実感できる生活空間
の実現が図れるよう森林の整備と緑化を推進するもの
で全国的に展開されているものです。皆さんのご協力
をお願いいたします。
　なお、集められた募金の50％は(公社)埼玉県緑化推
進委員会を通じて町の緑化事業に利用されます。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

春の交通安全運動(5月11日～20日)春の交通安全運動(5月11日～20日)
　埼玉県では、自転車乗用中の交通事故が多発してい
ます。特に交差点での交通事故が多発しています。
　交通事故を起こさないように、車や自転車を運転する
ときは交通ルールを守りましょう。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170

　いざという時、あなたは大切な人を助けられますか？
　秩父消防本部では、住民の皆さんに応急手当に関す
る正しい知識と技術を持っていただくために救命講習会
を開催します。
日時●5月26日（日）8:30から17:15までの8時間
　　　(普通救命講習は2時間又は3時間コースです。)
場所●秩父消防本部
定員●10人程度(普通救命講習は15人程度)
費用●参加無料
※今回以外にも、秩父消防本部では年度内に複数回の
開催を予定しています。詳しくは、秩父消防本部ホーム
ページ又は下記までお問い合わせください。
申込＆問合せ●秩父消防署管理指導課☎21-0123

上級救命講習会を開催
します
上級救命講習会を開催
します

町長の見て・聞いて・話して
　第１４回の事業所訪問は、２月１４日に垣堺精機株式会社
を訪問し、垣堺正男社長にお話を伺いました。
　垣堺精機株式会社は、昭和４７年（１９７２年）秩父市上吉
田において垣堺製作所を創業し、機械部品類の受託加工
を開始しました。事業拡大に伴い、昭和６０年（１９８５年）に
現小鹿野町下小鹿野に工場を新設されました。
　当初は時計の内製機器の部品製造等を行っていました
が、昭和６１年（１９８６年）よりスリッタ－マシンの研究開発
及び製造販売を開始しました。
　独自に開発した「スリッタ－マシン」は高い技術力がある
からこそ完成したもので、大企業をも凌駕する工作機械と
なっています。
　スリッタ－加工とは、金属、紙、フィルムなどの素材をテ－
プ状に細長く裁断して巻き取る加工方法です。
　平成元年、独自開発の「ＨＴＣ巻取りシステム」を採用し、
巻取径の差による緩みや垂れを解消し、一定張力の巻取り
を可能にした高精度のスリッタ－マシンを開発しました。
　金属の表面を手作業で削り、平らにする「きさげ」という
熟練による職人の技術が強みとなり、さらに貴社ならでは
の「切断する技術」と「巻き取る技術」で他社に負けない、よ
り精密なスリッタ－マシンが造られていました。

　この究極のス
リッタ－マシンの開
発、そして成功に至
るまでには社長自
らの長年に亘る、
「できるまでやれば
必ずできる」という
信念のもとに生ま
れたものでした。苦
難なことにも立ち

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.14 ～

「垣堺精機株式会社」
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。

向かい、人との出会いを大切にし、仕事を楽しみながら開
発に取り組み、決して諦めない探究心があるからこそ、「世
界一の機械をつくる」ものづくり企業として成功した証で
あると確信しました。
わが社の主力製品
　当社独自開発のＨＴＣ
巻取りシステムを搭載し
た高精度スリッタ－マシ
ン及び関連装置の設計・
製造・販売・保守のすべ
てを手掛けております
ので、お客様のニ－ズに
最適なスリッタ－マシン
をご提案することで信頼
を得ております。
ここに自信あり
　平成３０年（２０１８年）
には、業界初の帯状の炭
素繊維を連続して切断
できるスリッタ－マシンを開発しました。これにより、細切り
した炭素繊維をよって縦と横方向に編めば、様々な部材を
簡単に加工できるようになり、コストも大幅に削減でき、自
動車や建材などのさらなる用途拡大に貢献するため、鋭意
努力をしております。

垣堺正男会長（左）と垣堺正行社長（右）

機械の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

代表取締役会長　垣堺正男
代表取締役社長　垣堺正行（４月より就任）
１１名
１９７２年
小鹿野町下小鹿野８７５
０４９４-７５-３３１０

会社概要

高精度のスリッタ－マシン（上・下）

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

地域おこし企業人　石塚 浩哉

クライミングタウン小鹿野町
から世界へ

　3月23日（土）、社会教育課の主催によるボルダリ
ング講習会が、旧両神中学校体育館で開催されまし
た。私も（参加ではなく）見学させていただきました。
　講師は世界的クライマーであり、小鹿野町の観光
大使でもあります平山ユージ様、Base　Camp（平山
ユージ様プロデュース）の嵯峨敦事業統括部長、1月
のボルダリングジャパンカップの優勝者である石松
大晟様とそうそうたるメンバーでした。午前中いっ
ぱいかけての3名の講師の方々によるボルダリング
のセッティングの後、午後講習会が行われました。
　参加は町内外から65名様、小学校1年生から70歳
の方まで、正に老若男女の方々が本当に楽しそうに
一生懸命取り組んでいらっしゃる姿に感銘を受けま
した。
　参加者の中には、2月に有明（東京都）で行われた
キッズボルダリング大会決勝進出者とそのご家族8
名様もいらっしゃり、県外からお越しいただきました。
平山ユージ様の知名度の高さが伺われました。
　弊社近畿日本ツーリストでは、山に関わるツアー
を専門に取り扱っている部署と連携し、平山ユージ

様のご協力をいただきながら、ボルダリングだけで
はなく、日本百名山の一つ両神山、ロッククライミン
グの二子山等、そして他の観光資源を活かしながら
クライミングタウンとも言える小鹿野町へのお客様
誘客のツアーや都内で宣伝イベントを企画していく
予定です。
　それにしましても、北海道常呂町のカーリング選
手や福井県勝山市のバドミントン選手が町ぐるみで
スポーツに取り組んだ結果、世界で活躍するに至っ
たと同様、小鹿野町から世界で活躍する選手が現れ
るのも決して夢物語ではない、甘いものではないと
は重々わかってはいるものの、そんな前向きで楽し
い気にさせられる講習会でした。

広報 おがの インフォメーション インフォメーション 広報 おがの

12 広報 おがの　5月号 13広報 おがの　5月号



小鹿野町役場
組織図の
ご案内

（平成31年４月現在）

町職員の
異動
町職員の
異動

町長

教育委員会

病院事業管理者

町議会

副町長

教育長

院長

技監

総務課

総合政策課

税務課 

住民生活課

まちづくり推進室

福祉課

保健課

おもてなし課

産業振興課

建設課

会計課（会計管理者）

学校教育課

子育て包括支援室

衛生センター

小鹿野保育所

両神保育所

子育て支援センター

両神学童保育室

小鹿野幼稚園

学校給食センター

社会教育課

中央公民館

両神公民館

図書館

病院事務局 医事管理課

議会事務局

•工事検査

•総務担当
•職員担当
•自治文化人権担当 

•財政担当 
•契約担当

•管理担当

•住民担当
•防犯・交通安全担当

•社会福祉担当
•保険担当

•健康増進担当

•観光担当
•管財担当

•農政担当
•林政担当

•管理用地担当

•審査担当

•庶務担当

•高齢者福祉担当

•在宅介護担当

•商業担当
•バス運行担当

•農業委員会担当
•自然エネルギー担当 

•土木建築担当

•出納担当

•学校教育担当

•社会教育担当

•庶務担当

•庶務担当

•管理担当

•秘書担当
•文書法制担当
•危機管理・防災担当  

•企画政策担当

•住民税・国保税担当 

•環境衛生担当

•文化財保護担当

•事業担当

•奉仕担当

•障害者福祉担当

•庶務担当

•工業担当
 

•都市計画担当

•広聴広報統計担当
•管財担当 

•情報担当

•固定資産税担当

•児童福祉担当
•児童虐待相談

•社会体育担当

•庶務担当
•医事担当

異動職員(課所長等)

総務課長
総合政策課長
住民生活課長
社会教育課長
【新任課長】
まちづくり推進室長（総務課内）
福祉課長
保健課長
おもてなし課長
建設課長
学校教育課長
病院医事管理課長

新井　昇
分須亮太郎
磯田定志
茂木寅二

黒田佳之
南　昭一
島﨑健司
出浦泰成
黒沢　彰
南　徳秀
茂木隆司

新規再任用職員

まちづくり推進室（総務課内）
まちづくり推進室（総務課内）
衛生センター
建設課
小鹿野保育所
両神保育所
小鹿野幼稚園
総務課

髙橋俊行
浅見良雄
神田　進
黒沢　功
強矢敏恵
黒澤信枝
石川久子
磯田とし子

3月31日付け退職者

総務課長
総合政策長
技監
住民課長
衛生課長
福祉課長
社会教育課長
病院事務長
小鹿野保育所長
両神保育所長
小鹿野幼稚園長
産業振興課副主幹
子育て支援センター(保育士)
学校教育課指導主事(派遣終了)
学校給食センター技術主事

髙橋俊行
浅見良雄
岡村正男
黒沢　功
神田　進
新井保子
黒沢義則
黒澤平太郎
強矢敏恵
黒澤信枝
石川久子
吉野富夫
四方田明子
舩﨑　浩
髙橋節子

派遣職員

技監
病院事務長
学校教育課指導主事

井筒　肇
小山　堅
小野仁士

新規採用職員

総務課
福祉課
産業振興課
小鹿野保育所(保育士)

加藤瑞規
髙根由裕
原島教道
山中友花

　4月1日からの町の
人事についてお知ら
せします。

　藤倉にある倉尾神社は、旧倉尾村の総鎮守として祀
られ、秩父と信州を最短距離で結ぶ峠を越える道の近く
にあり、往来が盛んな時代は特に広く信仰を集めていま
した。
　5月4日の倉尾神社の祭りで行われる打ち上げ花火
は、3～4寸で奉納者の名を書いた旗が仕組まれ、破裂し
た後、落下傘で落ちてきます。「倉尾神社の長旗付き煙
火」(昭和63年2月２２日町指定無形民俗文化財)は、そ
の起源が江戸時代までさかのぼると伝えられています。

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.13

◆新緑の山間に漂う長旗◆

　昭和30年代ま
で、西秩父の煙火
は落下傘を付けた
「吊り物」が盛ん
に打ち上げられて
いました。しかし、
火薬の使用規制
によりその多くが休止しました。
　倉尾神社では、昭和60年に煙火が復活し、長く10月1
日の倉尾神社の祭りで行われていましたが、平成21年か
らは5月4日に変更されて、現在まで続けられています。
　県指定無形民俗文化財「飯田八幡神社の祭り(鉄砲
祭り)」や国重要無形民俗文化財に指定された下吉田椋
神社「秩父吉田の龍勢」をはじめ、西秩父では火薬を使
用した特色のある伝統行事が行われています。
　新緑の山間に響く花火の音と「トザイ～、トウザイ～」の
口上と囃子。ぜひ、お出かけください。
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夏巡業  大相撲『秩父場所』開催夏巡業  大相撲『秩父場所』開催町長の交際費を公開します町長の交際費を公開します町長の交際費を公開します町長の交際費を公開します
平成30年度後期分 支出額 534,570円

3日
4日
5日
7日
14日
14日
20日
27日
28日
28日
28日
28日

土産品代
土産品代
全国国保地域医療学会地域交流会会費
第28回倉尾地区スポーツ大会
龍勢観光祭会費
西秩父ライオンズクラブ龍勢祭観覧会会費
第48回小鹿野ロードレース大会招待選手歓迎会会費
秩父経済懇話会第700回記念定例懇談会・祝賀会会費
第41回よこぜまつり会費
みんなの皆野ふれあいまつり
第40回奈倉耕地運動会
第3８回松坂地区大運動会

3,520円
3,645円
8,000円
3,000円
2,000円
3,000円
5,000円
5,000円
3,000円
3,000円
3,000円
3,000円

7日
7日
8日
9日
9日
11日
12日
12日
13日
14日
15日
15日
17日
18日
18日
18日
19日
19日
20日
20日
22日
22日
23日
23日
24日
24日
25日
27日
29日
30日

豊かな埼玉をつくる県民の集い会費
秩父郡市医師会新年会会費
土産品代
関係先への地元特産品
県・市長会・町村会新年懇談会会費
両神花卉生産組合新年会会費
小鹿野警察署地域安全餅つき大会
小鹿野町体育協会新年会会費
小鹿野町消防団新年会会費
秩父郡市薬剤師会新年会会費
土産品代
秩父機械電機工業会新年会会費
土産品代
JAちちぶ新年祝賀会会費
小鹿野町民生委員・民生児童委員協議会新年懇親会会費
小鹿野町スポーツ少年団新年会会費
西秩父商工会新年会会費
土産品代
秩父郡市歯科医師会新年祝賀会会費
小鹿野町消防団第２支団新年会会費
秩父地区保護司会・更正保護女性会合同新年懇親会会費
JTB協定旅館ホテル連盟地域視察懇親会会費
両神文芸クラブ俳句新年会懇親会会費
小鹿野町教育委員との懇親会会費
持続可能な発展を目指す自治体会議定例会・懇親会会費
国際交流協会新春講演会・懇親会会費
秩父青年会議所新年会会費
尾ノ内百景交流会
JAちちぶ園芸部会総会反省会会費
秩父郡町村会新年会会費

1日
3日
3日
3日
4日
5日
6日
6日
10日
11日
13日
13日
15日
19日
20日
21日
22日
22日
26日
27日
28日

小鹿野子ども歌舞伎新年会会費
小鹿野町消防団1-1分団新年会会費
小鹿野町消防団1-7分団新年会会費
小鹿野町消防団1-8分団新年会会費
学校・行政・雇用主の情報交換会・懇談会会費
秩父旅館業協同組合新春懇親会会費
埼玉県北西部管内自治体連絡協議会意見交換会懇親会会費
秩父郡民生委員協議会新年会会費
小鹿野歌舞伎保存会新春懇親会会費
秩父郡市薬剤師会創立70周年・秩父薬剤師会
調剤センター創立30周年記念祝賀会会費
土橋元孝氏瑞宝双光章受章祝賀会会費
遊休農地解消に向けての意見交換会会費
西秩父商工会青年部新年会会費
秩父広域市町村圏組合新年会会費
土産品代
西秩父交通安全協会小鹿野支部新年会会費
小鹿野町老人クラブ連合会新年会会費
秩父観光協会秩父支部新春懇親会会費
小鹿野地区区長会新年会会費
秩父開発機構取締役会・懇親会会費
土産品代

3,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
7,000円
10,000円
5,000円
3,000円
5,000円
10,000円
10,000円
5,000円
5,000円
3,800円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
3,720円

3日
4日
4日
6日
7日
9日
11日
11日
11日
11日
11日
15日
17日
18日
18日
19日
23日
28日
29日
30日
30日

土産品代
吉田よいとこ祭｢吉田を考える会｣会費
皆野病院まつり
木魂祭懇親会会費
土産品代
土産品代
奥秩父大滝紅葉まつり大滝で語ろう会会費
尾ノ内渓谷紅葉まつり
小鹿野町消防団特別点検慰労会会費（１－７）
小鹿野町消防団特別点検慰労会会費（１－８）
小鹿野町消防団特別点検慰労会会費（１－１）
土産品代
JAちちぶ女性部小鹿野支部作品展
第25回ちちぶ荒川新そばまつり会費
歌舞伎・郷土芸能祭出演団体反省会会費
秩父地域議長会懇親会会費
長若ふるさとフェスティバル
倉尾地区区長会と防災会議・懇親会会費
秩父郡町村会定例会・懇親会会費
小鹿野町ソフトボール協会大納会
年末救援統一募金

2,010円
3,000円
5,000円
6,000円
3,645円
3,645円
2,000円
3,000円
5,000円
5,000円
5,000円
3,645円
3,000円
2,000円
3,000円
6,000円
3,000円
3,000円
3,000円
5,000円
3,000円

1日
2日
3日
7日
12日
13日
14日
15日
17日
20日
20日
21日
22日
23日
25日
25日

西秩父野球連盟納会会費
土産品代
秩父夜祭観光祭懇談会会費
土産品代
両神山麓花とみどりを育てる会忘年会会費
ちちぶ園芸部会小鹿野支部総会・忘年会会費
小鹿野町区長協議会懇親会会費
小鹿野高校野球部忘年会会費
小鹿野りそな会忘年会会費
西秩父ライオンズクラブクリスマス家族例会会費
秩父地方報道連盟年末懇談会会費
三・両協議会忘年会会費
陸上自衛隊大宮駐屯地餅つき大会
小鹿野町体育協会忘年会会費
小鹿野町農業委員会忘年会会費
関係先への地元特産品代

5,000円
3,645円
2,000円
3,645円
4,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
10,000円
5,000円
3,000円
5,000円
5,000円
28,350円

1日
8日
8日
16日
17日
22日
23日
27日
28日

秩父郡町村会職員研修・懇親会会費
両神花卉共進会慰労会会費
土産品代
村上朝男氏黄綬褒章受章祝賀会会費
尾ノ内百景氷柱事業慰労会会費
ちちぶ定住自立圏懇親会会費
土産品代
埼玉県町村会政務調査会現地研究会・意見交換会会費
土産品代

3,000円
5,000円
3,645円
10,000円
5,000円
5,000円
3,720円
5,000円
3,645円

町長
交際費

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

平成30年10月

平成30年11月

平成30年12月

平成31年1月

平成31年2月

平成31年3月

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.23VOL.23

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

養蜂箱の周りに電気柵
を設置しました。(片桐)

ダリア園にて防護柵設置
のお手伝いをさせてい
ただきました。(星)

　横綱白鵬・鶴竜を筆頭に大関・日本相撲協会総勢約280人の関取衆が秩父市
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、
初っ切りなど、どうぞお見逃しなく。
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●(税込1人分)
タマリ席Ｓ(記念座布団付)14,000円
～2階Ａ席6,000円
飲食土産セット引換券4,000円

チケット一般販売
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・矢尾トラベル
サロンほかで現在販売中です。
※チケット完売の場合は、ご了承くだ
さい。

詳しくは大相撲興行情報をご覧ください。http://hamadai.com/
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)

3月1日からダリア
園の活動スタート。
害獣防護柵の設置
準備。(沢田)

小鹿野の柚子で商品開発を
考え、「柚子ピール」(皮の砂
糖漬け)を和菓子屋さんに
作って頂きました！ お酒と合
うので、バーなどにPRする
予定です。（工藤）

ちちぶ空き家バンクに
よる小鹿野ツアーで
は18名がご参加。小
鹿野の戸建てを求め
る方は、たくさんいま
す！空き家情報は、総
合政策課まで。（本）

道の駅にて地域おこし
協力隊活動パネルを
展示しました。(太田) お詫びと訂正

広報おがの4月号(163号)の13ペー
ジ中「地域おこし協力隊通信」の掲載
内容に誤りがありました。訂正してお
詫び申し上げます。

【誤】新藤総務大臣　➡ 【正】新藤元総務大臣

ブログ「おがの徒然日誌」

15,000円
5,000円
3,645円
12,600円
3,000円
5,000円
3,000円
5,000円
5,000円
5,000円
2,700円
5,000円
2,700円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
3,645円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
5,000円
3,000円
3,000円
6,000円
3,000円
5,000円
6,000円
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ちびっこサロン(予約制)ちびっこサロン(予約制)

入園・入学 おめでとうございます入園・入学 おめでとうございます入園・入学 おめでとうございます入園・入学 おめでとうございます

　集団が苦手・人見知りが激しいなど心配はありませんか。親
子で一緒に遊びながら、集団生活に慣れていく、月１回の『親子
の遊び教室』です。保健師や保育士とゆっくり相談ができます。
日時●5月7日(火)9:30～11:30
場所●児童館
内容●リズム遊び、ふれあい遊び、トイレタイム、設定遊び
（サーキット）、おやつタイム、個別相談（保育士・保健師）
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。
※動きやすい服装でご参加ください。

はぐくみ相談(予約制)はぐくみ相談(予約制)
　ことばがなかなか出ない、発音が気になるなど、ことばの発
達について言語聴覚士が相談に応じます。
日時●5月15日(水)9:40～15:10
場所●児童館　　内容●個別相談
対象●就学前のお子さんと保護者　　定員●6人
申込●５月１３日（月）までにお申し込みください。

子育てこころの相談（予約制）子育てこころの相談（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？
　子育てしている人（父母・祖父母等）を対象とした子育て相談
です。お子さん連れでも参加できます。
日時●5月13日(月)10:00～12:00
場所●児童館　
内容●個別相談(訪問での相談も可能です)
講師●臨床心理士
対象●子育てしている人
申込●5月10日(金)までにお申し込みください。

産後ママのストレッチ教室（予約制）産後ママのストレッチ教室（予約制）
　産後の体のケアとリフレッシュにいかがですか？
　産後は、出産により骨盤のゆがみや姿勢が崩れやすくなりま
す。そこで、お母さん向けにストレッチ教室を開催します。お子
さん連れで参加できます。
日時●5月22日(水)10:00～11:30
場所●子育て支援センター　
内容●肩こり解消ストレッチ、腰のゆがみ引き締め体操の実践、
個別相談等
講師●なごみ整体院　あん摩・マッサージ・指圧師　
　　　鎌田昌子氏
対象●おおよそ生後5カ月までの子どもがいる母親
持ち物●大きめのバスタオル２枚

助産師による
「ほっと ハグくむ．．．ママサロン」
助産師による
「ほっと ハグくむ．．．ママサロン」
　一人ひとりその人の状態に合った育児アドバイスや母乳相談
が受けられます。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
※巡回日及び祝日、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
5月8日(水)小鹿野町子育て支援センター☎75-0550

対象●平成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 ５/１５㊌

１０：００～１１：３０

５/３０㊍
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。

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）

5/15㊌ 　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

5/9㊍　6/6㊍
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 ５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　5/4、11、１８、２５　
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 ５/１６㊍
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。
対象●1歳以上のお子さんと保護者
のぼって、すべって、くぐって、とんで、体をいっぱい使った遊びです。

5/23㊍
10:00～11:30サーキット遊び

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

４月より毎週金曜日
A5/１０　B5/１７　C5/２４
D5/31　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 Dふれあい遊び（保
育士）　＊金曜日のすくすく以外の日もお部屋は利用できますので、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

５/８㊌  ９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

５/２8㊋  
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

５/２２㊌ 
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

５/１４㊋、6/4㊋
１０：００～１１：３０

対象●１歳以上のお子さんと保護者
5月はさつま芋挿し、6月は夏野菜苗植えを親子で一緒にします。
【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。５月７日（火）午前１０時から開催前々日までに電話か来所でお申し込みください。

年齢別講座
てくてくじゃんぷ

「子育てサークルmoco＊noko」
親子で楽器遊びを披露してくれま
した。

３月の日曜開放は、パパたちも
来てくれました。楽しい絵本の
時間です。

楽しい観劇会「ほほ
ほの時間」の後は、
大吉さんとほほさ
んがお見送りして
くれました。

たくさん集まってくれ
た

おわかれかい。みんな
で

ハイポーズ！

楽しいこと
いっぱいあるよ！

両神小学校入学式

小鹿野中学校入学式

小鹿野幼稚園入園式
◀新入生代表
　あいさつ
　吉岡優成さん 平成３１年度 管内幼稚園・小学校・中学校

就学園児・児童・生徒数（人）

小鹿野幼稚園

小鹿野小学校
長若小学校
三田川小学校
両神小学校
　合　計

小鹿野中学校

男児
9 

男子
23 
1 
2 
5 
31 
男子
54 

女児
5 

女子
21 
5 
3 
5 
34 
女子
41 

計 
14
 計 
44
6
5
10
65
計 
95

『ほっとママステーション』情報『ほっとママステーション』情報『ほっとママステーション』情報『ほっとママステーション』情報 申込＆問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課　
子育て包括支援室（ほっとママステーション）☎75-4101

広報 おがの 子育て支援 子育て支援 広報 おがの
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子育て支援センター

 情 報

応援します！
あなたの子育て

☎７５-０５５０

親子で遊びに来てね。待っています。



おはなし会おはなし会
プチ(赤ちゃんから3歳ぐらいまで)
日時●5月9日(木)14:30～
　　　※14:15までに集合してください。
場所●子育て支援センター
内容●絵本・紙しばい・手遊び
キッズ(幼児・小学生)
日時●5月25日(土)10:30～
場所●両神ふるさと総合
会館・視聴覚室
内容●絵本・紙しばい・工
作

ブックスチャレンジ(2歳児)ブックスチャレンジ(2歳児)
　絵本を通して、親子がふれあい楽しい時間を過ご
すためのお手伝いをします。
　2歳児健診の会場で絵本の読み聞かせと絵本を1冊プレゼントします｡
日時●5月21日(火)13:00～
場所●児童館　※健診対象児のみ

映画会映画会
　親子で楽しめる映画を上映します。お友達を誘って来てください。
日時●5月3日(祝)14:00～
場所●両神ふるさと総合会館・視聴覚室
上映内容●「ぴったんこねこざかな」ほか　※無料・申込不要

小鹿野文化センター会場
日時●5月22日(水)、6月5日（水）13:30～15:30
場所●小鹿野文化センター・会議室１
ふるさと総合会館会場
日時●5月29(水)、6月12(水）13:30～15:30
場所●両神ふるさと総合会館・研修室Ａ
内容●リフ編みで小物を作ります。
講師●大野しげ子さん（大野毛糸店）
定員●15人　　費用●3,000円程度(毛糸代)
申込＆問合せ●5月7日(火)より電話で受け付けます。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063
両神ふるさと総合会館・両神公民館☎79-1311

毛糸屋さんの編み物教室

日時●6月2日、9日、16日、23日(日)13:00～15：00
　　　6月4日、11日、18日、25日(火)19：00～21：00
場所●小鹿野町総合運動公園テニスコート
対象●町内在住在勤者（小学5年生以上）
定員●30人(申込順)　　費用●参加費500円
申込＆問合せ●参加費を添えて小鹿野文化センターへ
お申し込みください。
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

硬式テニス教室

日時●5月18日(土)10:30～
場所●小鹿野文化センター・和室
対象●幼児、小学生、親子　　※申込不要です。
問合せ●小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

楽しいおはなしの会

日時●5月26日(日)9:00～
場所●町民体育館
申込＆問合せ●５月７日(火)より受付開始です。
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

町民インディアカ大会

少年の部
日時●6月2日(日)8:30～
一般の部
日時●6月9日(日)8:00～
予備日●6月16日(日)
場所●下小鹿野運動場、両神山村広場
代表者会議●5月10日(金)
申込＆問合せ●5月9日(木)までに電話でお申し込みください。
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063

町民ソフトボール大会

日時●6月5日(水)8:30～
場所●ユニオンエースゴルフクラブ
対象●ゴルフ愛好者
定員●60人(申込順)
費用●参加費2,000円、ビジターセルフ6,500円
申込＆問合せ●5月17日(金)までに電話でお申し込みください。
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063　
連盟役員　出浦☎090-1402-2861

小鹿野町ゴルフ大会

みんなで図書館へ行こう！みんなで図書館へ行こう！

図書館入口

受付カウンター

ＣＤ・ＤＶＤ

一般書新着図書コーナー

雑誌コーナー

一般書（文庫・新書・コミック含）

閲覧机（9席） 学習机（15席）

蔵書検索用パソコン（左）
情報端末ノートパソコン（右）

児童書新着図書コーナー

児童室（読み物）

児童室（絵本）
今月のおすすめ本今月のおすすめ本

書名●森の生活図集スズキサトルのブッシュクラフトスキルワークブック
著者名●スズキサトル
出版社●笠倉出版社
分類●786スz
内容●ブッシュクラフトスキル(現地調達を基本としたアウトドア)を中心に、古来より
伝わる技法や道具、野外生活を営むうえでのコツや知識など、我々人間が本来会得し
ていた自然界での知恵や技術をイラストと文章で解説する野営生活のバイブル。

　今月は、視聴覚資料(ＣＤ・ＤＶＤ)を案内します。
　掲載以外に、図書(一般書、児童書)もたくさん入っています。詳しくは、ＨＰの新着図書からご覧いただくか、
館内の一覧表をご覧ください。

ＣＤ
ＣＤ
ＣＤ
ＣＤ
ＣＤ
ＤＶＤ
ＤＶＤ
ＤＶＤ

演歌
クラシック
ポップス
ポップス
落語
アニメ
邦画
洋画

テイチクエンターテイメント
日本コロムビア
ワーナーミュージック・ジャパン
ワーナーミュージック・ジャパン
ポニーキャニオン
バップ
東宝
ウォルト・ディズニー・ジャパン

島津亜矢2019年全曲集
不滅のショパン名曲集
瞬間的シックスセンス
STARTING OVER
古今亭志ん生ベスト
未来のミライ
シン・ゴジラ
美女と野獣

島津亜矢／歌
ブルーノ・リグットほか／演奏
あいみょん／歌
高橋　優／歌・演奏
古今亭志ん生
細田守／監督　上白石萌歌ほか／声
庵野秀行／監督　長谷川博己ほか／出演
ビル・コンドン／監督　エマ・ワトソンほか／出演

新着資料案内新着資料案内
分類 タイトル名 アーティスト名 発売元

　図書館に行ったことはありますか。
　そんな図書館を知らない人のために、本館(両
神ふるさと総合開館内)の館内を写真で紹介し
ます｡館内には、さまざまな分野の本だけでなく、
ＣＤやＤＶＤもあります｡
　皆さんのお越しをお待ちしています｡
本館開館時間●10：00～18：00
休館日●月曜日、毎月第3金曜日

生涯学習
コーナー

図書館・生涯学習 広報 おがの
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問合せ●小鹿野町立図書館
　　　　☎79-0150

図書館
だより



目指せ!!
参加率60％
目指せ!!
参加率60％

場所●下小鹿野運動場
時間●9:00～(受付8:30)
申込●事前の申し込みが必要です。5月24日(金)までに、小鹿
野文化センター・社会教育課へお申し込みください。

今年も参加します!!
2019小鹿野町チャレンジデー開催
今年も参加します!!
2019小鹿野町チャレンジデー開催

　チャレンジデーとは、年齢・性別を問わず、日常的なスポーツ
の習慣化や住民の健康増進、地域の活性化に向けたきっかけづ
くりを目的に行われるイベントで、人口規模がほぼ同じ自治体
間で５月の最終水曜日午前０時から午後９時までに、１５分以上
の運動を行なった住民等の参加率を競います。
　小鹿野町として参加して今年で１４回目です。昨年の参加率
は、５７.２％でした。今年の対戦相手は、岩手県大槌町です。
　この機会に体を動かし、スポーツに親しんでみてはいかがで
すか。ご近所、お友達お誘い合わせのうえ、ご参加ください。

5/29
水

大槌町

岩手県大槌町
人口●１１，９２４人
面積●２００．４ｋ㎡
参加回数●１４回目
昨年参加率●５３．９％

おおつちちょう

チャレンジデー・イベント紹介チャレンジデー・イベント紹介
グラウンドゴルフ大会

　里山案内人『よってがっせぇ』のメンバーによるガイドで、新緑
の小鹿野路をウォーキングしてみませんか。
【午前の部】①四阿屋山薬師堂コース(中級者向け）
　　　　　　時間●9:30～(2時間程度)
　　　　      集合●道の駅両神温泉薬師の湯
【午後の部】②般若コース(初級者向け)
            　　時間●13:30～(2時間程度)
　　　　      集合●旧バイクの森おがの駐車場
持ち物●ハイキングシューズ、飲物、タオル等
申込●参加を希望するコースの集合場所へ、直接お越しくださ
い。

里山案内人と行く小鹿野路!!『町民ウォーキング』

　町内で活動している太極拳クラブの皆さんと一緒に太極拳
を楽しんでみませんか。
場所●国民宿舎両神荘　芝生広場(雨天時は健康増進センター)
時間●11:00～
申込●直接会場へお越しください。どなたでも手軽にできるス
ポーツですので、気軽に参加してください。

初心者大歓迎!! 太極拳を体験しよう

場所●小鹿野中学校グラウンド（雨天時は小鹿野中学校体育館）
時間●18:30～
申込●どなたでも参加できますので、直接会場にお越しくださ
い。

インディアカ体験

場所●小鹿野中学校グラウンド
時間●18:30～
内容●野球ゲーム、輪投げ、軽スポーツ体験等、気軽に楽しめるスポーツ
イベントが盛り沢山です。また、ゲーム参加者には駄菓子やポップコーン
など無料配布も行います。皆さんお誘い合ってご参加ください。
■町民体育館・小鹿野中学校体育館開放
時間●18:30～20:30
内容●町民体育館＝バドミントン・卓球等
　　　小鹿野中学校体育館＝ソフトバレー等
持ち物●体育館シューズをご持参ください。
■お楽しみ抽選会
場所●小鹿野中学校グラウンド（雨天時は町民体育館）
時間●20:00～
※対戦自治体の岩手県大槌町の特産品など多数用意しています。昼間に
運動した人、一度参加報告した人も、抽選会には参加できます。ただし、抽
選会場にいない場合は無効となります。

メイン会場イベント・お楽しみ抽選会

【野球場】
時間●8:30～17:00
申込●小鹿野文化センターへお申し込みください。　
　　　(申込順)
【テニスコート】
時間●18:30～20:30
申込●直接会場へお越しください。

●各イベント会場では、参加賞などをご用意し
て、皆さんの参加をお待ちしています。
※掲載したイベント内容は予定ですので、今後変
更される場合があります。予めご了承ください。

総合運動公園無料開放

場所●般若の丘・いきいき館
時間●18:30～
持ち物●体育館シューズ
申込●直接会場にお越しください。

～いきいき健康体操～『ステップ体操』

チャレンジデー参加報告方法チャレンジデー参加報告方法
5月29日(水)に15分以上の運動をして
①参加報告書に必要事項を記入して5月29日
(水)18:00までに、町内に設置してある報告
ボックスへ投函してください。※参加報告書は
次ページの下段にあります。

②電話・FAX・メールで5月29日(水)21:00までに、小鹿野文化センター・社会教育課
へ報告してください。
☎75-0063　FAX75-0032　メール  syakyo@town.ogano.lg.jp

報告ボックス設置箇所報告ボックス設置箇所
小鹿野地区 長若地区
新井会館
腰上会館
腰の根下区集会所
セブンイレブン小鹿野店
原町文化会館
巨香の郷
世代間交流広場
上二丁目ゲートボール場
安田屋
上二丁目会館
中野酒店
叶屋
町立病院
小鹿野文化センター
加藤事務所
春日町会館
小鹿野町役場
小鹿野郵便局
伊豆沢集会所
養護老人ホーム秩父荘
ファミリーマート
和らく
漆ケ谷戸会館
信濃石会館
セブンイレブン下小鹿野店
どさん子小鹿野店
泉田会館
奈倉会館
下小鹿野運動場

泉竜院
松井田集会所（2区）
下長留集会所（3区）
旧バイクの森おがの
４区集会所
日本武神社
前野石油店
長若生活改善センター
法性寺
２分団２部詰所
７区集会所
旗居集会所
番場中央集会所
蕨平集荷所
長留農林漁業経営管理所
１４区集会所
長尾根農林産物直売所

倉尾地区
太駄橋
藤倉橋
上郷生活改善センター
長沢バス停
大石津ゲートボール場
富田バス停
長久保出荷所跡
長久保ゲートボール場
八谷集会所
強矢バス停
池原出荷所
毘沙門水取水場所
旧倉尾駐在所跡
倉尾ふるさと館
日尾集会所

両神地区
１区集会所
下薄農民センター
特別養護老人ホーム花菖蒲・両神
両神振興会館
ふるさと総合会館
ふれあいセンター
４区集会所
坂戸・穴部集会所
５区集会所
山崎商店
７区集会所
黒沢富夫宅前
両神山荘
国民宿舎両神荘
小森館
１０区集会所
１１区集会所
３分団第２詰所（旧７分団）
両神興業川塩事業所
両神僻地保健福祉館
滝前集会所

三田川地区
和田公会堂
小鹿野町武道場
松坂会館
滝原団地集会所
栗尾生活改善センター
上飯田集会所
三山下郷公会堂
２分団２部詰所
久月集会所
間明平運動場
７－１区集会所
納宮集会所
１０区公会堂
１１区集会所
坂本生活改善センター

この箱が町内各所に設置
してあります。報告用紙も
一緒に置いてありますの
で、参加率アップにご協力
をお願いします。

設置時間●5月29日(水)
18:00まで

　家庭・職場・学校など町内どこでも参加できます。
１５分以上体を動かして報告をお願いします。自分自
身の健康のためにも取り組みましょう。

問合せ●小鹿野町チャレンジデー実行委員会
　　　　(小鹿野文化センター・社会教育課)　
　　　　☎75-0063　FAX75-0032
　　　　メール  syakyo@town.ogano.lg.jp

◀
町
民
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

いきいき体操『ステップ体操』
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相
談
員

こんな症状のときは“ためらわず”救急車（119番）を
呼んでください
こんな症状のときは“ためらわず”救急車（119番）を
呼んでください
大人の場合
●顔の半分がしびれる　●ろれつがまわらない　●ものが二
重に見える　●突然の手足のしびれ　●突然支えなしでは立
てなくなった　●突然の激しい頭痛や腹痛　●急な息切れ、
呼吸困難　●場所が移動する激しい痛み　●胸の中央が締
め付けられるような痛みが2～3分続く　●吐血や下血がある
●広範囲のやけど　●意識がない　●けいれんが止まらない
●食べ物をのどにつまらせる　●冷や汗を伴う強い吐き気　
●大量の出血を伴う外傷  など

小児（15歳未満）の場合
●くちびるの色が紫色で、呼吸が弱い　●頭を痛がりけいれんが
ある　●頭を強くぶつけて出血が止まらない　●手足が硬直して
いる　●激しい咳や呼吸がゼーゼーと苦しそう　●痛みのひどい
やけど　●変なものを飲み込んで意識がない　●ウンチに血が
混じる　●激しい下痢や嘔吐で水分が取れず食欲もない　●高
所から転落　●虫刺されで全身にじんましんが出て顔色が悪い　
など
生後３カ月未満の乳児
●様子がおかしい

休日急患当番医休日急患当番医定期無料相談定期無料相談

小鹿野町チャレンジデー参加報告書小鹿野町チャレンジデー参加報告書

行政相談
▶問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

＊秘密は厳守しますので、お気軽にご利用ください。

■毎月第3月曜日実施
　※休日の場合は翌日
日時●5月20日(月)13:00～15:00
相談員●髙橋　稔さん
　　　　黒澤英子さん　
場所●小鹿野文化センター

認知症に関する相談
▶問合せ／保健福祉センター ☎75-0135

■物忘れなどの生活の不安・介護全般
日時●①5月14日(火)、28日(火)
　　　　9:00～12:00
　　　②平日(月～金)9:00～17:00
相談員●地域包括支援センター保健師
場所●保健福祉センター
②の場合、又は訪問を希望される場合は、事前
にご連絡をください。

心配ごと相談
▶問合せ／小鹿野町社会福祉協議会 ☎75-4181

■毎週木曜日実施(祝日は行いません)
日時●毎週木曜日 10:00～15:00
相談員●山崎登志男さん
場所●児童館
※第3木曜日は両神振興会館

秩父保健所の各種相談 ※要予約
▶問合せ／秩父保健所 ☎22-3824

■子どもの心の健康相談
相談員／医師
日時●5月14日(火)13:30～
相談員／臨床心理士
日時●6月28日(金)14:00～
■ひきこもり専門相談
相談員／公認心理師
日時●5月7日(火)13:30 ～
※相談時間は、予約の際にご確認く
ださい。

障害者の相談窓口
相談時間／月～金曜日(祝日を除く) 9:00～17:00

■身体障害者について
フレンドリー(カナの会)
☎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
☎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
☎24-1025　FAX24-1026

消費生活・多重債務等の相談
▶問合せ／秩父市消費生活センター ☎25-5200

日時●月～金曜日 9:00～16:00
　　　(12:00～13:00を除く)
相談員●専門相談員
場所●秩父市消費生活センター
　　　(秩父市役所本庁舎2階)

法律相談
▶問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

■隔月(奇数月)実施
日時●5月21日(火)13:00～15:00
相談員●加藤純二さん(弁護士)
場所●小鹿野文化センター

登記・法律相談
▶問合せ／総務課 ☎75-1223（直通）

■相談内容
　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
■隔月(偶数月第3水曜日)実施
日時●6月19日(水)13:00～15:00
相談員●埼玉司法書士会
　　　　秩父支部会員
場所●小鹿野文化センター

ひきこもり・こころの相談
～来所や訪問での相談～
▶問合せ／保健福祉センター ☎75-0135

■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、ご
相談ください。
日時●5月23日(木)13:00～16:00
相談員●臨床心理士
場所●保健福祉センター
■こころの悩み何でも相談
日時●5月16日(木)14:00～17:00
相談員●臨床心理士
場所●保健福祉センター
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。人権相談

▶問合せ／総務課 ☎75-1221

■隔月(偶数月)実施
日時●6月19日(水)10:00～12:00
相談員●柴﨑　了さん
　　　　豊田靜子さん　
場所●小鹿野文化センター

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）
日時／毎月第4水曜日13：00～16：00
　　　（祝日・年末年始は除く）
会場／秩父地方庁舎1階 県民相談室
　　　（秩父市東町29-20）

(例)
１
２
３
４
５

小鹿野 太郎 ほか○人 男・女
男・女

男・女
男・女

男・女
男・女

小鹿野･長若･三田川･倉尾･両神･町外

小鹿野･長若･三田川･倉尾･両神･町外

小鹿野･長若･三田川･倉尾･両神･町外

小鹿野･長若･三田川･倉尾･両神･町外

小鹿野･長若･三田川･倉尾･両神･町外

小鹿野･長若･三田川･倉尾･両神･町外

ウォーキング

番号 氏名 参加者の住まい 運動内容性別

※複数の場合、ほか○名でも可

キリトリ

■休日急患対応
まずは休日診療所又は在宅当番医療機関を受診してください。

■救急告示医療機関
重症救急患者優先のため、軽症と思われる場合には
お待ちいただく事があります。

秩父郡市医師会休日診療所(熊木町)
診療時間／9:00～18:00

4月28日
29日
30日
5月1日
2日
3日
4日
5日
6日
12日
19日
26日

4月28日
29日
30日
5月1日
2日
3日
4日
5日
6日
12日
19日
26日

医師会休日診療所(内・小)
☎23-8561

診療はありません

医師会休日診療所(内・小)
☎23-8561

在宅当番医療機関
診療時間／9:00～18:00

小鹿野町
皆野町

横瀬町
長瀞町
小鹿野町
本町
小鹿野町
小鹿野町
小鹿野町

☎75-2332
☎62-0039

☎24-0160
☎66-2038
☎75-2332
☎25-2711
☎75-2332
☎75-2332
☎75-2332

診療はありません

小鹿野中央病院 (内)
金子医院 (内)

荒舩医院 (内)
南須原医院 (内・外)
小鹿野中央病院 (内)
あらいクリニック (小・内)
小鹿野中央病院 (内)
小鹿野中央病院 (内)
小鹿野中央病院 (内)

診療時間／8:30～翌日の8:30

和泉町
皆野町
桜木町
和泉町
皆野町
桜木町
和泉町
桜木町
皆野町
皆野町
桜木町
和泉町

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

秩父病院
皆野病院
秩父市立病院
秩父病院
皆野病院
秩父市立病院
秩父病院
秩父市立病院
皆野病院
皆野病院
秩父市立病院
秩父病院

※医療機関の都合で変更になることがあります。消防署西分署(☎72-0119)でご確認ください。
※平日、休日の救急医療体制については、秩父郡市医師会ＨＰでもご確認できます。

※18:00以降は必ず電話で確認のうえ、受診してください。

■休日在宅歯科当番医
　 診療時間／10:00～13:00

4月28日
29日
5月3日
4日
5日
6日

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

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

※必ず電話で確認のうえ、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。

■平日夜間急患対応

■土曜夜間急患対応

月
水

火・木・金

月
水

火・木・金

曜日 医療機関 電話

☎62-6300
☎22-3022
☎23-0611

皆野病院
秩父病院
秩父市立病院

5月11日
18日
25日

期日 医療機関 電話

☎22-3022
☎62-6300
☎23-0611

秩父病院
皆野病院
秩父市立病院

■平日夜間小児初期救急対応
■埼玉県救急電話相談
　（24時間 365日対応）

曜日 医療機関 電話

☎25-2711
☎22-3022
☎23-0611

あらいクリニック
秩父病院 
秩父市立病院 

※必ず電話で確認のうえ、受診してください。

診療時間／19:00～22:00
※祝日は行いません。
※必ず電話で確認のうえ、受診してください。
    
    

月
水

火・木・金

期日 医療機関 所在地 電話

　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。急なけがや病気
に関して経験豊富な看護師が相談員とな
り、アドバイスしてくれますので、お気軽に
相談してくだい。
●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
■埼玉県精神科救急情報センター
　夜間・休日において、精神疾患を有する
人や、そのご家族などからの緊急的な精神
医療相談を電話で受け付けています。

☎０４８-７２３-８６９９
受付　平日(月～金)／17:００～翌日8:30
　　　土・日・祝日／8:30～翌日8:30

■小鹿野町いつでも健康相談
　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。

☎０１２０-５５４-２４５
※小鹿野町民のみ利用できます。

◎このほか、いつもと違う場合や様子がおかしい場合
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男性
優勝／高隝武義　
２位／山崎　勉
３位／茂木武雄
女性
優勝／和田シキ代
２位／勅使河原三重子
３位／藤野洋子

第25回町民グラウンドゴルフ大会　3/9

小鹿野町ソフトバレーボール大会　3/10
優勝／「ＯＳＶＣ－平成最後の平成生まれ」

河原沢のオヒナゲエ　4/3
(河原沢)

琴平神社例大祭　4/4
(長留)

ボルダリング講習会　3/23
参加●65人
講師●平山ユージさん(小鹿野町観光
大使)、嵯峨　敦さん、石松大晟さん
※石松さんは第１４回ボルダリングジャ
パンカップ優勝者です。

奈倉大徳稲荷のお祭り　3/31
(下小鹿野)

管内小学校卒業式　3/25
 (写真=長若小学校)

両神保育所修了式　3/27

小鹿野幼稚園修了式　3/20

小鹿野保育所修了式　3/26

修了＆卒業おめでとうございます修了＆卒業おめでとうございます

小鹿野高校生徒会
「竹あかりプロジェクト」　4/5
(十輪寺・愛宕神社)

柏沢の太々神楽　
4/7
(両神薄)

長留川しだれ桜まつり　
4/14
(長留)

秩父大神社例大祭　4/14
(般若)

第15回秩父いってんべぇウォーキング2Days
4/13(歌舞伎のまち・小鹿野伝統芸能コース)

平山ユージさん

フォトニュース 広報 おがの
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小鹿野
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大勢の皆様からの

ご厚志に

感謝申し上げます

大勢の皆様からの

ご厚志に

感謝申し上げます

　平成30年度中に、町の教育や文化振興、社会福祉発展のため大勢の皆様か
らご寄付並びに慰問品などをいただきました。あらためてお礼申し上げるとと
もに、日頃より町政推進に対するご理解・ご協力にも衷心より感謝いたします。

大河内秀夫、加藤貴司、浅見邦子、倉林　正、尾上明子、田島治郎、高橋邦年、小澤　崇、強矢結花、小暮晋太郎、山田健一郎、山田勝江、
須川高雄、笠井稔夫、森　隆之、中村　清、横堀裕子、目崎良和、島村大樹、柴崎建一、柴﨑恭秀、栗原志津恵、渋谷洋子、長澤　務、猪
野良裕、柴崎セツ子、田嶋敏男、近藤好一、株式会社秩父富士、小鹿野町民生委員・児童委員協議会、小鹿野スプリングカップ実行委員
会・NPO法人秩父盆地野球振興会、平成30年度小鹿野幼稚園修了児保護者一同、平成30年度長若小学校卒業生一同、平成30年度
三田川小学校卒業生保護者一同、平成30年度小鹿野中学校卒業生一同、田島昭泉、平成30年度小鹿野保育所修了児保護者一同、平
成30年度両神保育所修了児保護者一同、黒沢充雄、加藤　元、黒田正子、雪奴、ボランティア虹の会、サン・レディースおがの、秩父人
権擁護委員小鹿野部会、金澤三弦会、民生児童委員、日赤奉仕団、ジョイハート、小鹿野太鼓連合、コーラス薊、プルメリア、小鹿野まつ
り音頭愛好会、秩父法人会西秩父支部女性部会、ヘルパーコスモスの会、ヤマサ生花店、正永寺、むさしの会館花ゆうクラブ、西秩父
商工会女性部会、新井寿美、レイ・レフア・マモ、小鹿野民踊連合会、中島青年部

（順不同・敬称略）
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3月

2月

13日
14日
16日
20日
25日
26日

伊豆沢
般若
般若
小鹿野
両神薄
両神小森

小鹿野
3月
19日 新井 咲來（孝英）

さくら

ご出産おめでとうございます。
《3月中の同意書届出（　）は保護者・敬称略》

お悔やみ申し上げます。
《3月中の同意書届出・敬称略》

出浦 リヱ（８８)
林　茂子（７６)
半田 とみ（８９)
吉澤 利子（９７)
坂本　勇（６７)
千島ヨネ子（８９)

22日 般若三枝 健男（66）

祝 悼

小鹿野
坂本茉緒さん・美亜さん

凛(りん)くん

我が家の

天使天使

食べること遊ぶことが大すき! 

もうすぐ1歳になります!!食べること遊ぶことが大すき! 

もうすぐ1歳になります!!

A
B
C

9:00～12:00
9:00～11:30
9:00～11:30

A

C
C

B
至 久那

至 小鹿野町

南口

至 田村 至 圓福寺

至 公園橋

ミューズの泉
野外ステージ
音楽堂

展望すべり台
札所23番
音楽寺

規制時間
9:00～11:30

規制時間
9:00～11:30 規制時間

9:00～11:30

規制時間
9:00～12:00

規制時間
9:00～12:00

テニスコート
テニスコートプール

コテージ

スカ
イロ
ード大会会場大会会場

第61回　秩父宮記念ミューズの森チャレンジロードレース大会

　　　　交通規制のお知らせ

第61回　秩父宮記念ミューズの森チャレンジロードレース大会

　　　　交通規制のお知らせ

A区間●9:00～12:00
　　　　通行止め　
B区間●9:00～11:30(予定)
　　　　通行止め
C区間●9:00～11:30(予定)
　　　　迂回誘導、通行止めなし
※最終走者が通過後に規制解除となります。ご迷惑を
お掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
問合せ●秩父市役所・市民スポーツ課☎25-5230

6/9 日
開催

たくさんの応募ありがとうございました

Instagramフォトコンテスト受賞作品を紹介します

たくさんの応募ありがとうございました

Instagramフォトコンテスト受賞作品を紹介します
インスタグラム

　昨年９月２７日から１２月２５日までの間、小鹿野町若手職員プロジェクトチームによるInstagramフォトコン
テストを開催したところ、町内外から総数３３６作品もの応募をいただきました。
　審査については、町広報大使の山口清文さんと若手職員プロジェクトチーム情報発信班で行い、受賞作品
を次のとおり決定しましたのでご紹介します。
　なお、このフォトコンテストはInstagramで応募を行いましたので、ユーザーネームでのご紹介となります。

インスタグラム

インスタグラム

■最優秀賞　
　tsukacyan1さん(美里町)

■入選
　610_ykさん（秩父市）
　chichibu.shibazakuraさん（横瀬町）　
　inochan3310さん（小鹿野町）
　kazuofukushimaさん（深谷市）　　　
　ryojishitaraさん（秩父市）

■優秀賞　
　f_epatitukaさん(新座市)

■いいね賞　
　chomo7sanさん
　(千葉県船橋市)

■優秀賞　
　supergsx_11214さん(東京都足立区)

応募作品の中で「いいね」が
最も多かった作品です。

※すべての作品を写真でご紹介することはできませんでした
ので、ご了承ください。なお、現在小鹿野町観光交流館で展示
会を５月１９日（日）まで開催中ですので、ぜひご覧ください。

問合せ●小鹿野町若手職員プロジェクトチーム
情報発信班　南　☎75-4101(住民生活課内)

Instagramとは…
　自身の撮影したおすすめの写真や動画
を友人などと共有したり、発信したりでき
るサービスです。「インスタ映え」という流
行語も誕生しました。

インスタグラム

Instagram内で「#oganopic」で検索

みんなの広場 広報 おがの

28 広報 おがの　5月号  29広報 おがの　5月号

みんなの

広場



日時●5月21日(火)受付13:00～13:50
場所●児童館
該当児●①平成29年10月～11月生まれ(1歳6カ月児)
②平成29年4月～5月生まれ(2歳児)
持ち物●①1歳6カ月児健診→母子手帳、健康診査票、子育て
アンケート（青）　②2歳児健診→母子手帳、健康診査票

1歳6カ月児、2歳児健診

■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●①5月8日(水)、22日(水)14:00～15:00
　　　②5月9日(木)、23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●5月16日(木)、24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●5月15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

ヘルスアップ事業おがの

　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、気軽にお問い合わせのうえ、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●5月17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？

国民健康保険加入者及び
後期高齢者医療保険加入者の
特定健診を実施します

国民健康保険加入者及び
後期高齢者医療保険加入者の
特定健診を実施します

Hm4

　年に一度は健診を受けて、自分自身の健康
状態を把握し、生活習慣病予防や治療中で
あっても生活改善に努めましょう。
　町で実施する集団健診では、心電図検査・肺
がん・大腸がん検診が同時に受けられます。
（がん検診は年齢により自己負担があります）
また「35歳からの生活習慣病対策」として、国
保加入者であれば35歳から特定健診と同様の
健診が無料で受けられます。

がん検診を受けましょうがん検診を受けましょう
　がんは早期発見・早期治療により、生存率が高まり
ます。
■乳がん･子宮頸がん検診
日時●5月22日(水)12:30～14:00
場所●小鹿野文化センター
対象●20歳以上の町民
申込●5月7日(火)から受け付けます。
※6月以降も計画しています。詳しくは、4月に毎戸配
付しました「がん検診のご案内」をご覧ください。
※加入医療保険は関係ありませんが、年度に1度限
りとなります。（がん検診とセットでできる人間ドック
の補助申請や、個別がん検診のお申し込みは常時受
け付けています。）

第5回介護予防ボランティア
（こじかクラブ）養成講座開催
地域の皆さんと一緒に健康作りをしませんか？

第5回介護予防ボランティア
（こじかクラブ）養成講座開催
地域の皆さんと一緒に健康作りをしませんか？
　介護予防ボランティアとは、地域の身近な場所で
「おがのこじか筋力体操」の普及をサポートしていた
だく皆さんです。養成講座を修了されたこじかクラブ
会員の90人が、各地域で活躍されており、普及する
体操は手首や足首に重りをつけてゆっくり上下する
だけ。年齢に関係なく誰でもできるように工夫された
体操です。地域の皆さんから「足が軽くなった」「階段
の昇降が楽になった」と喜ばれています。地域の健康
づくりに興味のある人は、どしどしご連絡ください。
日程●5月21日、28日、6月4日、11日、18日、25日
※いずれも火曜日
時間●14:00～16:00　　  場所●いきいき館
対象●40歳以上の町民　　料金●無料
申込●前日までに電話でお申し込みください。

特定健診（集団）日程

5月

6月

28日(火)、29日(水)、31日(金)
30日(木)
1日(土)
7日(金)

児童館
いきいき館
児童館
倉尾けんこう館

日程 場所

対象●35歳以上の国民健康保険加入者、75歳以上の後期
高齢者医療保険加入者
受付時間●いずれの会場も13:00～14:00
申込●5月7日(火)から受け付けます。
※送迎バスの時間等は回覧にてお知らせします。

Hm4 20歳までに日本脳炎予防接種を
受けましょう！（特例措置）
20歳までに日本脳炎予防接種を
受けましょう！（特例措置）
　日本脳炎予防接種は、平成17年5月から積極的勧
奨を差し控えていましたが、新しいワクチン(乾燥細
胞培養日本脳炎ワクチン)が承認され、接種機会を逃
した人への特例措置として、未接種分を受けられるよ
うになっています。
対象者●平成11年5月1日～平成19年4月1日生ま
れの人
※公費で予防接種を受けられる期限は20歳未満です。
方法●保健課の窓口に、母子手帳を持参ください。
接種履歴を確認後、未受診分の予診票を配付しま
す。接種は受託医療機関で個別接種となります。

ピロリ菌感染検査費用の助成についてピロリ菌感染検査費用の助成について
　胃がんの原因の一つと言われているピロリ菌検査
を受けてみませんか。20歳以上70歳未満の人が対
象です。詳細は町ホームページをご覧ください。

献血にご協力ください献血にご協力ください
日時●5月9日（木）10:00～11:45　13:00～16:00
場所●児童館
※献血カードをお持ちの人はご持参ください。
【お願い】
400mL採血の基準を満たしている人は、是非400mL献血
のご協力をお願いいたします。200mL献血については、必
要量が集まり次第終了させていただく場合がありますの
で、ご了承ください。

熱中症予防
－暑さに負けない体づくりをはじめましょう！－
熱中症予防
－暑さに負けない体づくりをはじめましょう！－
　体が暑さに慣れていない中、気温が急上昇すると
きには、熱中症に注意が必要です。熱中症は、のどが
渇く前のこまめな水分補給、バランス
のよい食事、十分な睡眠確保など普
段から気をつけることで防ぐことがで
きます。暑い夏に向けて、徐々に暑さ
に負けない体づくりを始めましょう！

健康教室・健康診査コーナー 申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

　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●5月14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。

Hm1オレンジカフェ『笑顔』

　認知症の人を介護している、していた家族が集まり、悩みや
気持ちを話したり皆で支え合う会です。
日時●5月21日(火)10:00～12:00
対象●認知症の人を介護している、していた家族
場所●児童館

Hm1

Hm1

■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●5月27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食事指導

Hm1

■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●5月27日(月)15:00～16:30
場所●いきいき館　　対象●30～70歳未満の町民　　
定員●6人　　内容●血管年齢測定、結果説明
※動脈硬化、脳血管疾患、心臓病等の持病がある人は、測定で
きません。

Hm1

■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●5月14日(火)、28日(火)18:00～19:30
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
　初回講習会を受けた人は、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)
※5月の開放日は、7日、8日、9日、14日、15日、16日、21日、22
日、23日、28日、29日、30日(9日、23日は運動教室有）

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●5月16日(木)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室

Hm1バンビちゃんの会

保健・福祉 広報 おがの広報 おがの 保健・福祉

30 広報 おがの　5月号 31広報 おがの　5月号

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。



   お問い合わせは

0494-75-0099
おがのむさしの会館まで

もしもの時の
事前相談
承ります

仏壇仏具ショールーム　おもかげ

   お問い合わせは

0494-75-0099
おがのむさしの会館まで

5/26
日

開催開催

おがの
むさしの花市
おがの
むさしの花市

●みどりの村祭り
日時　5月6日(月)9:00～15:00
場所　みどりの村全体
内容　フリーマーケット、出店、動物
とのふれあいコーナーなどイベント
もりだくさん
●郷土料理(ツトッコ)体験
日時　6月9日(日)10:00～12:00
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　5月24日(金)必着
●プリザーブドフラワー教室
日時　6月16日(日)13:00～15:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　2,500円　定員　20人(抽選)
締切　5月31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
●木鉢（こね鉢）作り
日時　6月29日(土)、30日(日)両日
とも9:00～16:00
内容　そば・うどんの生地を練る時に
使う「こね鉢」を手斧（ちょうな）や鑓鉋
(やりがんな)などの特殊な道具を使
い、2日間かけて手彫りで製作します。
対象　一般(20歳以上)
費用　11,000円(外径40センチ)～
19,000円(外径54センチ)
定員　10人(申込順）
締切　6月7日(金)
※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　いずれのイベントも電
話でお申し込みください。
彩の国ふれあいの森埼玉県森林科
学館☎56-0026
http://www.chichibu.ne.jp/̃fur
emori/

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　5月11日(土)10:00～14:00
内容　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　10人(申込順)
締切　5月8日(水)
●草木染め体験
日時　5月18日(土)、19日(日)両日
とも10:00～14:00
内容　身近にある植物を使っての草
木染め体験を行います。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
定員　各日10人(申込順)
費用　500円
締切　5月15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　いずれのイベントも電
話でお申し込みください。
埼玉県県民の森☎23-8340

埼玉県県民の森のイベント

日時　5月22日（水）9:30～15:00
集合　秩父演習林事務所（秩父市日
野田町1-1-49）
内容　渓畔林の散策（大血川）
対象　一般（森林内を歩くことので
きる体力のある人）
費用　1,000円（資料代・保険料）
定員　20人（定員を超えた場合は抽選）
締切　5月15日（水）必着
申込&問合　住所・氏名・生年月日・性
別・電話番号・緊急連絡先（参加者以
外の家族等）を明記のうえ、メール又
はFAXでお申し込みください。
東京大学秩父演習林　利用促進
チーム☎22-0272　 FAX23-9620
メールchichibu-riyou@uf.a.u-tokyo.ac.jp

東京大学秩父演習林ガイドツアー
「新緑の大血川渓畔林を歩こう」

①AutoCAD基礎(機械系)
期日　7月6日(土)、13日(土)
②AutoCAD発展(機械系)
期日　7月27日(土)、8月3日(土)
③介護支援専門員試験準備講習
(福祉・保健・医療サービス分野)
期日　7月27日(土)、8月10日(土)、
24日(土)
時間　①②③ともに9:00～16:00
費用　受講料①②2,000円③3,000
円、テキスト代①2,570円②3,110
円③3,024円
申込＆問合　６月１日(土)から10日
(月)までに往復はがき又はホーム
ページでお申し込みください。
熊谷高等技術専門校秩父分校
☎22-1948
http://www.pref.saitama.lg.jp/s
oshiki/b0808/

県立熊谷高等技術専門校秩父分校 
技能講習の受講生募集

●皆野 高原牧場 天空のポピーハイ
ク(町道5㎞)
日時　5月23日(木)9:00～15:00
場所　秩父鉄道『親鼻駅』集合
内容　秩父高原牧場に咲くポピーを
訪ねるハイキング
対象　一般20人(申込順)
費用　入園料300円　
※バス代は別途かかります。
●東京オリンピック競技と秩父屋台
囃子・郷土料理を満喫!『BMX体験・
つとっこ作り体験』
日時　5月25日(土)9:00～26日(日)
13:00
場所　秩父滝沢サイクルパーク集合、
滝沢ダム、大滝げんきプラザ泊
内容　BMX体験、滝沢ダム見学、つ
とっこ作りを楽しむ親子キャンプ
対象　幼児、小・中学生とその家族
40人(申込順)
費用　小・中学生5,300円程度、大人

5,800円程度
申込&問合　いずれのイベントも5
月1日(祝)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

　今年も地域住民の皆さんと共にコ
ミュニケーションづくりを図るため、
住宅デーを開催します。お気軽にお
越しください。
　なお、会場内で集めている募金に
ついては、毎年、社会保障に使われる
ように小鹿野町に寄付しています。ご
協力をお願いします。
日時　6月9日(日)10:00～14:30
場所　役場小鹿野庁舎前庭
内容　包丁研ぎ、網戸の張替(実費)、
住宅なんでも相談
・来場者には水ヨーヨーや風船をプ
レゼント
・焼きそば、フランクフルト、まな板
削りなど
・お楽しみ抽選会(先着50人)
問合　埼玉土建一般労働組合秩父
支部☎21-1361

第42回ふれあい住宅デー

　増加している外国人観光客への
サービスとして英語を中心とした多
言語ガイド団体を発足するためメン
バーを募集します。活動は各種イベ
ントや旅行プランのガイドなど様々
で有償・無償どちらもあります。
申込＆問合　5月27日(月)までに住

所、氏名、生年月日、活用できる言語
を記入のうえ、FAX又はメールでお
申し込みください。
(一社)秩父地域おもてなし観光公社
☎26-6260　FAX 26-7331
メール info@chichibu-omotenashi.com

秩父インバウンドガイドを募集します

日時　6月3日（月）13:00～16:00
(受付12:30～)
場所　大宮ソニックシティ・地下展示場
内容　企業担当者による面接・企業
説明
対象　高校・専門学校・高専・短大・大
学(院)等を卒業後、概ね3年以内の人
持ち物　履歴書複数枚(履歴書なし
でも参加可能)、ハローワークカード
(お持ちの人)
参加企業　80社予定
※5月上旬に大卒ＷＥＢ「イベント情
報」欄へ掲載します。
http://job.gakusei.go.jp
問合　ハローワーク秩父☎22-3215

既卒3年以内対象就職面接会
(既卒者限定・事前申込不要)

　5月～6月は「不正大麻・けし撲滅運
動」の実施期間です。
　「大麻」や麻薬の原料となる、植え
てはいけない「けし」は、法律により、
栽培が禁止されています。
　不正栽培又は自生している「大麻・
けし」を発見した場合は、保健所まで
ご連絡ください。
問合　埼玉県秩父保健所
☎22-3824

秩父特別支援学校 前期学校公開

日時　5月28日(火)9:30～11:50
(受付9:20～)
場所　埼玉県立秩父特別支援学校
内容　施設見学、授業参観、学校概
要説明等
対象　お子さんの教育や進路に関す
る悩みや不安等をお持ちの保護者及
び関係者、担任の先生等
問合　秩父特別支援学校
☎24-1361　FAX21-1044

不正大麻・けし撲滅運動

　海洋プラスチックごみ問題は、川か
ら海へ流れ込むプラスチックごみが
大きな要因となっています。
　埼玉県では、5/30(ゴミゼロの日)
～6/8(世界海の日)を「埼玉県プラご
みゼロウィーク」として、プラスチック
ごみの集中的な回収活動や、プラス
チックごみ問題を考える期間として
います。
　ごみのポイ捨ては身近な問題であ
り、「ごみのないきれいなまちづくり」
のためには、自宅周辺のポイ捨てご
みを拾うなど、皆さん一人一人の小
さな努力の積み重ねが重要です。皆
さんで環境美化に努めるよう心がけ
ましょう。

考えよう！プラスチックごみ問題

　聴覚障害者情報センターに来所で
きない人のために、巡回聴覚障害者
相談を行います。事前の予約は必要
ありません。

日時　6月5日(水)10:00～12:00
場所　秩父市福祉女性会館2階　第
6会議室
内容　なんでもかまいません。例）子
育ての悩み、仕事をしたい。結婚した
い。隣家、職場の人間関係がうまくい
かない。病気がなかなか治らない。お
金を貸したら返してくれない。など
聴覚障害者に関わる聴こえる人から
の相談にも応じます。
※手話通訳・要約筆記を用意してあ
ります。
問合　埼玉聴覚障害者情報センター
☎048-814-3353　FAX048-814-3355

巡回聴覚障害者相談

　私たちのまわりには、さまざまな事
情で家族と一緒に暮らすことのでき
ない子ども達がいます。そうした子ど

里親制度をご存じですか
里親入門講座(無料)

イ ベ ン ト

募 集

案 内

　ラグビーワールドカップ2019TM日
本大会の第3次先着販売を開始しま
す。チケット先着販売の最後のチャン
スをお見逃しなく。
申込期間　5月18日(土)～
※チケットIDの登録が必要です。詳し
くは、公式チケットサイト（tickets.ru
gbyworldcup.com.）をご覧ください。
問合　埼玉県ラグビーワールドカッ
プ2019大会課☎048-830-6870

ラグビーワールドカップ2019TM情報

http://www.chichibu.ne.jp/̃ssi
nrinp/mysite2/kenmori-2.html

も達を家庭で受け入れ、育ててくだ
さるのが「里親」です。
　多くの皆さんに「里親制度」を理解
していただくために「里親入門講座」
を開催します。里親や子どもの福祉
に関心のある人は、ぜひご参加くだ
さい。
日時　6月9日(日)13:30～16:00
(受付13:00～）
場所　埼玉県熊谷児童相談所
内容　①里親制度について②里親の
子育て体験談等③質疑応答、意見交換
申込＆問合　埼玉県熊谷児童相談所
☎048-521-4152(平日8:30～18:15)
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