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5月1日現在　【世帯数】4,697世帯
　　　　　　【総人口】11,588人【男性】5,753人【女性】5,835人
4月中の異動　出生4人/死亡17人/転入21人/転出19人
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2019（令和元年）NO.165 広報おがの／令和元年6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
（令和元年5月15日現在）
貯水位　318.06ｍ
貯水量　5,589,800㎥
貯水率　54.5％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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▲1日開放
●特定健診

7月1日（月）までに
納めてください。

町県民税 　　第1期

今月の納税今月の納税小 鹿 野 町小 鹿 野 町

▲よちよち
■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(計測)
▲お庭で遊ぼう
●5歳児健診
■ステップ体操

▲1日開放

▲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 ▲1日開放

▲幼児食体験教室
▲開放
●子育てこころの相談
●特定健診
■介護予防ボランティア
　養成講座
■開放日

▲開放

▲開放

▲開放
■ヘルスアップ教室

▲1日開放

▲新聞ビリビリ大会
▲開放
◎認知症相談日
◎ひきこもり相談
●特定健診
■介護予防ボラン
　ティア養成講座
■開放日・講習会

気象記念日

時の記念日 入梅

▲サーキット遊び
◆バンビちゃんの会
●バランスボール教室
■郷土料理教室
◎こころの悩み
　何でも相談
■開放日 ★おはなし会

◆楽しいおはなしの会◆結婚相談

★雑誌リサイクルフェア

▲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

▲ふれあい遊び
●特定健診
■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
●特定健診
■ステップ体操

▲1日開放
●特定健診
★親子郷土料理教室

★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

★図書館休館日
町民バレーボール大会
★雑誌リサイクルフェア

小鹿野町防災訓練
(対象：倉尾全域)
町民ソフトボール大会
(少年の部)

町民ソフトボール大会
(一般の部)

▲開放
▲おはなし会(午後)
オレンジカフェ笑顔
●ちびっこサロン
★特定健診
■介護予防ボランティア
　養成講座
◎認知症相談日
■開放日・講習会

▲子育てサークル
▲子育て相談
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

半夏生

男女共同参画
週間

国民安全の日・
更生保護の日

父の日 夏至

歯と口の健康週間県民スポーツの日 環境の日 芒種

地域交流事業
（小鹿野幼稚園）
▲開放
●乳児健診&BCG
■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
◆バンビちゃんの会
■開放日

▲すくすく
　(ふれあい遊び)
▲開放
★胃がん検診
★乳がん・子宮頸がん検診
■ステップ体操
●バランスボール教室

18
公園で遊ぼう
(国民宿舎前広場)
▲ベビーマッサージ
■体組成測定
■開放日

▲子育て講演会
お茶会･交流会
(長寿ハウス)
■ステップ体操
●3歳児健診

▲てくてくじゃんぷ
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲よちよち
■開放日

▲開放
●ちびっこサロン
■開放日

▲1日開放

▲開放
★特定健診

子育て支援
information
教育
図書館・生涯学習
無料相談•医療

C O N T E N T S
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子育てするならやっぱり小鹿野2みどりの村祭り　5/6
　初の10連休となった今年のゴールデンウィーク最終日、みどりの村は多くの
親子連れで賑わいました。
　子牛への授乳体験では、おなかを減らした子牛におっかなびっくりする場面も。
(子牛も必死です。) このほか乗馬体験や人形作り、ゆるキャラ“みどりの”たちの
登場など、イベント盛りだくさん。皆さん親子で楽しい時間を過ごしていました。

フォトニュース
みんなの広場
保健・福祉
情報版
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一人ひとり大切にする子育て支援
　町の母子保健事業は、平成19年に国の「こんにちは赤ちゃん事業」が始
まる以前の昭和60年から「新生児全戸訪問」を実施し、親子教室やサーク
ル活動を支援するなど積極的な取組を行ってきています。
　近年では、平成27年から妊産婦訪問や育児ギフトなど妊娠中から切れ
目なく支援する「小鹿野版ネウボラ事業」を、平成30年には、役場庁舎内
に子育ての総合相談窓口である、子育て包括支援室「ほっとママステー
ション」を開設し、町全体で子育て支援を実施しています。
　また、今年度は待機児童ゼロ、保育料は国の基準の半額程度(平成31
年4月時点)と県内トップクラスの保育体制を維持することはもとより、認
定こども園開設に向けて準備を進めています。
　今後も妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援、充実した保育体制
をとることにより、安心して子育てができるまちづくりを進め、大勢の皆さ
んに「小鹿野町で子育てをしてよかった」「子育てしてみたい」と思ってい
ただける町を目指します。

育児ギフト

いろいろなサポート

子育て中のママの声①

■母子手帳の交付 ■妊婦訪問 ■出生届 ■新生児訪問

■乳児訪問■保護者や子どもをサポートする
　各種教室や相談

子育て包括支援室「ほっとママステーション」は、
子育ての総合相談窓口です
妊娠期から子育て期の家族をサポートします！

※子育て支援センターで元気に遊ぶ様子です。

産後ママのストレッチ教室

子育てするならやっぱり小鹿野子育てするならやっぱり小鹿野

小鹿野庁舎・住民生活課内☎75-4101

　小鹿野町で生まれる子どもたちがすくすくと育つことを祈り、子育て
応援メッセージを込めて、育児ギフトをプレゼントしています。

各種助成制度など
手続きできます。

●産後ママのストレッチ教室
●ほっとハグくむママサロン
●子育てこころの相談
●はぐくみ相談
●ちびっこサロン
●子育て講演会　など

●子育て支援金　NEW
●児童手当の支給
●こども医療費の無償化
●子育ておむつ券の支給
●紙おむつ用ごみ袋支給
●多子世帯3キューチケット

■妊娠を希望する方へのサポート
●早期不妊・不育症検査助成
●早期不妊治療助成
●マイベイビー（不妊・不育症治療費助成）
※体外受精・顕微授精に要した費用は35万円を上限
　その他の不妊・不育治療は5万円を上限

●パパママ応援ショップカード　　　
●新生児聴覚検査費用助成　NEW
●産後健診費用助成
●母乳ケア費用助成
●いつでも電話相談

第3子以降が
50万円に増額！

不育症が
追加

ママ・パパも安心いろいろな
子育てサポート

●おむつ券やごみ袋等、いろいろいただけるものが多くて良い。
●訪問に来たときに子育て支援センターを教えてもらえた。
●小鹿野町は子育て支援に手厚い。おむつ券とかとても良い。
小鹿野から出たくない。
●育児ギフトが良い。初めての子で何を揃えたら良いのか分か
らないから参考にもなった。
●妊娠中にもらった牛乳も毎日飲みました。
●子育てするなら小鹿野町！友達にも勧めています。制度がとっ
ても充実している。小鹿野に来てよかった！
●医療費がかからないので、安心して病院に行ける。

満開の桜とビオラの前で「はい、チーズ！」

Up!Pick
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　3カ月・6カ月・9カ月・12カ月児を対象とした乳児健診、1歳6カ月・2歳児健診、
3歳児健診、5歳児健診を行い、生まれてから就学前までのお子さんの成長を応
援しています。健診会場では様々な相談が可能です。

乳幼児健診

「澄んだ空気と温かい地域の人々　イイとこモリモリ小鹿野町！！」

「妊娠中か
ら

一人ひとり
を

大切にした
相談支援」

～小鹿野版
ネウボラ～

●妊娠期の頃から保健師等の訪問があり、会える機会が多い
ため、何か困ったことがあった時はスムーズに相談できる。
●管理栄養士や保健師がその都度訪問に来てくれて、すぐに
相談ができるところが良い。悩みがすぐに解決できる。子ど
もが小さい頃は出かける準備が大変。訪問に来てくれると
ころが良い。
●妊娠・出産後と保健師の訪問があり、相談が手厚い。
●乳幼児健診の時に親切で丁寧に対応してくれる。他の地域
の健診より、細かく見てくれている。

子育て中のママの声②

工藤エレナさん
　空気がきれいであること
が小鹿野町に移住しようと
思ったことの1つにありま
す。都内から2時間程で来ら
れるため、観光がてら友達
が家に来ることも多いです。
　引っ越してきて隣近所に

あいさつに行くとき、大家さんが一緒に来てくれまし
た。とても心強かったです。地区の班長が地域のことや
お祭りのことをいろいろ教えてくれました。お祭りが好

小鹿野町への移住者の声

■保育士とのふれあい遊び
■歯科衛生士による歯の相談
　(9・12カ月児)

■図書館から絵本のプレゼント！
　(ブックスタート・ブックスチャレンジ)

■成長の様子を保健師や
　管理栄養士と確認

■木育事業　NEW　
　秩父産木材で作ったおもちゃをプレゼント!(3カ月児)

子育て相談にも応じます！ ▲ちちぶの幸　※おもちゃについては、変更になる場合があります。

木育とは…
　子どもから大人までを対象に、木材
や木製品とのふれあいを通じて、木に
対する親しみや木の文化への理解を深
め、木材の良さや利用の意義を学んで
もらうための教育活動のことです。

■乳児健診以降の特徴的な内容！ ■離乳食訪問相談

【1歳6カ月児健診】
管理栄養士からおやつの試食があります！
【3歳児健診】
視能訓練士がお子さんの眼の発達を確認
します！
【5歳児健診】
就学前の説明（学校教育課）や臨床心理士
への相談ができます！

　育児に慣れた頃、5カ月になる
とそろそろ離乳食がスタートし
ます。「何を食べさせたらいい？」
「料理は苦手なんだけど、大丈夫
かな？」「嫌がったらどうしよう」な
ど、そんな心配に管理栄養士が
お子さんや生活スタイルに合っ
た離乳食の相談を行います。

きなので参加できてとても嬉しいです。
　よく、ベビーカーに子どもを乗せてお散歩します。都
会だと人ごみの中大変な思いをして行く道も、小鹿野
町ではゆったりとお散歩することができます。バスも手
を上げたら乗せてくれるし、乗り降りも運転手さんが手
助けしてくれます。すれ違う人たちや仕事中の人も声
をかけてくれます。飲食店も１階のところが多く、ベ
ビーカーでも入りやすく、店員さんも歓迎してくれま
す。普段は子どもと二人で過ごすことが多いため、声を
かけてくれることがとても嬉しいです。声をかけてくれ
ることで、地域に見守られているなと思います。

旦那さんの宏樹さんと
息子の丈くん

●子どもが遊べる場だけではなく、
お母さんや先生たちとも話ができ
る。先生がいつも見守ってくれる
安心感がある。
●季節の行事や工作などたくさんの
イベントがあり、幼稚園や保育所に入る前の集団の良い
経験となる。友達も増える。
●保育園や幼稚園にいくまで、同じ年くらいの子と接する
ことができる。
●広くてたくさん遊べる。絵本も種類があって借りることも
できて良い。他の友達との交流ができ、子どもの成長を
感じられる。毎月体重が測れるところも良い。
●周りに子どもがいないため、遊ぶところがあるのが良い。
友達もできるので、幼稚園に行っても安心。

子育て中のママの声③ まだまだあります！子育てサポート
子どもとお母さんの強い味方、
子育て支援センター

■小学校に入学したら…
●教材費の一部補助
　当該学級の全児童・生徒が必ず購入すること
になっている準教科書、副読本的図書、ワーク
ブックなどに要する費用を全額補助します。
※そろばん、ハーモニカ、笛、書道道具、家庭科教
材などは対象外
●給食費の全額補助
　小学校入学から中学校卒業までの間の全額を
町が補助します。
■高等学校に入学したら…
●鉄道・バス通学定期券購入費の一部補助
　公共交通機関等を利用して通学する高校生等
に対して通学定期券購入費の一部を補助します。
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

今回「子育て中のママの声①②③」に
ご協力をいただいた皆さん
（名前の順）

梅澤郁枝さん、神田沙紀さん、栗原美紗さん、黒沢冬美さん、坂本友加さん、
島崎瑛梨奈さん、豊田宏美さん、茂木由伎さん、山口道子さん、吉田恵美さん

パラシュート遊び
で風を受けて気持
ちよかったよ。

お母さんに「ぴょーん」をしてもらう子ども達のいい表情を見てください。

楽しいこと
いっぱいあるよ！

子
育て
支援センター

子
育て
支援センター

作ったこいのぼり
を持って、「はい
チーズ！」

柏餅をペッタン
貼り付けて遊び
ました。

※子育て支援センターの事業については、
次のページをご覧ください。

※平成31年４月２日以降の
出生児が対象です。

Up!Pick
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ちびっこサロン(予約制)ちびっこサロン(予約制)
　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●6月11日(火)、7月2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、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。

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。

支給対象●生まれた日の翌月から15歳到達後、最初の3
月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養
育している人に支給されます。(所得制限あり)
※公務員の場合は、勤務先から支給されます。

現況届の提出●6月1日現在、手当を受給している人は、
毎年6月中に「現況届」の提出が必要です。6月分以降の
手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認
するためのものです。この届の提出がないと6月分以降
の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。該
当する人には案内を郵送しますので、受付期間内に提出
してください。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101

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。今年度から各町を定期的に巡回して行ってい
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。
■小鹿野町の巡回＆場所
7月10日(水)小鹿野町子育て支援センター☎75-0550

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 ６/１２㊌

１０：００～１１：３０

６/１９㊌
１０：００～１２：００

ベビーマッサージ
講師：川田ひかるさん

対象●２～７カ月のお子さんと保護者（8組）※小鹿野町に住民登録のある人
歌を添えたベビーマッサージは赤ちゃんの体調を整え丈夫にし、心も育てます。スキン
シップは母親にとってもイライラ回避に一役かってくれます。【持ち物】大きめのバスタ
オル、オムツ、着替え、水分

６/２７㊍　９：４５～１１：３０
(小鹿野幼稚園集合)

地域交流事業：
小鹿野幼稚園交流会

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
お家の人やお友達と一緒に、砂遊びや広いお庭で遊びましょう。天気が良ければ、水遊
びもします。【持ち物】水筒、着替え、タオル、ビニール袋、帽子

６/２１㊎
９：４５～１１：４５、１３：００～１５：００
※要申込6/14㊎まで

子育て講演会
「体を動かして遊ぼう！」
講師：理学療法士 
岡田朋子先生

対象●午前：未就園のお子さんと保護者（１５組）＊同室保育　午後：個別相談未就学児と保護者
子育ての参考になるお話と楽しいふれあい遊びを紹介します。午後は個別相談もあり
ますので、気軽に相談してみませんか。

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）

6/12㊌　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

6/6㊍、7/4㊍
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 ６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　6/１、８、１５、２２、
２９、7/6　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 ６/１３㊍
１０：００～１１：３０

対象●１歳以上のお子さんと保護者
親子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。

おはなし会 ６/１１㊋　14：３０～１５：１０
１４：１５までにお集まりください。

対象●０歳～３歳のお子さんと保護者
町立図書館司書による絵本紙芝居の読み聞かせです。

６/２０㊍
10:00～11:30サーキット遊び

対象●０歳からのお子さんと保護者
親子で一緒に、新聞をビリビリっとする音を楽しんだり、集めたり、丸めたりを楽しみましょう。

６/２５㊋
10:00～11:30新聞ビリビリ大会

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

毎週金曜日
A６/７　B６/１４　C６/２８
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

６/５㊌、７/３㊌ ９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

６/２６㊌  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

６/１９㊌ 
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
（国民宿舎前広場）
 雨天：子育て支援センター

６/１８㊋ 
１０：００～１１：３０

対象●１歳半～３歳までのお子さんと保護者（１０組)
離乳食後から大人と同じ食事が食べられるまでの試食体験(無料)です。スプーン、
フォークが上手になるために必要なことは？食事のマナーは？一緒に体験しませんか。
【持ち物】子ども用のエプロン、手拭きタオル

幼児食体験教室

①６/４㊋、②７/５㊎
１０：００～１１：３０

対象●１歳～３歳のお子さんと保護者
①夏野菜苗植えを親子一緒にします。②じゃが芋堀りをします。
【持ち物】着替え、タオル、ビニール袋、水筒、長靴、軍手、帽子

お庭で遊ぼう
（野菜苗植え）

※申込期限に注意してください。６月３日（月）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

『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

現況届を忘れずに申請しましょう  児童手当制度現況届を忘れずに申請しましょう  児童手当制度現況届を忘れずに申請しましょう  児童手当制度現況届を忘れずに申請しましょう  児童手当制度

認定こども園開設に向けた協議検討を進めています認定こども園開設に向けた協議検討を進めています認定こども園開設に向けた協議検討を進めています認定こども園開設に向けた協議検討を進めています

　この制度は、家庭における生活の安定と児童の健全な育成及び資質の向上を
図るため、児童を養育している人に手当が支給されるものです。
　児童手当を受けるためには、申請が必要です。申請が遅れると遅れた月分の
手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

支給月額
３歳未満

３歳以上小学校修了未満

中学生
所得制限により特例給付の場合

一律
第1・2子
第3子以降
一律
一律

15,000円
10,000円
15,000円
10,000円
5,000円

　町では、乳幼児数が著しく減少していることから、小鹿野幼稚園と小
鹿野保育所・両神保育所の幼保一元化計画に基づき、保護者や職員に
よる準備検討委員会を組織し、幼保連携型認定こども園の開設に向け
た協議検討を進めています。
　計画では、令和2年4月を目途に、小鹿野保育所を0歳児(8カ月)から
2歳児までが利用する保育所に変更し、小鹿野幼稚園を3歳児から5歳
児までが利用する幼保連携型認定こども園として新たに開設します。

日時●6月18日(火)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●6月14日(金)までにお申し込みください。
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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。
子育て支援センター 情 報



日時●7月14日(日)13:00～(受付12:30)
場所●小鹿野町両神体育館
講師●平山ユージ氏(町観光大使)ほか
対象●小学生以上　※小学生は保護者同伴
費用●200円／人
定員●90人(申込順)
申込＆問合せ●7月10日(水)までに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

クライミングによるまちおこしクライミングによるまちおこし
　昨年10月より小鹿野町観
光大使を委嘱頂いた平山
ユージです。小鹿野町の皆
様よろしくお願いいたしま
す。
　しかし、ご存知でない
方々も多いと思いますので
軽く自己紹介をさせて頂き
ます。日高市在住で現在プ
ロクライマーとして活動し

ながらクライミングジムを経営し、2020年オリンピックを
迎えるスポーツクライミングの国内統括団体として、日本
山岳・スポーツクライミング協会（以下JMSCA）の副会長
も務めさせて頂いております。この度、委嘱頂いた小鹿野
町観光大使として、小鹿野町が持つ自然の魅力を活か
し、クライミングによるまちおこしを町民の皆様は元より、
岩場や自然の少ない都会の皆様、さらには日本の魅力を
求め海外から来日される皆様に喜んで頂けるよう尽力さ
せて頂く所存です。
　さて、そのクライミングによるまちおこしですが、実は
1980年代から沢山のクライマーがこの小鹿野町に訪れ
ています。自分も89年から精力的に登りに来ていますが、
あまり知られていなかったと思います。しかし30年以上
が経った2016年、クライミングがオリンピック種目になっ
た事で日本全国の皆様に知られるようになりました。そし
て現在、愛好者が国内で60万人に増え、今では室内練習
場のようなクライミングジム（国内はロープを使わない
ボルダリングジムが主）が全国各地に600施設存在して
います。
　そのように人気急上昇の国内事情であるのですが、欧
米のようなアウトドアで登れるフィールドが少なく、都会
の愛好家が行き場に困ってしまう傾向があります。同時

にJMSCAとしまして
は、懸命に練習する
選手や愛好家の皆
様が自分の力を試
す場所、目標や夢に
チャレンジできる場
所を提供してあげた
いと考えています。
そこで東京から近い
小鹿野町や秩父地
方にある沢山の岩
場が彼らの夢にチャ
レンジできるフィー
ルドを提供できると考えているのです。
　勿論それだけでは町民の皆様にご理解を頂けないと
思いますので、2020年度に完成する予定の神怡舘のボ
ルダー施設を通し、まずはクライミングの楽しさや魅力
を町民の皆様に味わって頂くと共に、町民皆様の健康促
進や地域のコミュニティを築くためにお役に立てるよう
考えています。そして皆様にクライミングの魅力を知って
頂いたその先には沢山の町外から来られる方々が集う
岩場を整備し、また開放される事で町内の宿泊施設やお
店なども沢山のクライマーが来町することで賑わいを
徐々に見せてくると考えます。　
　自分にとっての小鹿野町は、沢山のクライマーを抱え
る東京近郊の岩場として、たいへん大きな可能性を秘め
ています。そして日本全国から、そして世界中からクライ
マーが訪れるような日本を代表するクライミングのメッ
カとして賑わう小鹿野町づくりにご協力させて頂きたい
と思います。

小鹿野町観光大使　平山ユージ

平山ユージさんが教える
ボルダリング講習会開催
平山ユージさんが教える
ボルダリング講習会開催

サンクス

ようこそ小鹿野町へ！ようこそ小鹿野町へ！

－お二人の出会いを教えてください。
杏　昨年9月に初めてthxを訪れ、殆ど面識もないま
ま、インスタに私が投稿した子猫の里親募集をモッ

チー（瑞恵さん）がシェアしてくれ、それを機に仲良く

なりました。その後、三峯神社に行こうとなり、当時の

仕事の課題や今後の夢を話し合って。

瑞　その時、杏ちゃんの「もっとこうしたい」を聞いて、
私が「それをぶつけられる場所を作って10年後に一

緒にやろう！」と宣言し、手を差し出した。その時は握

手してくれなかったけど(笑)

ーそれが、数カ月後には一緒に働いていたというのは、
なぜでしょうか。
杏　三峯神社の後、身の回りに小さな良い事がたく
さん起きて、それが前兆に思え、環境を整え始めまし

た。結果、当時の仕事を辞めることになり…。

瑞　びっくりしました。でも、それまで杏ちゃんとのや
りとりで自分が優しい気持ちになれていたので、10年

後の予定が今となる急展開も、「彼女となら」と受け入

れられました。

ー素敵ですね。お互いの印象も聞かせてください。
瑞　（杏実さんは）小さな幸せを見つけていける人。
良いことがあると「助けた猫ちゃんの恩返しだね」とか

気づかせてくれる。

杏　（瑞恵さんは）私を信頼してくれ、提案したことを

ちゃんと聞いてくれて、即現実にしてくれる人。

ー小鹿野町で働いてみて、いかがですか。
瑞　小鹿野で開業したのはたまたまでしたが、宣伝し
てくれた家族のおかげもあり、今では常連さんにたく

さん支えられています。

杏　小鹿野町は、楽しいことをやっている人が多く、
みんなで盛り上げようという雰囲気がある。私も今は

通勤すら楽しいし、お店のことをずっと考えていて「や

りたいことを全部書こうノート」も作っています。

－どんなお店にしたいですか。
瑞　店というよりも野望ですが、関わるみんなが好き
なことをやっている楽しい場所を創っていきたい。パ

ン以外でも。そうしたら、お客さんも幸せなはず。

杏　バラバラな物が置いてあっても、全体を見ると統
一感がある、自分んちみたいな空間がいい。子どもも

遊べて。

瑞　杏ちゃんが来てくれてから、すごいスピードで描
いていたものが形になっていて。これからも、どんどん

進めます！

－楽しみです。これから小鹿野町での定住を目指す私
にもアドバイスをお願いします。
瑞　たとえ変化を恐れる人が周りにいたとしても、移
住者によって町が良くなって、その結果を見て、きっと

認めてくれると思います！

　お話を伺っていて、さらに元気になっていく小鹿野

町のイメージが湧いてきました。何より、この町で生

涯の仲間と出会って夢に向かい共に歩んでいる彼女

たちの存在は、移住を考える方にとっても、大きな魅

力ではないでしょうか。

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

黒沢杏実さん(左)と茂木瑞恵さん(右)

地域おこし協力隊　本 奈代子

　黄色い建物が目を引く、大人気のパン屋さん『thx』。オーナーで
ある茂木瑞恵(みずえ)さん（以下：瑞）は、3年前にUターン後、2017
年7月パンの移動販売を始め、2018年1月にご実家で店舗をオー
プンしました。経営に欠かせない相棒だという皆野町在住の黒沢
杏実(このみ)さん（以下：杏）と一緒に、お話を伺いました。

第7回 起業する移住者＆お仲間への
インタビュー

店舗外観
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　令和元年になり１カ月が経
過いたしました。令和の元号
もやっと慣れ親しんできたとこ
ろです。役場でも事務関係書
類等の改元作業も無事終了
することが出来ました。
　さて、先月、小鹿野子ども
歌舞伎が石川県小松市で開
催された第２１回日本こども

歌舞伎まつりin小松に出演いたしました。小鹿野子ども
歌舞伎は第１回の公演を含めて今回で５回目の出演と
なりました。小松市からお招きいただく大きな理由とし
て、小松市のお旅まつりの曳山（山車）の上で演じられ
る曳山子ども歌舞伎が有名で、小鹿野町も小鹿野春
祭りの屋台で子ども歌舞伎が上演されていることなど
から、ご縁が始まりました。また、小松市には歌舞伎演目
で有名な「勧進帳」の安宅の関跡もあり「歌舞伎のま
ち小松」として、まちづくりを進めています。
　小松市お旅まつりの説明文によりますと、「小松市は
加賀百万石の基礎を築いた、前田家三代利常公が寛
永１７年（１６４０年）に小松城に隠居して以来、亡くなる
までの約１８年間に、産業を振興し、特に以前からあっ
た絹織物産業に京などから先進的な技術を取り入れ
「加賀絹」ブランドを確立し、経済を活性化させるとと
もに寺や神社を町なかに集めるなど町割りを行い、また、
茶道裏千家の創始者・千宗室など多くの文化人を招き
芸術文化を充実させるなど様 な々施策を行いました。

これにより、産業・商業の中
心地として人や物が集まり、
経済力をつけた町人は文化
面でもリードするようになり、
和歌、茶道、能楽、浄瑠璃な
どをたしなみ、小松のまちに町人文化を華開かせ、やが
てお旅まつりの曳山の造営や曳山子ども歌舞伎の上
演に至ります。」とございます。
　小松市は、皆様もよくご存じの世界的な建設機械
メーカー・コマツの発祥地でもあります。やはりこれも先
人たちが築き上げたものづくりの精神やDNAが引き継
がれて生み出されたものだと思いました。
　現在、小松市はお祭りや歌舞伎などの伝統文化・芸
能の保存充実にも大変力を注がれておりますし、また、
教育面でも公立の４年制大学を設置したり、科学の楽
しさや魅力を伝える施設を整備して先端的な教育カリ
キュラムの導入などを進め将来を担う人づくりを進め
ています。
　城下町で発展した小松市と市場町の小鹿野町とで
は、歴史的な経緯は違いますが、小鹿野町の行政を進
める上で、現在の小松市の取り組みは大変参考になる
部分が多いと感じました。特に、歴史と文化を大事にす
る中で地域産業を振興し、将来を担う人づくり・教育を
推進する、これこそ小鹿野町が今取り組むべき喫緊の
課題であると存じます。

小鹿野町長　森 真太郎

小松市との交流を通じてまちづくりを学ぶこんにちは。
町長です。 町長の見て・聞いて・話して

　第１５回の事業所訪問は、４月１７日に株式会社アグリカ
ルチャ－センタ－を訪問し、石川浩専務取締役にお話を伺
いました。
　株式会社アグリカルチャ－センタ－は、昭和６１年（１９８６
年）にエノキタケの生産からスタ－トし、現在はマイタケ、シ
イタケを加えた３品目を主要商品として、年間約１，４００ト
ンの出荷を行う大規模なキノコ栽培工場です。
　案内していただいた工場内は、自動化された大規模生
産設備でのエノキタケの栽培が行われており、手作業の
生産工程では、芽が出たらエノキがまっすぐ伸びるよう専
用のシ－トを巻きつける「紙巻」という作業が素早く手際よ
く行われていました。エノキタケは日量５，０００ｋｇほど生産
され、首都圏を中心に大手ス－パ－、卸業、外食業等で幅広
く販売されていました。
　生産工程においては、他産地に先駆けエノキタケの自
動化ラインを導入し、農業と工業の融合化を進めた関東一
の工場であり、さらに農薬を一切使用しない「無農薬生産

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.15 ～

「株式会社
　　　　　　　　アグリカルチャ－センタ－」

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。

ライン」をいち早く実現す
るなど、研究・開発に余念の
ない姿勢が随所に見られま
した。
　全社員５８名のうち、社員
は若く、新人からベテランま
で調和が保たれているのと
同時に、高齢者や障害者も
積極的に雇用し、働きやす
い職場環境作りに常に配慮
されていました。
　同社は、農業分野の“キノ
コ”の生産を一貫して行い、
自然界の食物連鎖の輪を、
さらに繋ぐ役割を果たすと
いう使命感の基に、環境・地域・人にやさしい企業であると
感じました。
わが社の主力商品
　当社の生産するキノコは、全生産量の８５％をエノキタ
ケが占めております。エノキタケは杉オガ屑・米糠等を使
用し、色白でしっかりとした歯ごたえがあります。
　マイタケは広葉樹オガ屑・フスマ・トウモロコシ粕等を使
用し、大株で軸が太くて香り・味が強く、歯切れのよい仕上
がりです。国産の原料を主として奥秩父の清涼な水を使用
し、“安心・安全”な商品となっております。
ここに自信あり
　当社は、エノキタケの培養プロセスに関連する特許の申
請、キノコの栽培設備に関しての特許を取得するなど、生
産技術や製品技術のレベルアップの向上に努めるととも
に、平成８年（１９９６年）には「彩の国さいたま工場」の認定
を受けるなど行
政や地域との交
流も活発に行っ
ております。平成
３０年（２０１８年）に
は世界基準のＡＳＩ
ＡＧＡＰ認証を取
得しております。

石川専務取締役（左）

生産工程の説明を受ける森町長

代 表 者

従業員数
創 業
所 在 地

電 話

代表取締役社長　石川貞夫
専務取締役　　　石川　浩
５８名
１９８６年
本社：秩父市上宮地町30-20
小鹿野工場：小鹿野町下小鹿野601-1
０４９４-７５-０１１１（小鹿野工場）

会社概要

エノキタケの紙巻作業（上）と包装作業（下）

埼玉県立小鹿野高等学校との包括連携協定を締結埼玉県立小鹿野高等学校との包括連携協定を締結
　秩父市などの1市4町で構成する「ちちぶ定住自立圏」で
は、高等学校と連携し地域振興と高校の更なる魅力化に向
けて取り組むこととしています。
　5月10日に秩父市役所において、小鹿野町と小鹿野高等
学校、皆野町と皆野高等学校がそれぞれ包括連携協定を締
結しました。
　小鹿野高等学校では、既に「竹あかりプロジェクト」など、地
域の皆さんも交えて連携した事業を行っていますが、町とし
ましても更に連携を深め、活力ある地域づくりと魅力ある学
校づくりを目指していきます。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

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　6月号 11広報 おがの　6月号



　町では、さまざまな公共施設を保有しており、福祉や文
化・体育活動などの拠点として多くの皆さんに利用され
ていますが、使用料等は長年にわたって据え置かれてき
たものが多くあります。しかし、消費税率の改正など社会
経済状況の変化等から料金体系の見直しが必要となって
いるため「小鹿野町使用料等審議会」を設置し、より広い
視点からご意見をいただくため、皆さんから委員を募集
します。
　審議会は、答申書を作成するまで、月に１回程度行う予
定です。
募集人員●2人以内
応募資格●次に掲げる要件をすべて満たす人です。

小鹿野町使用料等審議会の委員を募集します小鹿野町使用料等審議会の委員を募集します 小鹿野町立図書館「文部科学大臣表彰」を受賞
平成31年度子どもの読書活動優秀実践図書館
小鹿野町立図書館「文部科学大臣表彰」を受賞
平成31年度子どもの読書活動優秀実践図書館

　5月5・6日に石川県小松市の石川県こま
つ芸術劇場うららで開催された「第21回日
本こども歌舞伎まつりin小松」に小鹿野子ど
も歌舞伎が出演しました。
　今回は、第12回以来9年ぶり5回目の出
演で、小学3年生から中学3年生までの子供
役者11人が「義経千本桜　伏見稲荷鳥居
前之場」を上演しました。
　昨年12月から稽古に励み、3月の浅草こども歌舞伎ま
つり(東京都台東区浅草神社)公演でも披露しましたが、
今回はさらに芸に磨きがかかり、拍手喝采の大熱演でし
た。歌舞伎上演以外にも町広報大使である山口清文さ
んの写真展や名産品や歌舞伎グッズの販売など、町の
PRも行いました。
　小鹿野子ども歌舞伎以外では、小松市の子供歌
舞伎が「歌舞伎十八番の内　勧進帳」、特別ゲスト
として若手歌舞伎俳優の中村虎之介さんによる舞踊
長唄「供奴」、松尾塾伝統芸能(東京都)の舞踊「越

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.14

◆「日本こども歌舞伎まつりin小松に出演(5/5・6)」◆

後獅子」が上演されました。
　小鹿野町の子供役者は、町内各地で歌舞伎に出演し
ています。町の伝統芸能を伝承していく若い力に対し、皆
様の応援をよろしくお願いします。

小松市の和田愼司市長、小松市商工会議所女性会の皆さんと記念撮影

①小鹿野町に在住する18歳以上の人
②小鹿野町の議会議員及び職員でないこと
③月に1回程度会議に出席できる見込みのある人
任期●令和元年7月から審議終了まで(11月頃までを予
定)
応募方法●応募用紙に必要事項(応募の動機を含む)を
記入し、小鹿野庁舎2階・総合政策課へ提出してくださ
い。郵送でも可能です。なお、応募用紙は、総合政策課又
は両神庁舎・おもてなし課に置いてあります。
募集期間●6月3日(月)～14日(金)
選考結果●6月下旬に応募者へ通知します。
問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-4197

　文部科学省では、子どもの読書活動の一層の推進を図るため、子どもが積極的に読
書活動を行う意欲を高める活動において、特色ある優れた実践を行っている学校・図書
館・団体及び個人を、毎年4月23日の「子どもの読書の日」に合わせて表彰しています。
　当館では、学校図書支援員の配置や学校と図書館との相互貸借、ブックスタート・
ブックスチャレンジ事業や調べる学習コンクールの実施などの取組が評価され、今回
の表彰に至りました｡これからも、子どもたちの読書活動の推進に努めてまいります｡
問合せ●小鹿野町立図書館☎79-0150

町営住宅春日団地
入居者を募集します
町営住宅春日団地
入居者を募集します
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）
募集期間●6月10日(月)～21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員でない
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

登録統計調査員を
募集します
登録統計調査員を
募集します
　町では、基幹統計調査(国勢調査や工業統計調査、経
済センサスなど)で統計調査員として活動していただけ
る人を募集しています。なお、統計調査に従事いただく
場合、あらかじめ統計調査員としての登録が必要となり
ます。
　ぜひ統計調査員の登録にご協力ください。
■統計調査員として登録できる人
　20歳以上の心身ともに健康で、調査内容の秘密を守
り、誠実に仕事に取り組んでいただける人。ただし、警
察、税務及び選挙に直接関係のある人は除かれます。
■調査員の身分と報酬
　統計調査ごとに、国や県が任命する非常勤の公務員
となります。
　調査の種類や受持ち件数によって異なりますが、国の
基準に基づき報酬が支払われます。
申込＆問合せ●随時受け付けています。小鹿野庁舎・総
務課☎75-1221
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補助対象となる生活道
■生活道として現に一般の用に供されているもの
■道路幅員が、１.８メートル以上であるもの
■道路法第３条に規定する道路及び農林道に両端又は
一端が接しているもの。ただし、接続が一端の場合は延
長１０メートル以上であるもの
■道路築造後５年以上経過しているもの
■生活道を利用する住居が２戸以上であるもの
※補助対象事業は、上記に掲げた生活道を利用する人
が施行する舗装、側溝の工事及び安全対策等を目的と
する事業です。

　町では、生活道の整備を促進し、住民の日常生活の利便性及び公共の福祉向上に資するため、
生活道の整備を行う人に対し、その費用に対して予算の範囲内において補助金を交付します。

水道管漏水調査を実施します水道管漏水調査を実施します生活道整備事業費を補助します生活道整備事業費を補助します

　新たな元号『令和』になって1カ
月。少しは生活の中になじんできた
でしょうか。また、前回は体重1kgの

減量と食事、運動の話でした。「あと一口」、皆さん我慢で
きていますか？
　さて、今回は糖尿病の薬について解説していきましょう。
糖尿病の薬というと皆さんは何を思い浮かべますか？ま
ずはインスリン注射でしょうか。もちろんそれも糖尿病の薬
ですが、飲み薬もたくさんあります。今回は飲み薬につい
てとても簡単に解説してきます。
　糖尿病の飲み薬は主に下記の3つに分類されます。
•インスリンを出しやすくしたり、インスリンの分泌不

足を補ったりする薬

•食後の吸収や排泄を調整する薬

•インスリンを効きやすくさせたり、分泌されたインス

リンの効果を保ったりする薬

　これらはさらに細かく分類されていますが、専門的にな
りますのでここでは割愛します。
　医師はこれらの薬を、年齢や薬を解毒･排泄する肝臓・
腎臓の状態、生活習慣、現在服用中の薬との飲み合わ
せ、さらには他の持病との兼ね合わせで総合的に判断し

て使っています。
　糖尿病の薬の中には、食前に飲ま
ないと効果がないものがあります。ま
た、食事をあまりとらずに薬だけ飲む

と低血糖になることもあります。低血糖が長く続くと命にか
かわる問題になることもあり、十分注意が必要です。薬の
飲み方については、主治医の先生や薬剤師さんの説明
をしっかり聞いて、決められたように服用してください。
　一方で血糖値が高い状態が続くと、血管が傷つき、脳
梗塞や心筋梗塞、網膜症（目）や腎障害、神経障害などの
合併症を招く恐れがあります。薬を飲むのが嫌だという人
もいるでしょうが、食事や運動で血糖値がコントロールで
きない人には薬を使わないといけない場合があります。糖
尿病の治療目標は、「命に関わる合併症を防ぐ」ことです。
自分の判断に頼らず、主治医の先生とよく相談してくださ
い。
　次回はインスリン注射について
解説します。

生活習慣病について⑭　　糖尿病の治療（飲み薬編）
小鹿野中央病院長　内田　望
気 になるつぶやき
内田の

補助金額
■補助対象経費の１０分の５以内とし、１００万円を限度と
します。(千円未満の端数切り捨て)
■補助金の交付は原則として、１つの生活道につき１回
限りです。ただし、事業量等により単年度で整備が完了し
ない場合はご相談ください。

申込＆問合せ●申請書類を両神庁舎・建設課に提出して
ください。なお、申請書類は建設課に置いてあります。ま
た、町ホームページからもダウンロードできます。
両神庁舎・建設課☎７９-１２０４

　水道管の漏水を早期に発見するため、漏水調査を実
施します。
　調査の際には、秩父広域市町村圏組合水道局が委託
した漏水調査員が、宅地内のメーターボックスがある場
所まで立ち入る場合があります。漏水調査員は、組合で
発行した身分証明書を携行し、腕章を着用しています。
ご理解とご協力をお願いいたします。
調査時期●令和2年3月31日まで
調査時間●【宅地内】8:30～17:00 
【交通量の少ない道路】8:30～17:00
【交通量の多い道路】21:00～3:00

調査区域●小鹿野町全域
委託業者●株式会社サンスイ北関東支店(上尾市)
☎048-783-0880
問合せ●秩父広域市町村圏
組合水道局・小鹿野事務所
☎75-0043

入札結果のお知らせ入札結果のお知らせ ※金額は、消費税込

町道７０２号線舗装工事
町道２８号線道路改良工事
町道１８８号線防護柵設置工事
坂戸残土捨場搬入口整備工事
森林管理道不動滝線舗装修繕工事
森林管理道柏沢線改良工事
小鹿野町武道場空気調和設備工事
両神ふるさと総合会館図書館電灯改修工事
両神庁舎２階空気調和設備改修工事
両神温泉薬師の湯空気調和設備等改修工事
小鹿野町役場庁舎地質調査業務委託
森林管理道八日見線（尾ノ内工区）丈量
測量業務委託

小桜残土捨場造成工事測量設計業務委託

プレーパーク用地測量業務委託
旧埼玉県山西省友好記念館改修工事設計
業務委託
小鹿野町防災行政無線デジタル化更新実施
設計業務委託

衛生センター水質大気分析業務委託

生活環境調査分析業務委託

国民健康保険診療報酬明細書縦覧点検業務

小鹿野小学校外３校モノクロ複合機賃貸借事業

飯田地内
下小鹿野地内
小鹿野地内
両神薄地内
両神薄地内
両神薄地内
飯田地内
両神薄地内
両神薄地内
両神薄地内
小鹿野地内

河原沢地内

両神小森地内

小鹿野地内

両神薄地内

小鹿野町全域

小鹿野町
衛生センター

小鹿野町内

小鹿野町
保健福祉センター

小鹿野小学校外

8,856,000円
4,914,000円
2,876,040円
1,836,000円
1,550,437円
1,317,600円
19,745,640円
2,045,520円
6,264,000円
4,050,000円
3,456,000円

4,179,600円

3,650,400円

1,015,200円

3,888,000円

3,888,000円

1,859,000円

1,270,500円

792,000円

3,165,480円

株式会社富山工務所
有限会社佐藤建設
有限会社ミヤテック
須田建設株式会社
株式会社両岩
有限会社黒建工業
有限会社寺井電気
門平防災工業
有限会社小鹿野電気
有限会社寺井電気
株式会社サンセイ
株式会社ヤマホン
小鹿野営業所
株式会社ヤマホン
小鹿野営業所
正伝測量有限会社

株式会社松下設計

株式会社通電技術

株式会社熊谷環境分析
センター
株式会社総合環境分析
埼玉営業所

株式会社オークス

キヤノン電子ビジネス
システムズ株式会社

～令和元年7月31日
～令和元年9月30日
～令和元年8月30日
～令和元年8月30日
～令和元年7月31日
～令和元年7月31日
～令和元年7月16日
～令和元年6月28日
～令和元年7月31日
～令和元年7月31日
～令和元年7月16日

～令和元年8月30日

～令和元年8月30日

～令和元年7月31日

～令和元年8月30日

～令和元年8月9日

～令和２年3月31日

～令和２年3月31日

～令和２年3月31日

～賃貸借60箇月

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間

▲平成31年4月25日入札分
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農薬は適正に使用しましょう農薬は適正に使用しましょう 国民宿舎両神荘
臨時休館のお知らせ
国民宿舎両神荘
臨時休館のお知らせ

自宅で蜂の巣を見つけたら…自宅で蜂の巣を見つけたら…

　農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の
安全かつ適正な使用や保管管理、環境への影響に配慮し
た農薬の適正使用のために、以下のことを守りましょう。
■飛散しない農薬を選びましょう。
■農薬の飛散防止に最大限の配慮をしましょう。
■農薬はラベルに記載された内容に従って使用しましょう。
■使用する前に十分な周知を行いましょう。
■散布区域に人が入らないよう対策を講じましょう。
■農薬の使用履歴を記録し、保管しましょう。
■農薬の現地混用はやめましょう。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101　
　　　　小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170

蜂に刺されないための予防策
●蜂は巣に近づいたり、振動を与えたりすると巣を
守るために攻撃してきますので、なるべく巣に近づ
かないようにしましょう。
●蜂がねらう部位で最も多いのは手や腕、次に頭部
や顔になります。肌を露出しないよう長袖を着用し、
頭部は帽子を被り露出部をなるべく少なくしましょう。
●蜂は色が黒くて動くものに対して攻撃する習性があり
ます。黒色系の衣服等の着用は控えましょう。
●蜂は匂いに敏感です。香水や整髪料、化粧品などの匂
いに反応するので、屋外作業時には化粧品などの使用は
控えましょう。
●蜂は光るものにも反応するので、腕時計など光を反射
するものは身に着けないようにしましょう。
蜂に刺された時は
　蜂に刺されてしまったときは、速やかに巣から離れ、傷
口を流水で洗い流し、ステロイド軟膏を塗ると良いです。

　春から秋にかけて蜂の活動が活発になります。
　町で蜂の巣駆除は行っていませんので、駆除に
ついては直接駆除業者等へ依頼してください。

　国民宿舎両神荘は館内整備及び点検のため、下記の
期間中臨時休館とさせていただきます。ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、休館期
間中も、電話予約(8:00～17:00）とレンタサイクル貸出
(9:00～17:00）は受け付けています。
休館期間●6月5日(水)10:00～8日(土)11:30
問合せ●国民宿舎両神荘☎79-1221

花しょうぶまつり花しょうぶまつり

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..24VOL..24

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

小鹿野春まつりで春日町
の屋台を曳かせていた
だきました。(太田)

高校生と竹あかりイベ
ントの打ち合わせをし
てきました‼（片桐）

平成30年度活動
報告をさせていた
だきました。（星）

日時●６月9日(日)10:00～15:00
場所●花しょうぶ園（両神国民休養地）
内容●ポン菓子、麦茶の無料配布
問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

日時●6月9日(日)10:00～14:00
場所●両神農林産物直売所(道の駅｢薬師の湯｣隣)
内容●たらし焼き、みそおでん、朝採りきゅうりの試食など
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

出荷球根の選別中！！
芽が見つけられるよう
になりました。
（沢田）

同時開催同時開催

両神農林産物直売所
感謝祭
両神農林産物直売所
感謝祭

※スズメバチに刺された場合は、早急に医師の診察を
受けてください。

●関　章雄さん(飯田)　
　☎75-0816　携帯090-2558-1563
●倉林　久さん(般若)　
　☎75-0404　携帯090-4050-0482
※駆除費用は、ご依頼主の負担となります。相手
の方と十分打ち合わせのうえ、依頼してください。

問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170

町内で蜂の巣の駆除をしていただける人

本気で結婚を考えている人の応援セミナー本気で結婚を考えている人の応援セミナー
　3年間で38組を成婚に導いた「ちちぶの母」こと田村
里子氏をお迎えして、人生を共に過ごすお相手と出会う
ためのコツなど、実体験をもとにお話しをいただきます。
日時●7月7日(日)10:00～11:30(受付9:30～)
場所●秩父市歴史文化伝承館・研修室2・3
対象●結婚を希望する男女30人、又はその親族(20人まで)

講師●田村里子氏(「うみとそら」おかみ)
申込＆問合せ●ＮＰＯ法人ちちぶ出会いサポートセン
タージュノール
☎26-7518(13:30～17:00火曜日定休)
メール jimukyokuisonogu@yahoo.co.jp
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心の教育の推進
■子どもたちが自己肯定感に裏付けられた自信と豊かな
人間関係をもとに、夢と志をもって何事にも前向きに向
かう心を育む教育を推進していきます。
■心の教育によって子どもたちの「自立力」「共生力」「自
己実現力」を育みます。
■「自立力」とは、自ら学び自ら考え行動し、社会の変化に
主体的に対応し、たくましく生き抜く力です。「共生力」と
は、「人と人、人と社会、人と自然」との関わりやつながりを
大切にし、協調性をもって豊かな人間関係を広め深めて
いく力です。「自己実現力」とは、高い志をもって夢に挑戦
し続け、グローバルな視野で様々な課題を考えつつ、身
近な地域や社会の発展のために貢献できる力で、SDGs
（持続可能な開発目標）の推進につながるものでもありま
す。
おがのことだま百選の取組
■子どもたちが文学的・表現的に価値ある名文等に触れ
ることで言語的感覚を磨くとともに、人生の指針にもつ
ながるような取組を展開します。

１ 確かな学力の育成
（１）小鹿野ベースによる授業改善
（２）おがの自学ノートによる主体的な学びの育成
（３）授業改善研修・若手教員研修の実施
２ 豊かな心の育成　
（１）「人のために」という意識の高揚
（２）ほっとハートキャンペーンの推進
（３）健康の保持・増進
３ 夢に向かう活力の育成　
（１）夢育成プロジェクトの推進
（２）ハートコンタクトプログラムの充実
（３）小鹿野ふるさと学習の充実

■「ことわざ」や「万葉集」、「地域に伝わる昔話」などを題
材に、小学生の発達段階を踏まえた教材を作成・配付し、
子どもたちが暗唱する中で、名文のもつリズムや先人の
知恵・思いを知ることにつながります。
■学校ばかりでなく地域の皆さんの協力もいただきなが
ら小鹿野町全体で取り組みます。

　学校教育課からのお知らせです。年3回、広報おがのにて発行します。
　今回は、小鹿野町教育委員会・学校教育課で進める今年度の主な取組と、平成
30年度末に発表された小・中学生の新体力テストの結果をお知らせします。なお、
紙面が限られていますので、詳細につきましては、小鹿野町教育委員会のホーム
ページをご覧ください。閲覧にあたっては、下記にコードを添付しますので、ご活用
ください。

今年度の小鹿野町学校教育の重点 ～小鹿野町教育行政重点施策より～今年度の小鹿野町学校教育の重点 ～小鹿野町教育行政重点施策より～

今年度の特色ある取組紹介今年度の特色ある取組紹介

４ 小鹿野ならではの教育の推進
（１）おがの家庭教育宣言の充実・発展
（２）小鹿野未来塾の充実
（３）海外交流事業の推進
５ 次世代へつなぐ教育環境の整備　
（１）幼保一元化に向けた効果的な指導方法の研究
（２）小鹿野高校との連携による地域教育の発展
（３）ICT機器の活用による教育環境整備

小鹿野未来塾の充実小鹿野未来塾の充実

小・中学生の体力　県平均値を大きく上回る
～平成30年度新体力テストの結果～

小・中学生の体力　県平均値を大きく上回る
～平成30年度新体力テストの結果～

小鹿野町教育委員会
ホームページはコチラ➡

各講座の魅力ＵＰ
●漢検・英検チャレンジスクール
　漢検や英検受験を目指した全６回の講座です。様々な
講師の先生の専門的で楽しい講座を用意しています。保
護者や高校生も参加し、子どもたちと一緒に学びます。
●小学生科学不思議講座
　小学４～６年生を対象にした科学的な実験や観察を行
う全６回の講座です。小鹿野高校理科部の先生に子ども
たちの探究心を引き出す講座を実施していただきます。

●中学生未来塾講座
　自主的な学習習慣の確立と学力の向上を図っていま
す。小鹿野高校の先生や地域の皆さん、塾の先生など、た
くさんの講師の丁寧な講義や心のふれあいも魅力的な
講座です。
●小学生英語体験講座の新設
　小学３～６年生を対象に、「英語って楽しい」「英語で自
信をもって話せた」体験を味わえる英語劇を通じた体験
講座とし、８月下旬に発表会を行う予定です。

　小鹿野町の小・中学生の平均値は、学年別男女別で分けた１４４項目中
94項目で県の平均値以上の結果となりました。
　特に、「握力」は94.4％の項目で、「上体起こし」は８８．９％の項目で、「ボー
ル投げ」は77.8％の項目で県の平均値以上でした。
　課題は、「５０ｍ走」と中学生の「持久走」です。県の平均値以上の項目は
22.2％（５０ｍ走）、１６．７％（持久走）と改善が望まれます。
　さて、今年度も５月から各学校で新体力テストを行っています。各学校
では、この新体力テストの結果を踏まえ、再調査を行うなど、子どもたちの
よいところをさらに伸ばし、課題を克服する取組を行っていきます。一人ひ
とりが自己記録を更新してくれることを大いに期待しています。

■平成３０年度　小鹿野町小・中学校新体力テスト結果（県平均値との比較一覧表）

※ ○：県平均値以上のもの　×：県平均値を下回っているもの

握力
（kg）

上体起こし
（回）

長座体前屈
（cm）

反復横とび
（点）

持久走
（秒）

20ｍシャトルラン
（回）

50ｍ走
（秒）

立ち幅とび
（cm）

ボール投げ
（ｍ）

×

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

×

×

○

男  女
小1 小2 小3 小4 小5 小6 中1 中2 中3 県平均値との比較

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

×

○

○

○

○

○

男  女

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

男  女

○

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

男  女

○

○

×

×

○

×

×

○

○

○

×

○

○

○

○

○

男  女

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

×

×

×

○

○

男  女

○

○

○

×

×

×

○

×

○

○

○

×

×

×

○

○

男  女

○

○

○

○

×

×

×

×

○

○

×

×

○

×

○

○

男  女

○

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

男  女 ○ ×
項目数
割合％

17
94.4％

1
5.6％

項目数
割合％

16
88.9％

2
11.1％

項目数
割合％

12
66.7％

6
33.3％

項目数
割合％

11
61.1％

7
38.9％

項目数
割合％

1
16.7％

5
83.3％

項目数
割合％

10
83.3％

2
16.7％

項目数
割合％

4
22.2％

14
77.8％

項目数
割合％

9
50.0％

9
50.0％

項目数
割合％

14
77.8％

4
22.2％

項目数
割合％合計 94

65.3％
50
34.7％

新体力テストの様子
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学校教育だより
問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課
　　　　☎79-1201



　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。
　当日は、絵本の読み聞かせと年齢にあった絵本を１冊
プレゼントします。
日時●6月27日(木)13:00～
場所●児童館(乳児健診会場)　
※6カ月児及び12カ月児が対象です。

ブックスタート＆ブックスチャレンジブックスタート＆ブックスチャレンジ

プチ(赤ちゃんから3歳ぐらいまで)
日時●6月11日(火)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●6月22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

日時●6月27日(木)13:30～15:30
場所●小鹿野文化センター・美術工芸室
内容●今、話題のハーバリウムを作ります。
講師●沢田朋輝さん(小鹿野町地域おこし協力隊)
定員●15人　　費用●2,000円(材料代)
申込＆問合せ●6月14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・中央公民館☎75-0063

キレイをびんづめハーバリウム体験講座

日時●6月30日(日)10:00～15:00
場所●小鹿野文化センター
内容●お見合いマリーゴーランド（参加者全員との１対１
のお話しタイム）を行います。小鹿野の名物スイーツを
全員にプレゼントします。
対象●20歳～40歳の独身男女
定員●男女各20人（定員を超えた場合は抽選）
費用●1,000円(飲食代)
申込＆問合せ●6月12日(水)
までに電話でお申し込みくだ
さい。
小鹿野文化センター・中央公民
館☎75-0063

婚活イベント　
婚活サンデー　～日曜日のキューピッド～

日時●6月15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●6月30日(日)8:30～
場所●町民体育館
申込＆問合せ●6月7日(金)までにお申
込みください。
小鹿野文化センター・社会教育課
☎75-0063

町民バレーボール大会

日時●7月7日(日)、14日(日)7:30～
予備日:21日(日)、28日(日)
場所●小鹿野町総合運動公園野球場 ほか
問合せ●小鹿野文化センター・社会教育課
　　　　☎75-0063

町民野球大会

硬式テニスの部
日時●7月7日(日)8:30～
ソフトテニスの部
日時●7月14日(日)8：30～
場所●小鹿野町総合運動公園テニスコート
種目●硬式テニスの部(ダブ
ルスのみ)一般男女、
ソフトテニスの部(ダブルス
のみ)一般男女、中学生男女
申込＆問合せ●6月21日(金)
までに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

町民テニス大会

期日●7月6日(土)　予備日:7日(日)※ソフトボールのみ
場所●ソフトボール：小鹿野中学校グラウンド
　　　ポートボール：町民体育館
申込＆問合せ●6月7日(金)
までに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

小鹿野町青少年相談員協議会主催
子どもソフト・ポートボール大会

図書館「新分室」の利用について図書館「新分室」の利用について
　７月１日(月)より小鹿野中学校図書室内へ移転した分室を開館
します｡中学校図書室の資料も、一般貸出を行います。
　なお、学習活動で使用する資料等は一般貸出できませんので、
ご了承ください。
　皆さんのご来館をお待ちしています。
開館日時●７月１日(月)13：30～
　　　　※以降の開館時間は、平日(月～金)の13:30～16:30
　　　　(祝日は閉館)　
場所●小鹿野中学校・図書室内(2階)
　　　※中学校の旧職員玄関が、分室への出入口になります｡インターホンを押してお入りください｡階段
　　　を上がって右に進むと分室です｡
■分室を利用する際の駐車場は、小鹿野文化センター又は小鹿野総合センターの駐車場をご利用ください。
■現在使用されている図書館利用券はそのまま使うことができます。
連絡先●町立図書館本館☎79-0150
　　　　町立図書館分室☎070-1303-4095  ※7月1日以降

図書館を使った
調べる学習コンクール応援講座
図書館を使った
調べる学習コンクール応援講座

　今回で４回目となる、調べる学習コンクールに応募して
みたい小学生の皆さんを対象とする、応援講座を開催しま
す。テーマの決め方、図書館で本を探す方法、まとめ方な
ど、図書館司書さんが教えます｡初めての人も今まで、応募
したことがある人も、皆さんの参加をお待ちしています。
日時●6月8日(土)14:00～
場所●両神ふるさと総合会館・視聴覚室
対象●小学生
内容●全体説明の後、個別相談を受け付けます。
図書館を使った調べる学習コンコンクール
って？
　身近な疑問に思っていることや興味があ
ることなどを、図書館の資料を使い調べまと
めた作品を募集するコンクールです。

おはなし会おはなし会

　除籍済の資料・雑誌・寄贈本等をお譲りします。
日時●6月29日(土)、30日(日) 両日とも10:00～17:00
場所●両神ふるさと総合会館・視聴覚室

※雑誌は、1人5点まで(同一の
雑誌は2点まで)
※お持ち帰り用の袋を持参して
ください。

雑誌リサイクルフェア雑誌リサイクルフェア
はてなん
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問合せ●小鹿野町立図書館
　　　　☎79-0150

図書館
だより 生涯学習

コーナー
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75歳以上※で医療保険料の均等割が9割軽減の皆さんへ
高齢者医療保険料の均等割の軽減が9割から8割に
変わります

75歳以上※で医療保険料の均等割が9割軽減の皆さんへ
高齢者医療保険料の均等割の軽減が9割から8割に
変わります
　高齢者医療保険料の均等割について、
これまで９割軽減となっていた人は、今年
度より8割軽減に変わります。

※65歳以上の人で障害認定を受けて後
期高齢者医療制度に加入している人も対
象になります。

問合せ●保健福祉センター・福祉課
　　　　☎75-4103

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
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。

　公正・中立の立場から、行政などへ
の苦情や意見、要望を受け、その解決
や実現を促進します。
■毎月第3月曜日実施
　※休日の場合は翌日
日時●6月17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

移住相談
▶問合せ／総合政策課 ☎75-1238

　小鹿野町へのＵＩＪターンを希望す
る皆さんをサポートします。
■平日の移住相談窓口
日時●月～金曜日 8:30～17:15
　　　（祝日・年末年始を除く)
相談員●地域おこし協力隊員、町職員
場所●小鹿野庁舎・総合政策課
■休日の移住相談窓口
日時●土・日・祝日 10:00～19:00
　　　(年末年始を除く)
相談員●移住支援員、地域おこし協
力隊員
場所●小鹿野町観光交流館
　　　(小鹿野町小鹿野314番地)

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●①6月11日(火)、25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。

結婚相談
▶問合せ／中央公民館 ☎75-0063

日時●6月12日(水)18:00～20:00
相談員●近藤須美子さん
　　　　髙橋　聡さん
　　　　守屋恒男さん
場所●小鹿野文化センター
※電話相談もご利用ください。

心配ごと相談
▶問合せ／小鹿野町社会福祉協議会 ☎75-4181

　日常生活のあらゆる不安や悩みご
とのご相談に応じます。
■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●7月9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●7月2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●7月17日(水)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
※事前の予約は不要です。

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
※事前の予約は不要です。

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●6月25日(火)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●6月20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

　「自分の悩みは人権侵害かも？」と
思ったら、一人で悩まず、気軽にご相
談ください。
■隔月(偶数月)実施
日時●6月19日(水)10:00～12:00
相談員●常木修一さん
　　　　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）

■みんなの人権110番　 ☎0570-003-110
■女性の人権ホットライン　☎0570-070-810
■子どもの人権110番　　☎0120-007-110
※電話は、最寄りの法務局・地方法務局に
つながります。

■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

期日

6月2日
9日
16日
23日
30日

6月2日
9日
16日
23日
30日

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 ☎75-2332小鹿野中央病院 (内)

診療時間／8:30～翌日の8:30

皆野町
和泉町
桜木町
皆野町
和泉町

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

皆野病院 
秩父病院 
秩父市立病院
皆野病院
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

7月14日
15日

横瀬町
野坂町

☎25-2323
☎24-4182

たばた歯科医院
並木歯科医院

※6月の診療はありません。
※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

6月1日
8日、22日
15日、29日

期日 医療機関 電話

☎22-3022
☎23-0611
☎62-6300

秩父病院
秩父市立病院
皆野病院

■平日夜間小児初期救急対応
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。※必ず電話で確認のうえ、受診してください。 診療時間／19:30～22:00（祝日を除く）
※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

期日

■埼玉県救急電話相談（24時間 365日対応）
　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。

例）年金収入80万円以下の人

平成30年度 令和元年度

9割軽減 8割軽減

保険料納付額（1割） 保険料納付額（2割）

▶
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両神山開山式　4/18
(両神薄)

二子山開山式　4/29
(河原沢)

倉尾神社例大祭　
5/4(藤倉)

木魂神社例大祭　
5/3(下小鹿野)

十輪寺花まつり　
5/4(小鹿野)

尾ノ内渓谷新緑まつり
5/4(河原沢)

「田んぼで竹あかり」　4/29
(上飯田・八幡神社付近)

大塩野八坂神社例大祭　
5/4(両神薄)

両神御嶽神社例大祭　
5/5(両神薄)

春の全国交通安全運動
小鹿野警察署 出発式
5/10

ルートインBCリーグ公式戦
(武蔵 対 栃木)
5/11(小鹿野町総合運動公園野球場)

法性寺花まつり
5/12(般若)

たらちね観音
大護摩
5/12(飯田)

試合後に野球教室開催

フォトニュース 広報 おがの
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小鹿野

フォトニュース
小鹿野

フォトニュース
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4月

3月

2日
3日
4日
8日
11日
11日
12日
12日
14日
18日
20日
20日

飯田
飯田
長留
小鹿野
下小鹿野
下小鹿野
小鹿野
河原沢
両神薄
小鹿野
長留
般若

下小鹿野
3月
31日 加藤 神楽（秀夫）

かぐら

小鹿野
小鹿野
長留

4月
11日
13日
22日

黒澤　紗（良太）
冨田　陽（郁夫）
今井 櫻音（順一）

  すず

 ひなた

さくと

ご出産おめでとうございます。
《4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。
《4月中の同意書届出・敬称略》

丸山 シヤウ（９０)
黒澤 理充（８４)
堀口 喜久重（９２)
黒沢　晃（９７)
栗原 ろく（８８)
加藤 武夫（８９)
黒沢 昌良（４８）
南 富太郎（９１）
鈴木 壽三郎（８６）
棚山 久雄（７８）
豊田 八重子（５９）
堀口　茂（９８）

28日
28日

下小鹿野
小鹿野

栗𠩤 つゆ子（８７）
大沢  秀子（７４）

祝 悼

三山
黒沢一成さん・冬美さん

星成(せな)くん

我が家の

天使天使

祝 おめでとうございます祝 おめでとうございます

優勝 おめでとうございます優勝 おめでとうございます

がんばりましたがんばりました

　4月23日に埼玉県県民健康センターにおいて、埼玉
県多面的機能支援推進会議から「上飯田環境保全活動
委員会(会長・髙野竜太郎さん)」が優良活動組織として
表彰されました。
　今回の表彰は、地域ぐるみで農用地や水路、農道など
を守る活動を実施している県内8組織が対象で、上飯
田環境保全活動委員会は、地域住民による水路・農道
の維持管理、花の植栽活動等が高く評価されました。

新元号「令和」

指先を上に向けて５本の指をすぼめた片手を、胸の脇に出し、
前に動かしながら指先を緩やかに開く。

簡単な手話を覚えましょう【第９回】簡単な手話を覚えましょう【第９回】

絵本だいすき!!パパ・ママ いっぱい読んでネ!

絵本だいすき!!パパ・ママ いっぱい読んでネ!

埼玉県多面的機能支援推進会議　優良事例表彰
「上飯田環境保全活動委員会」

小鹿野カージナルスジュニア

2019スーパーファイティング
東海空手道選手権大会

　4月29日から3日間にわたり寄居町で開催された
第38回埼玉県スポーツ少年団夏季小学生軟式野球
交流大会北部ブロック予選会において、小鹿野カージ
ナルスジュニアが4年ぶりの優勝を成し遂げました。
　決勝戦では、2点ビハインドで迎えた最終回に同点
に追いつき、そのままタイブレークへ突入。大熱戦の
末勝利し、北部ブロック28チームの頂点に立ちました。
　6月2日から草加市で開催される本大会でのさらな
る活躍を期待しています。

■小学女子10の部
　第3位
　山下 心花さん
　(小鹿野小学校6年)

NPO法人
日本空手道不動会

町から表彰状を贈りました町から表彰状を贈りました

　小鹿野町農業委員会委員として長年ご尽力いた
だいた、般若の黒田秀夫さんへ町から表彰状を贈り
ました。
　黒田さんは、在任
期間の14年5カ月
もの多年にわたり、
地域農業の発展伸
長に尽くされました。

左から牧農林部長、髙野竜太郎さん、強矢善一さん、眞下富雄さん、
石間戸秩父農林振興センター所長

みんなの広場 広報 おがの
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日時●6月27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6月、7月、9月、10月、12月、平成31
年1月、3月、4月生まれ　〔予防接種〕平成30年12月、平成31
年１月生まれと6月26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

日時●6月21日(金)受付13:00～13:50
場所●児童館
該当児●平成28年1月～3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

■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●①6月12日(水)、26日(水)14:00～15:00
　　　②6月13日(木)、27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●6月20日(木)、28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●6月19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●6月21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？

熱中症を予防しましょう！－５つのポイント－熱中症を予防しましょう！－５つのポイント－
１ 上手にエアコンを
　高齢者で持病のある人は、暑さで体力が低下し、室
内でも熱中症になることがあります。エアコンを上手
に活用しましょう。
２ 暑くなる日は要注意
　梅雨明けで急に暑くなる日は、体が暑さに慣れてい
ないため特に注意が必要です。
３ 水分をこまめに補給
　のどが渇く前に水分補給をしましょう。ビールなどア
ルコールを含む飲料は、かえって体内の水分を出して
しまうため水分の補給にはならず、逆に危険です。

風しん抗体検査及び風しん
第5期定期予防接種が
始まりました

風しん抗体検査及び風しん
第5期定期予防接種が
始まりました
　流行している風しん対策として、これま
で予防接種をする機会のなかった男性に
対して、3年間の期間を限定し無料の抗体
検査及び定期接種による風しん予防接種
を実施します。まず、風しん抗体検査を行
い、検査結果が一定の基準を満たさない
人が、風しん第5期定期予防接種の対象者
となります。
対象●昭和37年4月2日から昭和54年4
月1日までの間に生まれた男性
※今年度は、昭和47年4月2日から昭和54
年4月1日までに生まれた人へクーポン券
を発行しました。クーポン券が送られてい
ない人で、抗体検査を希望の人は保健課に
てクーポン券をお渡しします。

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。
■胃がん検診
日時●6月28日(金)7：00～9：00
場所●両神ふるさと総合会館
対象●35歳以上の町民
費用●900円
■乳がん･子宮頸がん検診
日時●6月28日(金)12:30～14:00
場所●両神ふるさと総合会館

Hm4

Hm4健診を受けましょう健診を受けましょう
　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。

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●75歳以上の人は電話等でお申し込みください。
※送迎バスの時間等は回覧にてお知らせします。
※7月以降の集団健診は、9月30日(月)と10月1日(火)です。

第27回 8020よい歯のコンクール開催第27回 8020よい歯のコンクール開催
　一次審査に参加できる人を募集します。
日時●6月23日（日）10:00～
場所●秩父市保健センター
対象●80歳以上(平成31年4月1日現在)で自分の
歯が20本以上ある健康な人、当コンクールで表彰経
験のない人(埼玉県内在住)
申込●保健課まで連絡してください。

健康教室・健康診査コーナー 申込＆問合せ●保健課☎75-0135（直通）

　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●6月11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』

Hm1

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●6月24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

■郷土料理教室
　薫り高い栃の葉を使ったつとっこ作りを一緒にやってみませ
んか。
日時●①6月15日（土）10:00～12:30
　　　②6月20日（木）10:00～13:00
場所●①両神ふるさと総合会館・調理実習室
　　　②いきいき館・調理室　　
対象●①親子(お子さんは年長児年齢以上)　②20歳以上
定員●①8組　②12人　※いずれも申込順　　
内容●つとっこ作り　　費用●1人200円(材料代)
持ち物●エプロン、三角巾、タオル
申込●①6月11日(火)までに両神公民館☎79-1311又は保健
課☎75-0135　②6月14日(金)までに保健課☎75-0135

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●6月11日(火)、25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)

　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●6月6日(木)、20日(木)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター

Hm1バンビちゃんの会

４　「おかしい！？」と
思ったら病院へ
　熱中症は、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感などの症状
から、ひどいときには意識を失い、命の危険につなが
ることもあります。おかしいと思ったら、涼しいところに
避難し、医療機関に相談しましょう。
５ 周りの人にも気配りを　
　自分のことだけでなく、ご近所
で声を掛け合うなど、周りの人の
体調にも気を配りましょう。

対象●20歳以上の町民
費用●乳がん検診1,200円、子宮頸がん検診800円 
※70歳以上は無料
申込●保健課まで電話でお申し込みください。
※7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、個別がん検診の申し込みは常時受付
けています。）

１日(土)、13日(木)、14日(金)、
15日(土)、18日(火)、25日(火) 児童館

倉尾けんこう館
両神ふるさと総合会館

７日(金)
10日(月)、11日(火)

６月

日程 場所

保健・福祉 広報 おがの広報 おがの 保健・福祉

28 広報 おがの　6月号 29広報 おがの　6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。



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

●ウマとのふれあいコーナー
日時　6月9日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　村の広場
費用　無料　※事前申込不要
●ジャガイモ掘り体験
日時　6月30日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　収穫体験広場
費用　1,000円
定員　20人(抽選)
締切　6月14日(金)必着
●布ぞうり作り体験
日時　7月7日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円　定員　10人(抽選)
締切　6月21日(金)必着
●そば打ち体験
日時　7月21日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　若者センター
費用　1,000円　定員　20人(抽選)
締切　7月5日(金)必着
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

●間伐体験と小枝のミニ花台作り
日時　7月21日(日)10:00～15:00
内容　間伐(伐採)を体験し、間伐した
桧の枝や幹を使いミニ花台を製作し
ます。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円
定員　10人(申込順）
締切　7月14日(日)
●秩父祭屋台のミニチュア作り
日時　7月27日(土)10:00～12:00
内容　県産桧の角材を使い、秩父祭
屋台のミニチュアを製作します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円
定員　10人(申込順）
締切　7月20日(土)
※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

●炭焼とやきいも体験
日時　6月8日(土）9:30～15:00
内容　昔ながらの炭窯を使った本格
的な炭焼き体験。また、炭を使いやき
いもの体験をします。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　800円
定員　10人(申込順)

埼玉県県民の森のイベント

日時　6月14日(金)13:30～15:30
場所　秩父保健所
内容　ファシリテーターと共に、同じ
体験をされた人同士が、安心して語
りあう場を提供します。(参加無料)
対象　家族や親戚、友人、職場の同

「彩の国資源循環工場」
夏休み親子見学会

 ●介護職員向けWord 2013
日時　8月10日(土）、１７(土)
両日とも9:00～16:00
費用　受講料2,000円、テキスト代
2,160円
申込＆問合　７月１日(月)から１０日
(水)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/
soshiki/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

①スターウォッチング
日時　6月8日(土)20:00～21:00
場所　大滝げんきプラザ
内容　口径400mmの天体望遠鏡で
春から夏の星座を観察します。
対象　一般　費用　無料
②教えて、釣り名人！ 親子で楽しむ夏
の自然体験キャンプ『イワナ・ニジマ
ス釣り、バウムクーヘン作り体験』
日時　6月15日(土)10:00～16日
(日)12:30 (1泊2日)
場所　秩父市中津川渓流釣場、大滝
げんきプラザ泊
内容　渓流釣り、バウムクーヘン作り、
ストーンペインティング
対象　幼児、小・中学生とその家族

50人(申込順)
費用　小学生5,100円程度、大人
4,600円程度
③皆野　美の山　アジサイ園・聖神
社ハイク(山道6km)
日時　6月27日(木)10:00～15:00
場所　秩父鉄道「親鼻駅」集合
内容　親鼻駅から万福寺・美の山ア
ジサイ園を通って和銅遺跡・聖神社
を巡るハイキング
対象　一般20人(申込順)
費用　無料
申込＆問合　①②は6月1日(土)
9:00から、③は同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

期日　6月23日(日)　雨天決行
場所　両神国民休養地公園管理道
路、ハイキング道
内容　大会での手伝い(給水所、コー
ス誘導員ほか)
募集人数　ボランティアスタッフ20
人(当日帽子、弁当、飲み物等配布)
申込　NPO法人スポーツエイドジャ
パンへ直接お申し込みください。
問合　NPO法人スポーツエイドジャ
パン☎049-294-5603
両神庁舎・おもてなし課☎79-1100

日時　8月6日(火)1回目9:30～
12:00、2回目13:30～16:00
内容　最終処分場、彩の国資源循環
工場、メガソーラー施設(大規模太陽
光発電施設)見学  ※雨天決行
対象　小・中学生(保護者同伴)
費用　無料
定員　各回20人(抽選)
申込&問合　はがきに希望回、参加
者全員の住所・氏名(ふりがな)・年齢・
学年・電話番号を明記のうえ、応募し
てください。
※7月16日(火)まで(消印有効)
〒369-1223大里郡寄居町大字三ケ
山368
埼玉県環境整備センター
☎048-581-4070

埼玉県内市町村職員採用
合同説明会

　障がいがある人に潜在している、
個性豊かな素晴らしい表現力。そん
な才能あふれる多様な芸術作品を展
示します。ぜひご堪能ください。
日時　7月2日(火)～8日(月)10:00
～16:00
場所　ムクゲ自然公園内 森の美術
館(入場無料)
※作品のグッズの販売や、併せて
「ぽっぽ」でお馴染みのラスク等の販
売も行います。
問合　社会福祉法人清心会さやか
☎24-9951

日時　7月30日(火)、31日(水)、8月
1日(木)
各日とも9:00～16:30(予定)
※1人につき、いずれか1日の参加と
なります。
内容　貸切バスでの移動による秩父
地域内の企業見学
対象　原則、秩父地域に在学又は在
住する高校生とその保護者
※保護者だけの参加はできません。
費用　無料
※見学先の企業名や申込方法などは、
秩父地域振興センターＨＰでご確認
ください。
問合　埼玉県秩父地域振興センター
産業労働担当☎24-7624　　　
http://www.pref.saitama.lg.jp/
soshiki/b0112/index.html

僚など身近な人を自死(自殺)で亡く
され、ご自分から参加を希望する人
※前日までに事前申込が必要です。
申込&問合　秩父保健所 保健予防
推進担当☎22-3824

大切な人を自死(自殺)で亡くされ
た方の「語らいのつどい」

イ ベ ン ト

募 集

案 内

締切　 6月5日(水)
●遊歩道自然散策
～県民の森の四季を楽しむ～
日時　①6月15日(土) ②7月13日
(土) 両日とも10:00～14:00
内容　四季折々の山野草や樹木の
花などを見ながら管理人の案内で県
民の森を散策します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　500円
定員　各10人(申込順)
締切　①6月12日(水)　②7月10日(水)
●森林のコンサート
日時　7月７日(日)10:00～12:00
内容　県民の森の自然の中で「オカ
リナ」のコンサートを行います。
※事前申込不要、費用無料
●夏夜の野生動物観察会
日時　7月27日(土)17:00～20:00
内容　夜の森で活動するムササビや
ニホンジカの生態を観察します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　800円
定員　10人(申込順)
締切　7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　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
http://www.chichibu.ne.jp/̃ssi
nrinp/kenmori-2.html

(入場は17:00まで)
場所　さいたまスーパーアリーナ
問合　彩の国さいたま人づくり広域
連合☎048-664-6681
メール jinzai02@hitozukuri.or.jp
http://www.hitozukuri.or.jp/na
vi/event/

第8回日本百名山・両神山麓トレイル
ラン～ボランティアスタッフ募集～

　彩の国さいたま人づくり広域連合
では、「埼玉県内市町村職員採用合
同説明会」を開催します。市町村ごと
に設置するブースで、市町村の特色
や仕事の内容、職員の募集内容、勤
務条件など、気になる市町村の人事
担当者等から直接聞くことができま
す。
　入場無料、予約不要、入退場自由
ですので、お気軽にお立ち寄りくださ
い。
※小鹿野町もブースを設置する予定
です。
日時　7月4日(木)13:00～18:00

秩父に住んで働こう!
合同就職面接会を開催します

日時　7月9日(火)14:00～16:00
(受付13:30～15:30)
場所　秩父神社・参集殿2階
対象　令和2年3月に大学・短大・専
門学校を卒業予定の人(既卒3年以
内含む。)
参加企業　20社(予定)
※履歴書を複数枚持参してください。
問合　ハローワーク秩父 学卒担当
☎22-3215

高校生・保護者向け企業見学会を
開催します
～地元の企業を知って、将来の進路
を考えるきっかけにしませんか～

竹の友　尺八2人会　
ふれあいコンサート

『This is SAYAKA』
～アートフェスタ2019～

ラグビーワールドカップ2019™開催
100日前イベント

　さいたま市でラグビーワールド
カップ2019™開催100日前イベント
が開催されます。併催イベントも盛り
だくさん！皆さんのご来場をお待ちし
ています。
日時　6月16日(日)10:00～16:00
場所　大宮ソニック鐘塚公園(さいた
ま市大宮区桜木町１丁目7‐8)
内容　ラグビー体験コーナー、ゆる
キャラステージイベント、音楽ステー
ジ等
問合　埼玉県県民生活部ラグビー
ワールドカップ2019大会課
☎048-830-6870

日時　6月23日(日)14:00～
(開場13:30～)
場所　小鹿野文化センター・視聴覚
室(入場無料)
出演　関口聖岳、豊田勝明(小鹿野町
在住)
演奏　荒城の月、舟唄、グリスビーの
ブルース、ミッシェル、サマータイム、
ソーラン節ほか(予定)
問合　豊田勝明☎75-1699
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