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6月1日現在　【世帯数】4,693世帯
　　　　　　【総人口】11,569人【男性】5,740人【女性】5,829人
5月中の異動　出生3人/死亡14人/転入19人/転出27人
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2019（令和元年）NO.166 広報おがの／令和元年7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6月15日現在）
貯水位　317.76ｍ
貯水量　5,475,200㎥
貯水率　53.4％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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▲子育てサークル
▲手作りボランティア
　(午後)
▲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

▲よちよち
■開放日

▲1日開放

▲1日開放▲ふれあい遊び
■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
■開放日
◆バンビちゃんの会

七夕フェスティバル
（小鹿野市街地）

▲開放
オレンジカフェ笑顔
●胃がん検診
◆乳がん・
　子宮頸がん健診
◎認知症相談日
■開放日・講習会

▲開放

▲開放
■ヘルスアップ教室
■ABI測定

▲開放(七夕制作)

▲てくてくじゃんぷ
●1.6・2歳児健診
◎認知症相談日
■開放日・講習会

▲開放(七夕制作)
◎ひきこもり相談
■開放日

▲七夕夏まつり
■開放日

国民安全の日・
更生保護の日

半夏生

▲すくすく
　(ふれあい遊び)
▲開放
●バランスボール
　教室
■ステップ体操
★郷土料理教室

▲すくすく（計測）
▲開放
■ステップ体操

▲親子のびのび体操
■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
■開放日

★図書館休館日

★図書館休館日

★おはなしの会

★すくすく
　(離乳食調理体験)
▲開放
■ステップ体操

▲すくすく(計測)
▲お庭で遊ぼう
　(じゃがいも掘り)
▲開放
●5歳児健診
■ステップ体操

▲サーキット遊び
◎こころの悩み
　何でも相談
◆バンビちゃんの会
■開放日

公園で遊ぼう
(みどりの村ジャブ
ジャブ池)
▲開放
■体組成測定
■開放日

▲お庭で遊ぼう
　(水遊び)
▲子育て相談
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■開放日

▲すくすく(赤ちゃん
　とのかかわり方)
▲開放
お茶会･交流会
(長寿ハウス)
●バランスボール
　教室
■ステップ体操

▲1日開放

▲1日開放

▲開放
●ちびっこサロン
■開放日

▲開放

▲開放
▲おはなし会(午後)
●認知症家族会
■開放日

町民野球大会①
町民テニス大会
(硬式の部)

町民野球大会②
町民テニス大会
(ソフトテニスの部)
ボルダリング講習会

7月31日（水）までに
納めてください。

固定資産税 　　第2期
国民健康保険税　第1期
介護保険料 　　第1期

今月の納税今月の納税

水の日

小暑・七夕

盆
海の日

土用

★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日 ★図書館休館日 ◆楽しいおはなしの会

小 鹿 野 町小 鹿 野 町

小鹿野夏まつり
(小鹿野市街地)

小鹿野夏まつり
(小鹿野市街地)

大暑

図書館分室休館日
（中学校）

図書館分室休館日
（中学校）

図書館分室休館日
（中学校）

図書館分室休館日
（中学校）

図書館分室休館日
（中学校）

間庭の甘酒まつり
（両神小森）
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information
子育て支援
図書館・生涯学習
無料相談•医療
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小鹿野町プレミアム付商品券を販売します2路地ST．(ろじスタ)　 6/2
　「市街地に賑わいを!」と始められた路地ST.も今年で11回目の開催となりま
した。小鹿野の路地を舞台に音楽やアート作品、子ども広場など住民の皆さんが
主体となり、趣向を凝らしたイベントや展示が行われました。
※ ST.とはstudy、stage、studio、stadium、station、street、storyなど

みんなの広場
保健・福祉
フォトニュース
情報版
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28
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あじさい祭り(下小鹿野)

図書館分室休館日
（中学校）

図書館分室休館日
（中学校）

図書館分室休館日
（中学校）

図書館分室休館日
（中学校）

図書館分室休館日
（中学校）



プレミアム付商品券事業に
かかる各種期間

購入対象者●小鹿野町に住所を有し、次の項目のどちら
かに該当する人
■令和元年度住民税非課税者(課税基準日平成31年１
月１日)
※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保
護被保護者などを除く。
■学齢3歳未満児子育て世帯主
※平成28年4月2日から令和元年9月30日までの間に
生まれた子が属する世帯の世帯主
販売単位●1セット5,000円分(500円券×10枚)を
4,000円で販売
購入限度
■令和元年度住民税非課税者は、1人あたり5セットまで
■学齢3歳未満児子育て世帯主は、対象児童1人あたり
5セット×対象児童数
※5セット＝25,000円分を20,000円で購入可能

　町では、消費税・地方消費税率10％への引上げに伴う、低所得者や子育て世帯の
消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費喚起や下支えすることを
目的として、プレミアム付商品券事業を実施します。

　町では、消費税・地方消費税率10％への引上げに伴う、低所得者や子育て世帯の
消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費喚起や下支えすることを
目的として、プレミアム付商品券事業を実施します。

小鹿野町プレミアム付
商品券を販売します
小鹿野町プレミアム付
商品券を販売します 　任期満了に伴う参議院議員通常選挙が、７月４日（木）

に公示され、７月２１日（日）投開票の日程で行われます。
　選挙は、政治に参加する大切な機会です。『一票』を無
駄にすることなく、みんな揃って投票しましょう。
【期日前投票】
　投票日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は、
期日前投票をご利用ください。
期間●7月5日（金）～20日（土）
時間●8:30～20:00
場所●小鹿野期日前投票所
　　　（小鹿野町役場・小鹿野庁舎１階）
※入場券は期日前投票に間に合うように発送しますが、
届いていなくても投票は可能です。

みんな揃って
参議院議員通常選挙へ行きましょう！
みんな揃って
参議院議員通常選挙へ行きましょう！

購入方法
■令和元年度住民税非課税者
①令和元年度住民税非課税者の対象となる可能性のあ
る人に、購入引換券交付申請書を郵送します。必要事項
を確認・記入のうえ、返送をお願いします。
②到着した申請書をもとに審査を行い、審査の結果、対
象者となる場合には、購入引換券を郵送します。
③購入引換券と現金をご用意いただき、指定の商品券
購入窓口で商品券を購入します。
④商品券取扱加盟店で使用します。
■学齢3歳未満児子育て世帯主
①対象者には申請書の郵送及び提出並びに審査は実施
せず、購入引換券を郵送します。
②購入引換券と現金をご用意いただき、指定の商品券
購入窓口で商品券を購入します。
③商品券取扱加盟店で使用します。
商品券購入場所●小鹿野庁舎・住民生活課及び両神庁
舎・おもてなし課
商品券取扱加盟店●商品券取扱加盟店一覧表は、購入
引換券を郵送する際に同封いたします。

購入引換券交付申請期間
購入引換券発送期間
商品券販売期間
商品券使用期間

令和元年8月1日(木)～令和2年1月31日(金)
令和元年9月から順次発送 ※商品券取扱加盟店一覧表を同封
令和元年10月1日(火)～令和2年2月28日(金)
令和元年10月1日(火)～令和2年3月10日(火)

プレミアム付商品券
取扱加盟店を
募集します！

プレミアム付商品券
取扱加盟店を
募集します！ 募集期間●7月1日(月)～31日(水)

　小鹿野庁舎・住民生活課と両神庁舎・おもてなし課に備えてある
登録申込書に必要事項を記入のうえ、住民生活課にお申し込みください。 
　また、西秩父商工会に加入している事業者の皆さんには、西秩父商工会を通
じて、登録申込書を配布する予定です。
その他●商品券の換金処理は、委託業者(指定金融機関)で行う予定です。なお、
加盟店登録料、換金手数料等の負担はありません。

問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室☎75-4101

投票日

7月21日日
【選挙公報】
　候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した選挙公報は、
７月の投票日前日までに新聞折込でお届けします。新聞
購読をされていない人で、選挙公報が必要な人は、小鹿
野町選挙管理委員会までご連絡ください。
【開票】
　開票は即日開票で、投票日の21:00から小鹿野文化
センターで行われます。

問合せ●小鹿野町選挙管理委員会事務局
　　　　(小鹿野庁舎・総務課内)☎75-1221
※投票日の7月21日は、6月18日現在の予定となってい
ます。今後予定が変更された場合は、ご容赦ください。

※一部の投票所では、終了時間が早まります。【投票所一覧】

第1投票区
第2投票区
第3投票区
第4投票区
第5投票区
第6投票区
第7投票区
第8投票区
第9投票区
第10投票区
第11投票区
第12投票区
第13投票区
第14投票区
第15投票区
第16投票区
第17投票区
第18投票区
第19投票区
第20投票区
第21投票区

小鹿野総合センター
原町文化会館
伊豆沢集会所
信濃石会館
長若生活改善センター
長留観光農林漁業経営管理所
滝原団地集会所
役場旧三田川出張所
三ケ原集会所
三田川第11区集会所
日尾集会所
長久保生活改善センター
八谷集会所
上郷生活改善センター
両神下薄農民センター
両神農林センター
両神上薄生活改善センター
旧両神小学校出原分教場
両神小森館
両神第12区集会所
両神僻地保健福祉館

7:00～20:00
7:00～20:00
7:00～20:00
7:00～20:00
7:00～20:00
7:00～20:00
7:00～20:00
7:00～20:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～19:00
7:00～18:00
7:00～17:00
7:00～19:00
7:00～18:00
7:00～17:00

小鹿野7区から10区まで及び12-1区の区域
小鹿野11区、12-2区及び13区の区域
小鹿野14-1区から15区の区域
小鹿野1区から6-2区までの区域
長若1区から10区までの区域
長若11区から14区までの区域
三田川1-1区から2区までの区域
三田川3区から5区までの区域
三田川6区から9区までの区域
三田川10区から12区までの区域
倉尾1区、3区の区域
倉尾2区の区域
倉尾4区から6区までの区域
倉尾7区及び8区の区域
両神1区及び2区の区域
両神3区及び4区の区域
両神5区から7区までの区域
両神8区の区域
両神9区から11区までの区域
両神12区の区域
両神13区の区域

投票区名   　　投票所名 　　　　　　　  投票時間 　　　　　　　投票区の区域
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旧「バイクの森おがの」利用者決定旧「バイクの森おがの」利用者決定
　旧「バイクの森おがの」利活用事業について、応募者審
査を実施した結果、次の者が旧「バイクの森おがの」利用
者に決定しました。
事業者名●秩父フォーラム（梁山泊グループ）
所在地●横瀬町大字横瀬1337番地

参加資格
①健康に自信のある人
②ハーフマラソンの部参加者は、2時間30分以内で走
れる力のある人(15km地点(飯田橋)において、スタート
から1時間50分経過した場合は打ち切ります。)
③10kmの部参加者は、60分以内で走れる力のある人
④親子の部は、親子2人1組で参加すること(子どもは小
学生以下)
⑤一般女子10kmの部への高校生女子の参加は可能
(参加費は一般の部の料金)
費用
【一般・シニア男子の部】2,000円
【高校の部・親子の部】1,000円
【小・中学生の部】500円
※小鹿野町内の小・中学生及び高校生は無料
申込方法＆申込期限
①郵便振込及び窓口受付●8月21日(水)まで
②ネットエントリー●8月30日(金)まで
http://www.sportsentry.ne.jp又は
http://runnet.jp/
※小鹿野町内の小・中学生及び高校生は、小鹿野文化セ
ンター窓口にお申し込みください。

　町では、今年度も川越市と合角ダムを通して「水の大
切さ」を知っていただくとともに、上下流相互の理解を
深めるため交流事業を実施します。
　たくさんの応募をお待ちしています。
日時●8月31日(土)9:40～15:30(予定)
場所●合角ダム及び周辺
定員●町内在住の小学3年生から6年生までの児童と
保護者(1人)　20組40人
集合●小鹿野町役場・小鹿野庁舎
※小鹿野庁舎から合角ダムまでバスで送迎します。

費用●無料
内容●合角
ダム本体(内
部)の見学、
レクリエー
ション、魚のつかみ取り
※都合により内容を変更する場合があります。
申込＆問合せ●申込書は各学校を通じて配布しますの
で、必要事項を記入して両神庁舎・建設課までお申し込
みください。両神庁舎・建設課☎79-1204

10月20日日
雨天決行
10月20日日
雨天決行

事業の概要●貸し会議室事業、レンタルスペース事業
問合せ●小鹿野庁舎・総務課 まちづくり推進室
　　　　☎26-6581

役場庁舎建設基本構想策定
町民ワークショップ参加者募集
役場庁舎建設基本構想策定
町民ワークショップ参加者募集
　町では、町内の各種団体代表者、識見を有す
る人、公募による委員からなる小鹿野町役場庁
舎検討委員会や町政懇談会、役場庁舎整備に
関する住民説明会を通して役場庁舎の整備に
ついて検討を進めてまいりました。
　こうした検討を踏まえ、現在、役場庁舎建設
委員会において役場庁舎建設基本構想※1の策
定を進めているところです。
　今後は、さらに、町民主体のワークショップ※2

を開催し、皆さんのご意見やアイディアを役場庁舎建設
基本構想に反映してまいります。
　なお、子育て世代の人にも参加しやすいようお子さん
を預かる「一時保育室」を開設しますので、奮ってご参加
ください。
メインテーマ●「利用しやすく小鹿野町らしい庁舎」
　メインテーマの「利用しやすく小鹿野町らしい庁舎」と
は何かについて、町で設定した個別テーマ(3つ)や意見
交換の中で参加者が設定したテーマに沿ってワーク
ショップを行います。
テーマ①　役場庁舎に求める機能及びサービスやあっ
たらいいと思うもの
テーマ②　公共施設の中心である役場に複合化・集約
化すべきもの
テーマ③　小鹿野町らしい庁舎とは何か
テーマ④　参加者が設定したテーマ(複数可)
内容
■全体会議(参加者全員)
①小鹿野町役場庁舎の現状と課題
②先進事例紹介
■グループ討議(グループに分かれて)
①個別テーマについて意見交換
日時●7月20日(土)  、8月3日(土) 
いずれも13:30～16:30
場所●小鹿野庁舎・第1会議室

募集人員●5人(応募多数の場合は、抽選により決定しま
す。)なお、参加者については、各世代、性別、職業など幅
広く求める必要があるため、公募による参加のほか、
様々なカテゴリーの団体などからの推薦者を含め、ワー
クショップを行います。
応募資格●役場庁舎整備に関心がある町民で、全2回
継続して参加いただける人
※町民とは、町内在住、在勤、在学している人をいいま
す。
※ワークショップ参加に伴う報酬・旅費などの支給はあ
りません。
募集期間●７月１日(月)～10日(水)
申込＆問合せ●参加申込書に必要事項を記入のうえ、持
参・郵送・ＦＡＸ・メールのいずれかの方法で提出してくだ
さい。なお、参加申込書は返却しません。
※参加申込書は、小鹿野庁舎・総務課 まちづくり推進室
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。
小鹿野庁舎・総務課 まちづくり推進室　
☎26-6581 　FAX75-2819
メール　somu@town.ogano.lg.jp

※1　役場庁舎建設基本構想とは、町が目指す庁舎像を明らかにして、
新庁舎建設の指針となる基本的な考え方を示すもので、今後の「基本
設計・実施設計」において、より詳細な検討・設計を行う際の指針となる
ものです。
※2　ワークショップとは、参加者全員がお互いに教えあったり、学び
あったり、意見交換をしたりしながら、話し合う方法のことです。

第49回
小鹿野ロードレース大会  
参加者募集

第49回
小鹿野ロードレース大会  
参加者募集

※ハーフマラソンの部は定員600人になり次第締め切
ります。
※50歳以上の男性はシニアの部へ登録されます。
問合せ●小鹿野ロードレース大会事務局☎75-0063
(小鹿野文化センター・社会教育課内)

種目・距離
ハーフマラソンの部

中学生女子の部
中学生男子の部
5kmの部

10kmの部

小学生男子の部
小学生女子の部
親子(2人1組)の部

21.0975km(一般男子／
シニア男子／一般女子)
3km
3km
(一般男子／シニア男子／
一般女子／高校女子)
(一般男子／シニア男子／
高校男子／一般女子)
1km
1km
1km

※このロードレース大会は「スポーツ振興くじ
(toto)」の助成を受けて開催しています。
日本スポーツ振興センターHP 
http://www.jpnsport.go.jp

いのちの水を訪ねる
上下流交流事業参加者募集
いのちの水を訪ねる
上下流交流事業参加者募集
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　聴覚や音声、言語機能に障がいのある人の社会参
加を支援する手話奉仕員の養成講座を開催します。
日時●8月28日(水)～12月9日(月)のおおむね毎週
月・水曜日　13:30～15:30(全25回)
場所●秩父市歴史文化伝承館ほか
定員●40人
対象●秩父郡市内に居住又は通勤・通学する中学生
以上で、手話奉仕員養成研修入門編に相当する講座
を修了した人
費用●受講費用は無料、ただしテキストをお持ちで
ない人はテキスト代3,240円のみ個人負担
内容●手話での会話をするための手話文法や聴覚
障害者の理解などを学びます。
※前年度までに開催した「手話奉仕員養成研修　入
門編」も修了していることで、手話奉仕員養成研修
の全課程を修了することになります。
申込＆問合せ●8月5日(月)までに
お申し込みください。
保健福祉センター・福祉課
☎75-4109　FAX75-4710

職種
①消防職　6人程度　　②一般事務職　3人程度
③技術職(土木、電気、機械)　3人程度
※技術職は、民間等職務経験者の募集も行います。
■第１次試験
期日●９月２２日(日)　　場所●秩父消防本部
※第1次試験合格者は第2次試験を行います。
実施要項・申込書の配布場所
①秩父消防本部総務課、各消防分署
②及び③秩父広域市町村圏組合事務局管理課(秩父ク
リーンセンター内)、秩父広域市町村圏組合水道局経営
企画課(別所浄水場内)、各水道事務所
※いずれも、郵送による請求及びHPからのダウンロード
も可能です。

受付期間●7月25日(木)～8月16日(金)
提出先
①秩父消防本部総務課
②及び③秩父広域市町村圏組合管理課
※①消防職は本人持参に限ります。②③は郵送可(期間
内必着)。持参の場合は土・日曜日、祝日を除く。
問合せ●①秩父消防本部総務課☎21-0120
②及び③秩父広域市町村圏組合管理課☎23-2242
http://www.c-kouiki.jp/

試験日及び内容
【第１次試験】9月22日(日)／教養試験、適性検査
【第２次試験】10月下旬～11月上旬(予定)／作文試験及
び面接試験
試験場所●小鹿野町役場・小鹿野庁舎
採用予定時期●令和2年4月1日

応募書類配布●7月1日(月)～
受付期間●7月12日(金)～31日(水)8:30～17:15
　　　　　(土・日・祝日は除く。)
※郵送の場合は、7月31日(水)の消印まで有効
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

町職員を募集します町職員を募集します 秩父広域市町村圏組合職員募集(令和2年度採用)秩父広域市町村圏組合職員募集(令和2年度採用)

手話で障がい者を支援する仲間を募集します

「手話奉仕員養成研修　
　　　　　　 基礎編」

手話で障がい者を支援する仲間を募集します

「手話奉仕員養成研修　
　　　　　　 基礎編」 仕事内容

①フロント係（受付清算、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
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
　　　　　　  （8：00～13：00、15：00～17：00等）
※勤務時間についてはご相談ください。
募集人員●パート、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

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

ようこそ小鹿野町へ！ようこそ小鹿野町へ！

－ずばり、お2人の出会いを教えてください。
　約10年前、当時、夫が働いていた会社の日吉支店
に、私がパートで入って知り合いました。そこから間も
なく付き合い始め、2年後に結婚しました。
ー沢田隊員が移住を考え始めた時は、どう思われまし
たか。
　地方に貢献したいという気持ちは前からあったみ
たいで、本人がやりたいことをやってほしいし、賛成で
した。いつかは猫ちゃんを飼えるような場所に引っ越
しをしたいねとも話していたので。当時は、責任ある
立場で働いていて体調を崩したりと心配だったので、
「やっと辞めてくれる」という気持ちの方が強かったか
な。お給料は減るけど私たちだけだったら暮らしてい
けると思いました。
ー実際、小鹿野に暮らしてみて、いかがですか。
　最初は、山が近くて静かだなという印象でした。今
は「住めば都」だと感じています。仕事は、両神の薬師
の湯でしばらくお世話になった後、現在はダリア園の
作業に専念しています。虫が苦手なので確認しながら
作業しています（笑）。ダリア園にはもっと多くの人が
訪れてほしいし、最終的には支援がなくてもやってい
ける園になってほしい。

ー公私ともに朋輝さんを支えている印象ですが、由利子
さんご自身は、小鹿野町でやりたいことなどありますか。
　実はいま、アロマのインストラクター取得を目指し
ていて、講座受講のため飯能まで通っています。引っ
越したばかりの時に、おがのゲストハウスで加藤優子
さんの味噌づくり体験に参加して楽しかったので、自
分も身近な人たちに、クラフトとかハンドマッサージ
とか、癒しを感じてもらえることを提供したいと思うよ
うになりました。

　ご主人に付き添って移住した由利子さんが、環境
に馴染んで、自分のやりたいことに向けて頑張ってい
らっしゃると知り、嬉しくなりました。
　小鹿野町に移住する理由はそれぞれです。理由や
きっかけはともあれ、この町で暮らすことになった全
ての方が、楽しく自分らしく過ごせるためにはどうした
らよいのか。色んな立場の人が集まってそんなことを
話し合える場があったらいいですね。

問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238

沢田朋輝さんと奥様の由利子さん

地域おこし協力隊　本 奈代子

　小鹿野町の秋といえば、両神山麓花の郷「ダリア園」。そのダリア園
に昨年4月より従事する地域おこし協力隊員・沢田朋輝さんの活躍は、
ご存知の方も多いかと思います。沢田隊員は、着任前は転勤族として、
神奈川の大和市、埼玉の鶴ヶ島市、栃木の足利市、小山市、と転々とし
ていたそうです。今回は、彼を温かく支える奥様、由利子さんへのイン
タビューです。由利子さんは、私より2カ月前に移住した先輩でもあり、
当初からずっとお世話になっています。

第8回 沢田協力隊員の奥様へのインタビュー

募集職種

一般事務

一般事務
（障害者）

保育士・
幼稚園教諭

管理栄養士

4人程度

若干名

１人

採用予定人員 受験資格
・平成２年４月２日以降に生まれた人
・学校教育法による大学、短期大学（専門学校等で就学２年以上
を含む）、高等学校を卒業した人、又は令和２年３月までに卒業
する見込みの人
・平成２年４月２日以降に生まれた人で障害者手帳をお持ちの人
・学校教育法による大学、短期大学（専門学校等で就学２年以上
を含む）、高等学校を卒業した人、又は令和２年３月までに卒業す
る見込みの人
・昭和58年４月２日以降に生まれた人
・保育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を有する人、又は令和
２年３月までに同資格を取得見込みの人

・昭和５8年４月２日以降に生まれた人
・管理栄養士の免許を有する人、又は令和２年３月までに同資格
を取得する見込みの人

日本国籍を有し、地方
公務員法第１６条に規
定する欠格条項に該当
しない人
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　梅雨明けが近づき、いよい
よ夏本番の季節を迎えますが、
去年のような猛暑にならない
ことを願っています。
　さて、去る６月２日（日）に愛
知県尾張旭市で開催された
第７０回全国植樹祭に参加す
る機会をいただきました。当日
の記念式典は、今上天皇皇
后両陛下ご臨席のもと、厳粛

な雰囲気の中、大勢の方が参加され盛大に挙行され
ました。
　この式典の表彰の中で、小鹿野町三山の新井清様
が公益社団法人国土緑化推進機構会長賞（感謝状）
を受賞され、当日、新井様もご出席いただきました。新
井様は三山久月の光西寺周辺にシダレザクラを植栽し
「しだれ桜の里」を整備するとともに、長い間、林業に
従事し平成13年の埼玉県立武道館建設工事に材木
を供給したり、小鹿野町町有林約１００ヘクタールの保
育作業等にもご協力いただきました。これら長年にわた
る緑化活動や林業振興の功績が認められ今回の表彰
となりました。誠におめでとうございました。
　今回、全国植樹祭に参加する中で、改めて森林、林
業について考えました。
　森林は、水源の涵養や土砂災害の防止、大気の浄
化などの公益的機能をはじめ、木材等を供給する経済
的機能も有していると存じます。

　今、一番問題なのが経済的機能面の林業であると
思います。林業は戦後の住宅建設等の需要により地
域経済を支える産業として成長して参りましたが、外国
からの安い輸入材に押され国産材の需要が減ったこと
などから衰退しているのが現状です。戦後に植林した
人工林の多くが、伐採期を迎えていますが木材価格の
低迷などにより、なかなか手が入らない状況です。
　このような中、国では「森林経営管理法」や「森林環
境税及び森林環境譲与税に関する法律」を制定し、市
町村が森林経営に関与して森林所有者や林業経営者
と連携して森林整備を進めることとなりました。
　現在、小鹿野町をはじめとする秩父地域１市４町な
どで構成する秩父地域森林林業活性化協議会（会
長・秩父市長）では、この森林経営管理法の施行に合
わせ「集約化分科会」を４月1日から設置し、２名の「集
約化推進員」を配属し、新たな森林管理システムを実
施していく体制を整えました。
　また、森林環境譲与税の使途として、小鹿野町のよ
うな山間部の市町村では森林経営管理制度に基づく
人工林の森林整備や担い手の確保などが求められて
います。一方、都市部の市区町では、森林整備を支え
る木材利用や普及啓発等の取り組みが期待されます。
　そこで、秩父地域森林林業活性化協議会では、荒
川下流域の市区町に荒川上流域（秩父地域）の森林
整備・木材利用等に森林環境譲与税を活用していただ
くよう積極的な働きかけを始めています。

小鹿野町長　森 真太郎

全国植樹祭に参加し森林の大切さを学ぶ
こんにちは。
町長です。

町長の見て・聞いて・話して
　第１６回の事業所訪問は、５月１４日に株式会社トウ・プラ
スを訪問し、浅賀隆之常務取締役にお話を伺いました。
　株式会社トウ・プラスは、昭和３４年（１９５９年）、初代が秩
父地域で初のプラスチックを主に扱う会社として、秩父市
で創業しました。プラスチックの成形に付加価値をつけた
塗装技術と蒸着の基幹技術を有する、プラスチック製品の
加工を行う企業です。国内は小鹿野工場を含む６拠点、海
外は２拠点の事業所があります。
　案内していただいた小鹿野工場は、プラスチックの成形
ラインが整備されており、女性社員により手際よく作業さ
れておりました。出来上がった製品は寺尾工場、荒川工場
で塗装・蒸着加工が施されます。
　射出成形機、塗装ライン、真空蒸着機、金属切削機を自
社で所有し、社内完結の一貫した生産が可能で、レーザー
マーキングや印刷など、外観加飾においての二次加工設
備や測定評価機器なども多数完備され充実しておりまし
た。

　平成１４年（２００
２年）、同社の蒸着
技術で携帯電話
の表面を鏡面仕
立て処理に成功
したことは、世界
初の全面蒸着と
して認められた瞬
間となりました。
　プラスチック成
形加工技術の追
求と付加価値の
応用技術の確立
のために常に努

町長の
まち ひとしごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.16 ～

「株式会社トウ・プラス」
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。

力を惜しまない姿勢、さ
らに信頼、技術、実績の
蓄積が調和された企業
だからこそ、創業から60
年という長きに亘り引き
継がれてきた証である
と感じました。
わが社の主力製品
　蒸着・塗装・樹脂成形・金属加工など幅広い加工技術を
用いて、携帯電話・デジタルカメラ・携帯ゲ－ム機などの外
観加飾を施し、お客様のニ－ズに合った個性的で意匠性の
高い製品を提供しております。
　また、海外拠点では大型量産にも対応可能なキャパシ
ティを有し、グロ－バルな対応を行っております。
ここに自信あり
　当社は、金型の設計から成形・塗装・蒸着・金属加工・二
次加工・出荷まで社内完結の一貫生産を行っております。
社内で製品のコーディネートをすることで工程上の無駄を
省き、低コスト・短納期・高品質を実現しております。プラス
チックと金属、それぞれの特性を生かしたデザイン性に富
んだ加飾の提案をしております。
　また、当社は世界を代表するメーカーよりOfficia l 
Supplierの認定を受けており、各社の厳しい品質基準に
も合格する、優れた加工製品の提供が可能です。

女性社員による検査作業

浅賀常務取締役（左）

代 表 者

従業員数
創 業
所 在 地

電 話

代表取締役社長　浅賀基久
常務取締役　　　浅賀隆之
90名（国内拠点）
１９５９年
本社：秩父市桜木町3-17
小鹿野工場：小鹿野町下小鹿野1103-1
０４９４-７５-０７００（小鹿野工場）

会社概要

生産工程の説明を受ける森町長

町長と語る『まちづくり座談会』開催希望団体等を募集します町長と語る『まちづくり座談会』開催希望団体等を募集します
　町では、町内で活動する団体やグループ、行政区等（以
下「団体等」といいます。）がそれぞれ抱える課題や問題に
ついて、町長と意見交換を行う「まちづくり座談会」事業
を開始します。
　この「まちづくり座談会」は、町長が皆さんのもとへ出
向き、対話による協働を推進するとともに、今後のまちづ
くりに皆さんの声を反映させ、町政の推進をより一層図
ることを目的に行います。
　日頃から皆さんが考えていること、感じていることなど
について、町長と語り合ってみませんか。
対象 町内で活動している概ね5人以上の参加が見込ま
れる団体等
申込 座談会開催を希望する団体等の代表者は、申込書

に必要事項を記入のうえ、小鹿野庁舎・総務課へ持参、郵
送又はＦＡＸでお申し込みください。なお、申込書は下記
施設の窓口に置いてあります。また、町ホームページから
もダウンロードできます。※日程については、変更をお願
いする場合がありますのでご了承ください。

設置施設
小鹿野庁舎・総務課　　　 両神庁舎・おもてなし課
小鹿野文化センター　　　 保健福祉センター
国保町立小鹿野中央病院　 両神ふるさと総合会館
町ホームページ
町政情報 ＞ 広聴・広報・統計 ＞ まちづくり座談会

問合せ 小鹿野庁舎・総務課
　　　　☎75-1221　FAX75-2819

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

8 広報 おがの　7月号 9広報 おがの　7月号



VOL.1

秩父ミューズパークスポーツの森
プール利用カードを発行します
秩父ミューズパークスポーツの森
プール利用カードを発行します

　今年も、町民の皆さんに秩父市民と同額の低料金で利用できる「プール利用カード」を発行します。
　秩父ミューズパークスポーツの森プールの利用を希望される人は、「プール利用カード」を1枚
2,000円で購入してください。カードは1枚につき、ご家族6人まで利用できます。
※このカードを購入できるのは、小鹿野町に住所のある人に限ります。

　固定資産税は、毎年１月１日（基準日）の所有者に対し
て、その年の４月１日から始まる年度分として課税されま
す。（１月２日以降に所有権を移転したり、家屋を取り壊し
ても、１月１日現在の所有者に1年度分（全額）課税されま
す。）
　固定資産税に関する次のことについて、ご理解とご協
力をお願いします。
【家屋調査】
　家屋（住宅・店舗・工場・倉庫・車庫・物置など）の適正な
固定資産税の課税を行うため、算出基礎となる家屋調査
を行っています。家屋調査が済んでいない家屋を所有し
ている人は、税務課までご連絡をお願いします。
【家屋を取り壊したとき】
　家屋を取り壊したときは、取り壊した日の翌年の新年
度から課税されなくなります。取り壊しを行った場合は、
速やかに税務課までご連絡をお願いします。

Let‘s Try ボルダリング～クライミングによるまちおこし～Let‘s Try ボルダリング～クライミングによるまちおこし～ 税務課より
固定資産税に関するお知らせ
税務課より
固定資産税に関するお知らせ

ボルダリング施設に改修予定の「神怡舘」

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

学生団体の宿泊誘客に取り組んで参ります

　来る7月30日、東京都江戸川区内の区立中学校
（生徒、先生で約110名様）が弊社東京第1教育旅行
支店の取扱いで、小鹿野町内を訪れます。
　学校行事としての林間学校で、1泊目は町内の宿
泊施設に宿泊し、2泊目は秩父エリアでの民泊（民泊
は秩父地域おもてなし観光公社手配）を実施します。
　今までにも、部活単位での合宿という形態で、町
内に宿泊したケースはありましたが、学校行事の一
環として学年全体での宿泊というのは、これまであ
まりなく、今年度は4月実施の東京都内の私立中学
校オリエンテーション合宿（新入生対象）に続き、2例
目となります。
　私は、この学生団体誘客が、地域おこし企業人とし
ての私のミッションであります「町の観光振興を図り
ながら交流人口の拡大を実現する」ために、最も有
効な手段の一つと捉えております。そのメリットとし
て、
•一団体あたりの人数が多い。
•実施内容が好評であれば、継続し安定的である。
•学校の先生同士の横のつながり（口コミ・他校で
の実施を本校でも）で、拡大が見込める。
•混み合う週末ではなく平日の実施が多く、個人客
とバッティングしない（＝宿泊施設の取り合いや観光
場所でかち合うことが少ない）。

といった事が挙げられます。大勢が宿泊する事によ
り、町がめざす「エリア外からの外貨獲得」にも有効
です。
　繰り返し述べますが、外貨獲得だけが観光客誘客
の目的ではありません。現在、「腰の根上区の環境を
守る会」様や産業振興課の協力を得ながら、休耕田
を活用した学生団体田植え体験を計画しています。
会の方からは「いくばくかのお金が落ちるだけでは
なく、若者が町を訪れるのは活気があって、町民の
喜びにもなるので協力しましょう」という本当に有難
いご意見をいただきました。
　今まで他地域で実施している学校行事の行き先
を、小鹿野町へと変更するのは簡単な事ではありま
せんが、東京・神奈川の学校へ弊社近畿日本ツーリ
スト首都圏の社員が営業活動していきます。
　観光客誘客のためには、まずは観光地としての充
分な整備をし、インフラを整える事が先で情報発信
はその後で十分、とする意見もあります。一理あるも
のの、実態に合わない面もあり、それでは観光客を
呼べるのはいつになるのか？私は誘客活動とインフ
ラ整備（＝住んで良し訪れて良しの町づくり）を平行
して進めていくのが現実的と考えます。

　みなさん、スポーツクライミングをご存知でしょうか？
最近テレビのスポーツニュースでも頻繁に取り上げられ
るようになってきました。この競技は、いわゆる岩登りを
屋内の特設ステージで競うものです。小鹿野町で岩登り
といえば、かつて「岩茸採り」がありました。これをイメー
ジしていただければと思います。
　では、なぜ、小鹿野町で「クライミング（ボルダリング）」

なのか？その
答えは、そこ
に山があるか
らです。町に
は、日本百名
山の両神山や
埼玉の名峰二
子山などがあ

り、年間を通じて多くの登山客
が 訪れています。
　この方たちをもてなすととも
に、近年愛好家が60万人とも言
われているこの競技を通じて、
町への交流人口を増加させ賑
わいを創出させるとともに、町民の健康増進の一助にな
ればと思いこの取り組みに着手しました。
　最初はちょっと手を出しにくい感じがあるかもしれませ
んが、始めるのは簡単です。現在、毎週月曜日の夜に両神
体育館で練習会を行っています。ぜひ、参加して楽しさを
感じてみてください。
　次号では、クライミングの基本の話をしてみたいと思
います。　　　　　　　　　　　　　　　
問合せ●小鹿野庁舎・総務課 まちづくり推進室
　　　　☎26-6581

　なお、住宅用敷地として利用されている土地は、住宅
用地の特例により税負担が軽減されているため、住宅を
取り壊した場合、特例対象外となり、税額が上昇する場合
があります。
【土地の地目変更】
　土地の固定資産税は、毎年１月１日現在の土地の利用
状況（課税地目）により課税します。現在の課税地目と異
なる利用状況に変更した場合は、速やかに税務課までご
連絡をお願いします。
　なお、農地を農地以外の地目に変更する場合には、農
業委員会へ農地転用許可を申請する必要があります。詳
しくは、農業委員会(両神庁舎・産業振興課☎79-1101)
までご連絡ください。
問合せ●小鹿野庁舎・税務課(固定資産税担当)
　　　　☎75-4124

■利用方法
　このカードをプールのチケット販売窓口で提示し、入場
券を受け取ります。プールの営業期間中は何度でも無料
で利用できます。
　また、プール駐車場の利用料金(普通車1台500円)も、
カードを提示することにより、プールの営業期間中は無
料で利用できます。このほかプールでのレンタル器具等
の利用料金も割引されます。

■カードの申込み
申込みに必要なもの
①プール利用カード発行申込書
※このページ裏(12ページ)にある「プール利用カード発
行申込書」に必要事項を記入してください。
②身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証など)
③購入金額2,000円※おつりの無いようにご用意ください
受付期間●7月1日(月)～8月25日(日)
受付時間●8:30～17:15
受付場所●【平日】小鹿野庁舎・総務課、両神庁舎・おもて
なし課　【土・日・祝】小鹿野庁舎窓口、両神庁舎窓口

■スポーツの森プール内レンタル器具
営業期間●7月13日(土）～9月1日(日)

問合せ●シンコースポーツ株式会社☎22-9284

パラソルセット
（１日）

割引後
の料金 1,000円 500円 500円

ドーナツフロート
（２時間）

ゴムボート
（２時間）

プール利用カードによる割引一覧 注意事項
■秩父ミューズパークスポーツの森プール窓
口でのカードの発行は行っていませんので、
事前にカードを購入してください。
■過年度のカードは使用できません。
■発行したカードを紛失された場合、再発行
はできませんので、大切に保管してください。

問合せ●両神庁舎・おもてなし課☎79-1122

  プール営業期間
7月13日土
　　　～9月1日日
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　ヘルプカードは、障害のある人や援助を必要としてい
る人などが、災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲
に自己の障害などの理解や援助を求めるためのもので
す。
　カードには、本人の氏名や住所、緊急連絡先や必要な
援助内容などの記載ができ、必要なときに周囲の人へ提
示をすることで、適切な援助や配慮が得られやすくなりま
す。
申請方法●ヘルプカード交付(再交付)申請書に必要事項
を明記のうえ、保健福祉センター・福祉課へ提出してくだ

町が発令する避難情報が変わります町が発令する避難情報が変わります

ヘルプカードを配付していますヘルプカードを配付しています

事前の確認や相談を忘れずに
土砂等による土地の埋立て、盛土及び土砂等の堆積行為
事前の確認や相談を忘れずに
土砂等による土地の埋立て、盛土及び土砂等の堆積行為

　両神薄の法養寺薬師堂には、県指定有形文化財［彫
刻］の「木造日光菩薩・月光菩薩立像」「木造十二神将
立像」計14躯が所在します。これらの仏像は、寄居鉢形
城主の北条氏邦とその家臣団によって天正13年
(1585)から天正14年にかけて奉納されたことが、脚ほ
ぞに遺されている墨書によってわかります。
　これらの仏像は、運慶の流れを汲む京仏師である七
条大仏師宮内卿法印康清ほかによって造られました。
　『新編武蔵風土記稿』の記述によると、江戸時代に修
理や彩色が施されましたが、それ以降は本格的な修理は
されず、そのままの形が保たれてきました。
　近年、部材を接合する膠の劣化や鉄釘・鉄鎹の錆び付
きにより、不安定な状態になっています。像によっては腕・
手先・足先等の部材が脱落し、また失われている部分も
少なくなく、全ての像が本体、台座、光背ともに、表面が土
埃等で著しく汚れており、彩色の剥落が進行しています。
　所有者である法養寺薬師堂奉賛会(辻敏会長)では、

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.15

◆薬師堂諸仏の保存修理と見学会◆

じょうだいぶっしくないきょうほういんこうせい

しち

本年度から、埼玉県並びに小鹿野町から補助を受け、こ
れらの仏像の保存修理を行います。
　6月10日には法養寺薬師堂文化財保存修理委員会が
設立され、これからの修理事業に向けて、地元でも活動
が始まりました。
　同委員会では、多くの皆様にこれら貴重な文化財を見
て知ってもらう機会として、見学会を計画しています。こ
の見学会が終了すると、14躯とも修理のために運び出さ
れてしまい、数年は見ることができなくなってしまいます。
ぜひこの機会にご覧ください。

さい。提出後、その場でヘル
プカードをお渡しします。1人
につき1枚までで費用はかかりません。
※申請書は福祉課に用意してあります。
対象者●次のいずれかに該当する町内在住の人です。
■65歳以上の人
■障害者手帳をお持ちの人
■難病患者、発達障害のある人
■妊産婦　■その他援助等が必要な人
問合せ●保健福祉センター・福祉課☎75-4109

　町では、災害の防止及び良好な生活環境の保全を図る
ことを目的として、「小鹿野町土砂等による土地の埋立て
等の規制に関する条例（以下、埋土条例という。）」を制定
しています。
　埋土条例の規定で、一定の規模を超える場合には、県
又は町の許可が必要となります。
　そのため、農地も含めた土地への土砂堆積等につい
て、許可の適用有無を判断するため、事業主、工事施工
者、及び土地所有者から事前に確認する必要があります。

プール利用カード発行申込書
次のとおり、現金2,000円を添えて、プール利用カードの発行を申し込みます。

No. 利用者氏名 年齢 No.

年齢

住所 小鹿野町

※申込の際に、申込者ご本人の運転免許証、健康保険証等の身分を証明できるものを
　ご持参ください。 ※事務用 No.

電話

1
2
3

4
5
6

年齢利用者氏名

キリトリ

　平成３１年３月に国の避難勧告等に関するガイドラインが改定されたことに伴い、今後町で避難勧告などを
発令する際には、新たに定められた警戒レベルについても合わせて伝達します。

皆さんがとるべき行動 警戒レベル相当の
防災気象情報※３

避難情報／
防災気象情報警戒レベル

警戒レベル５
（市町村が発令）

警戒レベル４
（市町村が発令）

警戒レベル３
（市町村が発令）

警戒レベル２
（気象庁が発表）
警戒レベル１
（気象庁が発表）

すでに災害が発生している状況です。命
を守るための最善の行動をとりましょう。
速やかに避難先へ避難しましょう。
避難場所までの移動が危険と思われる場
合は、近くの安全な場所や、自宅内のより
安全な場所に避難しましょう。
高齢者等の避難に時間を要する人とその
支援者は避難しましょう。
その他の人は避難の準備を整えましょう。
避難に備え、ハザードマップ等により、自ら
の避難行動を確認しましょう。

災害への心構えを高めましょう。

災害発生情報※１

（市町村が発令） 大雨特別警報（土砂災害）

土砂災害警戒情報

大雨警報（土砂災害）

避難勧告
避難指示（緊急）※２
（市町村が発令）

避難準備・
高齢者等避難開始
（市町村が発令）
大雨注意報等
（気象庁が発表）
早期注意情報
（気象庁が発表）

※１　災害発生情報は、市町村において災害が実際に発生していること
を把握した場合に、可能な範囲で発令する避難情報です。３月のガイド
ライン改定の際に、新たに追加されました。
※２　避難指示（緊急）は、地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を
促す場合などに発令します。避難勧告よりも災害発生の切迫度は高い

ですが、必ず発令するものではありません。
※３　町は様々な情報をもとに、避難情報を発令する判断を行いますの
で、必ずしも防災気象情報と同じ警戒レベルの避難情報を発令するわけ
ではありません。

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎７５-１２２１

　事業主、工事施工者及び土地所有者は、必ず事業を行
う前に町へ相談してください。
　町から不適正な埋立て等を無くすようご協力をお願い
します。
問合せ●埋土条例に関すること
小鹿野庁舎・住民生活課(環境衛生担当)☎75-4170
農地に関すること
両神庁舎・産業振興課(農業委員会)☎79-1101

日時●7月28日(日)、
　　　8月10日(土)
時間●11:00～、13:30～
　　　（1日2回）

◆ ◆ ◆ 仏像見学会 ◆ ◆ ◆

ほうじょううじくに

しんぺんむさしふどきこう

にかわ　　　　　　　　　　　　　かすがい

こうはい

はくらく

見
学
風
景

薬師堂諸仏
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　前回は糖尿病の飲み薬につい
て、とっても簡単に解説しました。詳
しくは主治医の先生や薬剤師さん
に聞いて下さい。今回は糖尿病の

注射について説明します。
　糖尿病の注射で皆さんがまず思い浮かべるのがインス
リンでしょう。実はインスリン以外にも糖尿病の注射薬はあ
りますが、今回はインスリンのことだけ説明します。
　インスリン製剤を大まかに分類すると、注射を打ってすぐ
に効きだす即効型と、ゆっくり効く中間型から持続型、それ
らを配合した混合型があります。即効型は注射をしてから
食事を開始する時間が空きすぎると低血糖になりますの
で注意が必要です。中間型から持続型はほぼ1日中効い
ており、１日の血糖値を全体的に下げる働きがあります。混
合型は即効型と中間型を一定の割合で混合しています。
どのインスリンをどのように使うかは、患者さんの病態やラ
イフスタイルなど様々な状況を考慮して医師が選択します。
はじめからインスリンを使わないといけない人もいれば、
飲み薬では血糖の改善が難しくなりインスリン治療となっ
ていく人など様々です。

　注射とい
うと、「痛い
のではない
か」だとか
「自分で打
つのは大
変そう」だといった不安もあるでしょう。しかし実際のインス
リン注射針の太さは0.25mm前後と非常に細いです。
シャーペンの芯が0.5㎜、日本人の普通の髪の毛が0.08
㎜なので細さの想像がつくでしょうか。注射を打つ場所も
比較的痛みを感じにくい下腹や太ももなどです。慣れれば
問題なくご自分で注射できます。
　糖尿病の治療とは、糖尿病の合併症で命を落とすこと
がないよう血糖をコントロールし、糖尿病でも普通の方と
同じ寿命を全うすることが目標です。そのために飲み薬や
注射を使って血糖値を下げていることをご理解いただけ
ると幸いです。
　インスリンを使っている人や、一部の飲み薬の中には低
血糖を起こしやすいものもあります。次回は低血糖につい
て解説していきます。

生活習慣病について⑮　　糖尿病の治療（注射について）
小鹿野中央病院長　内田　望
気 になるつぶやき
内田の

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４３号線道路改良工事
森林管理道中平線舗装工事
町道１０３号線道路改良工事
町営住宅宮田外２団地一部解体工事
町道１３２号線舗装工事
奈倉グラウンドスロープ設置工事
小鹿野文化センター図書室改修工事
森林管理道御岳山２号線（御岳工区）丈量
測量業務委託

福祉課公用車購入事業

水槽付き消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入事業

小鹿野町議会会議録調製印刷製本業務
第２次小鹿野町総合振興計画冊子等作成業務委託
小鹿野町議会だより印刷製本業務

下小鹿野地内
両神小森地内
小鹿野地内
飯田外２地内
小鹿野地内
下小鹿野地内
小鹿野地内

両神小森地内

小鹿野町
保健福祉センター福祉課

小鹿野町総務課

小鹿野町議会事務局
小鹿野町総合政策課
小鹿野町議会事務局

8,424,000円
5,875,200円
6,048,000円
3,083,400円
2,214,000円
1,711,000円
3,056,400円

3,564,000円

1,062,464円

24,145,000円

2,818,800円
637,200円
561,600円

株式会社高橋造園
株式会社両神産業
寿産業株式会社
株式会社山崎工務店
株式会社山崎工務店
有限会社ミヤテック
有限会社戸田工務店
株式会社
千島測量設計

有限会社島田商会

埼玉消防機械
株式会社
株式会社会議録センター
有限会社萩原印刷
有限会社萩原印刷

～令和元年9月30日
～令和元年9月20日
～令和元年9月30日
～令和元年9月30日
～令和元年9月30日
～令和元年9月20日
～令和元年7月26日

～令和元年9月20日

～令和元年7月31日

～令和2年3月13日

～令和2年2月28日
～令和元年7月22日
～令和2年1月31日

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間

▲令和元年5月29日入札分

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

太田　誠 ･ 星　利彦 ･ 沢田 朋輝 ･ 
本　奈代子 ･ 片桐 翔太 ･ 工藤 エレナ ･ 宮本 莉帆

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　　　　　　　　　 みやもと　　りほ

羊山公園芝桜まつり
の会場でダリア園の
ＰＲ活動をさせていた
だきました。（沢田）

路地ST.で出店しま
した！（片桐）

奈倉こどもの日でえ
ごまみそサンドを販
売、本隊員のコーヒー
焙煎ワークショップに
も参加しました。
（太田）

春まつりにて屋台
を曳かせていただ
きました。（星）

移住相談者・見学者が増
えています。住民の方々
に、町の案内や情報収集
等ご協力いただいてお
り、ありがたいです。（本）

  新隊員の紹介
宮本莉帆さん（２4歳）
総合政策課
　5月末に神奈川県横
浜市から小鹿野町に移
住しました！
　観光交流館(旧寿旅館)での移
住相談やイベント実施、小鹿野の
魅力の情報発信を行います。どう
ぞよろしくお願いいたします。

　今回の参加で１４回目となるチャレンジデーの対戦結果は、下記のとおり岩
手県大槌町と対戦し、みごと勝利を収めることができました。
　これからも心身の健康維持のために、日頃の運動を心がけていきましょう。

　今回の参加で１４回目となるチャレンジデーの対戦結果は、下記のとおり岩
手県大槌町と対戦し、みごと勝利を収めることができました。
　これからも心身の健康維持のために、日頃の運動を心がけていきましょう。

※人口は2月1日を基準日と
　しています。

　  小鹿野町
人口／11,685人※

参加率／59.3％
参加者／6,931人

   岩手県大槌町
人口／11,924人※

参加率／57.4％
参加者／6,841人

ＶＳ

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.25VOL.25

チャレンジデー2019対戦結果　5/29チャレンジデー2019対戦結果　5/29
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ちびっこサロン(予約制)ちびっこサロン(予約制)

　令和元年度に公共交通機関を利用して通学する高校生
等の皆さんに、「通学定期券」購入費用の一部を補助して
います。
　対象となる交通機関は、小鹿野町営バス、西武観光バ
ス(株)、秩父鉄道(株)及び西武鉄道(株)等が運行する各路
線です。
※高校生等とは、高等学校生、中学校卒専門学校生及び5
年制の高等専門学校生であって学年が3年生までの人。
対象●町内に住所がある高校生等又は県立小鹿野高校
に通う生徒で、同種の補助制度がない市町村に住所のあ
る人
補助金額●通学定期券購入費の半額(100円未満切捨
て)とし、月額3,000円を限度とします。

ご活用ください
高校生等通学定期券購入費補助制度
ご活用ください
高校生等通学定期券購入費補助制度
ご活用ください
高校生等通学定期券購入費補助制度
ご活用ください
高校生等通学定期券購入費補助制度

　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●7月2日(火)、8月6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、おやつタイム、
個別相談（保育士・保健師）
対象●1歳6か月以上で3歳まで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。

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●8月5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●8月1日(木)までにお申し込みください。

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
■7月5日(金) 
　長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞☎26-5585
■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＊平成30年度生まれのサークルを開始します。
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 ７/１０㊌  １０：００～１１：３０

７/２５㊍  １０：００～１１：３０親子のびのび体操
健康運動指導士：上野雅也

対象●１歳半以上のお子さんと保護者
親子で楽しく体を動かせる遊びを紹介します。

７/３１㊌  9：5０～１2：0０七夕夏まつり
参加費:３００円

対象●０歳～３歳までのお子さんと保護者　２５組
親子で七夕と夏まつりの催し物を楽しみましょう。【持ち物】レジ袋、水筒、おしぼり手拭き等

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）

７/２４㊌  9：30～16：00子育て相談（面接）

事業のある日 ９：3０～１６：００絵本の貸し出し

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 ７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。

土曜一日開放 7/６、１３、２０、２７　
９：００～１６：００

対象●0歳～小学生までのお子さんと保護者
庭やお部屋で小学生まで遊べます。保護者の人は、危なくないようにお互いに注意を
払って遊びましょう。小学生のお子さんだけの利用は、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 ７/１１㊍　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。

手作りボランティア ７/１０㊌　１３：００～１６：００
対象●性別・年齢を問わず多世代の皆さん
小さいお子さんが遊べるおもちゃや七夕飾り、環境整備のお手伝いをお願いします。募
集は随時行っています。詳しくは子育て支援センターまで、お問い合わせください。

７/１８㊍  10:00～11:30

対象●０歳からのお子さんと保護者
2日間、色々な七夕飾りを作って笹にかざりましょう。

７/２９㊊　９：３０～１１：３０、
　　　　 １３：００～１６：００
７/３０㊋　９：３０～１１：３０

サーキット遊び

七夕制作

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。

７/１６㊋　１４：３０～１５：１０
１４：１５までにお集まりください。おはなし会

すくすく
（赤ちゃんの部屋）

毎週金曜日
A7/５　B7/１９　C7/２６
１０：００～１１：３０

対象●1歳未満のお子さんと保護者
A計測（保健師） B赤ちゃんとのかかわり方（ひまわり保育園前園長） 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

７/３㊌  ９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

７/２３㊋  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。7月は水遊び。【持ち物】水遊び用パンツ
又はオムツ、着替え、タオル、ビニール袋、水筒

７/１７㊌  １０：００～１１：３０
対象●１歳半以上のお子さんと保護者
自然の中で親子一緒に水遊びを楽しみましょう。【持ち物】水遊び用おむつ又はパンツ、
帽子、着替え、タオル、ビニール袋、水筒　※体温を測ってきてください。

公園で遊ぼう
（みどりの村・
ジャブジャブ池）

７/１２㊎  ９：５０～１２：００
（両神ふるさと総合会館
調理室集合）

対象●離乳食期の赤ちゃんと保護者
離乳食の取り入れ方、作り方などを紹介します。赤ちゃんをおんぶしながら一緒に調理
しましょう。【持ち物】母子手帳、エプロン、三角巾、手拭きタオル、水分補給飲料、おん
ぶひも　※現地集合解散です。

すくすく・離乳食
調理体験
（両神ふるさと総合会館
調理室）参加費：１００円

①７/５㊎、②7/24㊌
１０：００～１１：３０

対象●１歳以上のお子さんと保護者
①じゃがいも堀り＆試食会、②水遊び【共通の持ち物】着替え、タオル、ビニール袋、水筒、
帽子　ほか、①長靴、軍手②水遊び用パンツ又は水遊び用オムツ　※体温を測ってきて
ください。

お庭で遊ぼう
①じゃがいも掘り
②水遊び

※申込期限に注意してください。７月１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

すくすく「赤ちゃんと
ママもお友達に！」貴重
な情報交換の場です。

初めての避難訓練！「防災
頭巾を被ってみました。」

『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

申請●令和元年度分は、令和2年3月31日(火)までに小
鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室に申請してくだ
さい。(土・日・祝日を除く。)
※期日を過ぎると申請できなくなります。
申請の際に必要なもの
■補助金交付申請書兼請求書
■学生証の写し(申請ごとに添付)
■通学定期券の写し(平成31年4月～令和2年3月分)
■領収書又はそれにかわるもの
■印鑑
■補助金の振込先のわかるもの(通帳等)
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課 子育て包括支援室
　　　　☎75-4101

親子のびのび体操

「柔らかい棒の上を

ゆっくり親子で歩き

ます。」

マザーズデー「いつもありがとう」お子さんの手形がカーネーションに。

楽し
いこといっぱいあるよ！
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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。

子育て支援センターの活動



夏休みお助け講座夏休みお助け講座

　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絵
本を1冊プレゼントします｡
日時●7月23日(火)13:00～
場所●児童館(2歳児健診会場)　
※健診児が対象です。

ブックスチャレンジ(2歳児)ブックスチャレンジ(2歳児)

プチ(赤ちゃんから3歳ぐらいまで)
日時●7月16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●7月27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

　2020年より小学校でプログラミング教育が全面実施される
ことに伴い、プログラミング教育のねらいを保護者をはじめ大
人の皆さんに正しく理解していただくための教室です。内容は、
初心者レベルで簡単なゲームを作成しながらプログラミングの
基本を楽しく学べる内容です。
日時●7月29日(月)、30日(火)、31日(水)19:00～21:00　
場所●小鹿野中学校・マルチメディアルーム
講師●葦原良典さん（ICT活用推進員）
対象●一般（小学生、中学生の同伴可）
定員●20組　　費用●なし
締切●7月19日(金)までにお申し込みください。

プログラミング入門教室

日時●7月20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。

楽しいおはなしの会

日時●7月20日(土)、8月1日(木)10:00～11:30
場所●小鹿野文化センター・美術工芸室
講師●黒澤悌治さん　　対象●小学生　　定員●15人
費用●500円(材料代)　　服装●汚れてもよい服装
申込●7月8日(月)から受け付けます。

こども陶芸教室　ひよっこ窯

日時●7月23日(火)、26日(金)、30日(火)、8月2日(金)、6日
(火)　全5回　9:00～12:00
場所●小鹿野文化センター・和室
講師●西秩父将棋クラブの皆さん
対象●小学生　　定員●20人
費用●無料　　持物●筆記用具
申込●7月8日(月)から受け付けます。

こども将棋教室

日時●7月24日(水)、31日(水)11:00～12:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室
講師●豊田紘子さん　　対象●3歳から小学6年生まで
定員●30人　　費用●無料
持物●運動のできる服装、運動靴、タ
オル、飲物
申込●7月8日(月)から受け付けます。

ヒップホップダンス教室
～USAを踊ろう カモン！ベイビー！文化センター！～

日時●7月27日(土)10:00～12:00
場所●小鹿野文化センター・調理実習室
講師●花輪美保さん（染色作家）
内容●Ｔシャツかストールを藍染でデザインします。
対象●小学生以上（小学生は保護者同伴）
定員●20人　
費用●800円（材料代）※ストール希望の場合は、別途費用が
かかります。
持物●エプロン、ゴム手袋、Ｔシャツ(絹かレーヨン60％以上のもの）
申込●7月8日(月)から受け付けます。

藍染体験教室～夏を着る～

日時●7月20日(土)、21日(日)、22日(月)、23日(火)、25日(木)、
26日(金)、27日(土)、29日(月)、30日(火)、31日（水）　全10回
19:00～21:00
場所●小鹿野町武道場
講師●小鹿野町弓道会会員の皆さん
対象●町内在住又は在勤の人（高校生から一般まで）
費用●500円（保険代）
※参加費を添えてお申し込みください。

町民弓道教室

日時●7月25日(木)、8月1日(木)、8日(木)、22日(木)、29日(木)
全5回　14:00～16:00　※1日だけの参加も可
場所●ユニオンエースゴルフクラブ練習場等
講師●小鹿野町ゴルフ連盟の皆さん
対象●小学3年生から中学生まで（左記以外の希望者はお問
い合わせてください。）
費用●無料
内容●クラブ、グローブ、ボール等は準備します。日程後半には
コースでのプレーも考えています。
申込＆問合せ●7月19日(金)までに電話でお申し込みください。
小鹿野町ゴルフ連盟　出浦勲まで☎090-1402-2861

夏季ジュニアゴルフ練習会

日時●8月1日(木)～5日(月)10:00～17:00(入館は16：30まで)
場所●小鹿野総合センター
内容●町内には多くの遺跡があり、1万年以上前から人が住ん
でいました。遺跡から発掘された縄文時代の土器や石器を特
別公開します。
※申込不要です。

小鹿野の縄文土器・石器　夏の特別公開

日時●7月28日(日)19:30～21:00
場所●小鹿野文化センター(集合)、小鹿野中学校グラウンドで
観測
内容●夏の星座や土星の輪を望遠鏡を使って観測します。
講師●社会教育課職員
対象●どなたでもご参加いただけます。※申込不要です。
費用●無料　　
持ち物●懐中電灯、虫除け

夏の星座・天体観測会

　町立図書館では、子どもたちの「夏」を応援するべく「夏休みお助け講座」を開催します。
様々な講座を開催しますので、大勢の参加をお待ちしております。申込みは、町立図書館
(☎79-0150)までご連絡ください。締切りは、各講座初回開催日の3日前までで、定員に
なり次第、締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。

おはなし会おはなし会

町立図書館開館時間延長
　図書館の開館時間を1時間延長します。夜の図書館へ
ぜひ来てください。
日時●7月24日(水)から8月28日(水)までの毎週水曜日
10:00～19:00
視聴覚室開放
　視聴覚室を開放します。学習したり・読書したり暑い夏、
図書館に涼みに来てください。
日時●7月20日(土)から8月31日(土)まで毎日
　　　月曜日　　　　　　 10:00～17:00
　　　火・木曜日～日曜日　10:00～18:00
　　　水曜日　　　　　　 10:00～19:00
場所●町立図書館・視聴覚室
※急な予定等で開放できない場合がありますのでご了
承ください。

図書館サマータイム図書館サマータイム

　自分の読んだ本を絵にしてみよう！！
日時●8月8日(木)、22日(木)14:00～16:00
場所●両神ふるさと総合会館・健康相談室
対象●小学生以上(低学年は保護者同伴)
費用●無料　　定員●10人(申込順)
講師●小鹿野中学校美術科教員　加藤悦子さん
持ち物●筆記用具、絵の具、クレヨン、感想画を描くため
に読んだ本

夏休み感想画教室

　感想文の書き方が分からない、どんな本がいいの？そ
んな質問にお答えします！！
日時●7月20日(土)、8月18日(日)14:00～16:00
場所●両神ふるさと総合会館・研修室Ａ
対象●小学生以上(低学年は保護者同伴)
費用●無料　　定員●10人(申込順)
講師●武井喜美子さん
持ち物●筆記用具、感想文を書くために読んだ本

夏休み感想文教室

　手作りの万華鏡を作ろう！！
日時●7月28日(日)14:00～16:00
場所●両神ふるさと総合会館・研修室Ａ
対象●小学生以上(低学年は保護者同伴)
費用●200円　　定員●10人(申込順)
講師●図書館職員
持ち物●筆記用具、はさみ

万華鏡作成教室

　型染めでオリジナルデザインの小物を作ろう！！
日時●8月9日(金)、23日(金)14:00～16:00
場所●両神ふるさと総合会館・研修室Ｄ
対象●小学生以上(低学年は保護者同伴)
費用●900円　　定員●10人(申込順)
講師●花輪美保さん
持ち物●筆記用具、使わなくなった下敷きやカッター
マット

親子型染め教室

日時●8月21日(水)9:30～12:00
場所●小鹿野文化センター・美術工芸室
講師●小澤幸男さん　　対象●小学5、6年生
定員●10人　　費用●1,000円（材料代）
持物●鉛筆、消しゴム、動きやすい服装
申込●7月8日(月)から受け付けます。

木工教室 DIYこども部！～巣箱型貯金箱を作ろう～
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問合せ●小鹿野町立図書館
　　　　☎79-0150

申込＆問合せ●小鹿野文化センター
　　　　　　　 ☎75-0063

図書館
だより 生涯学習

コーナー



相
談
員

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●7月16日(火)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
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●①7月9日(火)、23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

　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

心身障害者福祉相談
▶問合せ／保健福祉センター・福祉課 ☎75-4109

　障害者手帳の取得方法、障害者手
帳による割引や税の減免、車椅子な
どの補装具、ホームヘルパーなどの
障害福祉サービス、困りごと等に関
する相談に親切にお答えします。
日時●7月30日(火)13:00～15:00
相談員●心身障害者相談員
場所●小鹿野文化センター

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●8月23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●8月21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●7月30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●7月18日(木)13:00～16:00
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●8月21日(水)10:00～12:00
相談員●渡部幸夫さん
　　　　岩田明子さん　
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

7月7日
14日
15日
21日
28日

7月7日
14日
15日
21日
28日

医師会休日診療所(内・小)
熊木町 ☎23-8561

在宅当番医療機関
診療時間／9:00～18:00

小鹿野町 
小鹿野町
阿保町
小鹿野町 
小鹿野町

☎75-2332
☎75-2332
☎22-6329
☎75-2332
☎75-2332

小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）
大谷津医院（内・小）
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

皆野町
桜木町
皆野町
桜木町
和泉町

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

皆野病院
秩父市立病院
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

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

※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

7月6日・20日
13日
27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
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さい。
●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。

もし熱中症かな？と思ったときは…もし熱中症かな？と思ったときは…
①すぐに医療機関へ相談又は救急車を呼びましょう。
②涼しい場所へ移動しましょう。
③衣服を脱がし、体を冷やして体温を下げましょう。
④塩分や水分を補給しましょう。
※おう吐の症状が出ていたり意識がない場合は、むりやり
水分を飲ませることはやめましょう。

　救急車を待っているときも、現場で応急
処置をすることで症状の悪化を防ぐことが
できます。熱中症は、命に関わる危険な症
状です。甘く判断してはいけません。

ご注意
くださ

い‼

室内で
も熱中

症にな
ります

ズバリ‼
ここが重要

広報 おがの 無料相談・医療 無料相談・医療 広報 おがの
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　小鹿野町国際交流協会(原島達明会長)では、4月の小鹿野春ま
つりにおいて、外国人技能実習生と交流会を行いました。
　小鹿野高校ボランティア部の皆さんにもご協力をいただき、ベ
トナム出身の実習生にわかりやすい日本語で春まつりの魅力を
伝え、和やかな交流となりました。
　また、上町の皆さんのご好意により、屋台の
曳き廻しを体験させていただき、「ワッショイ!
ワッショイ!」の掛け声とともに、実習生、高校生
も祭りの楽しさを味わうことができました。

受賞 おめでとうございます受賞 おめでとうございます

祝　百歳
おめでとうございます

祝　百歳
おめでとうございます

包括ケアシステムの

充実・発展のために

ご寄附をいただきました

包括ケアシステムの

充実・発展のために

ご寄附をいただきました

　６月２日に愛知県で開催され
た第７０回全国植樹祭において、
三山の新井　清さんが緑化功
労者　国土緑化推進機構会長
賞(感謝状)を受賞されました。
これは、森林の造成や林業技
術の向上、地域の環境緑化の
推進において、永年にわたり貢
献してきたその功績が認めら

平成３０年度緑化功労者国土緑化推進機構会長賞　新井  清さん（三山）　

猪野ちひろさん
（写真左）

　三田川小学校6年の
猪野ちひろさんが、5月
3日に川口市で開催さ
れた全日本小学生ソフ
トテニス大会埼玉県予
選会に出場し活躍されました。
　猪野さんは、所属する秩父ジュニアSTCの永田　在
さん(写真右：花の木小学校５年)とペアを組み、4位入賞
の成績で全国大会出場を決めました。
　全国大会は、7月25日から28日まで栃木県那須塩原
市で開催されます。お二人のさらなるご活躍を期待し
ています。

5年以上、無事故・無違反の

皆さんを表彰します
5年以上、無事故・無違反の

皆さんを表彰します
受賞資格●西秩父交通安全協会の会員で、10年以上の
運転免許経験を有し、過去5年以上継続して無事故・無
違反の模範運転者
受付期間●7月1日(月)～9月20日(金)
表彰式●10月27日(日)14:00～　小鹿野文化センター
必要書類●優良運転者表彰申請書、無事故・無違反証明
書、交通安全協会会員証
問合せ●西秩父交通安全協会(小鹿野警察署内)　　　
　　　　☎72-7033

落語家 桂 米助さん

講談師 神田松之丞さん が

　　　　　　　　やってくる！

落語家 桂 米助さん

講談師 神田松之丞さん が

　　　　　　　　やってくる！

日時●9月6日(金)19:00～(開場18:30～)
場所●小鹿野文化センター・ホール
出演●桂米助（落語家）・神田松之丞（講談師）
費用●1,500円（全席自由）
申込＆問合せ●詳細については、広報おがの8月号(来
月号)及び町ホームページ等でお知らせします。
小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

れ、今回の受賞となりました。　
　新井さんは、昭和２９年から林業を営み、所有山林を含
む約５０ｈａの植林や木材搬出技術の向上などにご尽力い
ただきました。
　また、平成元年頃から自宅裏山の光西寺周辺に、地域
の皆さん等と約２００本のシダレザクラを植栽し、維持管
理まで行っています。この植栽地は、「しだれ桜の里」とし
て一般開放しており、桜の開花時期には県内外から来る
多くの観光客の目を楽しませています。

逸見  トラさん（両神薄）
大正８年５月７日生

全国大会出場 

おめでとうございます

全国大会出場 

おめでとうございます

春まつり交流会を行いました春まつり交流会を行いました 小鹿野町国際交流協会

第33回小鹿野町民劇場

　平成３０年１０月にお亡くなりになら
れた髙田律埜さんのご遺族様から、故
人の生前の意思を尊重してご寄附を
いただきました。
　町では、いただきました寄附金をご
趣旨にそって包括ケアシステムの充
実・発展のために活用させていただき
ます。ありがとうございました。

　横断歩道は歩行者が優先
です。車両は横断歩道を渡ろ
うとしている歩行者の通行を
妨げないように、一時停止を
しなければなりません。

　信号機のない横断歩道の手前には、「横断歩道」を示
す道路標識や路面標示が設置されています。これらの標
示等が見えたら、歩行者の有無をしっかりと確認しましょ
う。
　横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは、停
止線で一時停止をし、歩行者が渡り終えるのを待ちます。
歩行者が横断歩道の付近にいて、渡ろうとしているのか

否か判断で
きないときも、
停止線で一
時停止をして
歩行者の意
思を確認しま
しょう。
　信号機のない横断歩道付近では常に周りに気を配り、
歩行者がいるときは交通ルールとマナーを守って思いや
りのある運転を心がけましょう。

小鹿野警察署／西秩父交通安全協会

横断歩行者を守りましょう横断歩行者を守りましょう

従六位 受章従六位 受章
故 加藤  武夫さん

　平成31年4月11日にお亡くなりにな
られた前消防団長の加藤武夫さんに従
六位が贈られました。
　加藤さんは、昭和22年7月に消防団
員を拝命されて以来63年の長きに亘
り消防活動に従事されました。
　この間、昭和56年4月に小鹿野町消
防団長を拝命されると、退団された平
成22年3月31日までの29年間、その
経験豊富な消防知識をもって大勢の消
防団員をけん引し、小鹿野町の消防・防
災行政の発展にご尽力いただきました。

ながた 　　 ある

みんなの広場 広報 おがの
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号
☎（
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）1
7
6
1

5月

4月

2日
3日
4日
10日
14日
20日
21日
22日
25日

下小鹿野
両神小森
小鹿野
小鹿野
両神薄
長留
下小鹿野
小鹿野
下小鹿野

小鹿野
４月
２０日 森下 湊翔（大介）

みなと

飯田
下小鹿野

５月
８日
９日

山口 湊士（佳嗣）
黒澤 侑志（健志）

みなと

ゆうし

ご出産おめでとうございます。
《５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。
《5月中の同意書届出・敬称略》

小野 春代（７６)
今井 つね（８８)
茂木 サクヱ（８７)
鶴ヶ谷ちか代（８０)
相馬 時男（８２)
萩原 ゑい（８８)
久保 明功（７８）
廣河原 保（８３）
手島 勝代（７５）

19日 小鹿野髙橋 利安（６４）

祝 悼

長留
加藤宣宏さん・みゆきさん

隼人(はやと)くん

小鹿野
栗原亮介さん・美紗さん

大遥(たいよう)くん

我が家の

天使天使

七
夕

夏
休
み

簡単な手話を覚えましょう【第10回】簡単な手話を覚えましょう【第10回】

　大好評につき増席しました。ぜひ本場所さながらの取組や巡業ならでは
の1日をお見逃しなく。握手会も8時頃から予定しています。ぜひ、ご来場く
ださい。
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Ａ(記念座布団付)13,000円～2階Ａ席6,000円
※チケット残りわずかです。お早めにご購入ください。
※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）

多
比
良
キ
ヨ
子

チケット
絶賛販売中

!!

チケット絶賛販売中‼
JAちちぶ(本店・各支店)、秩父市文化体育センター、矢尾百貨店5階・
矢尾トラベルサロン、秩父観光興業(株)、チケットぴあ、ローソンチケッ
トほかで販売中です。

両手で「七七（７月７日）」を示し、
前方に下ろす。七夕飾りを示す。 親指を人差指に乗せた右手拳

で首筋をあおぐように動かす。
水平に置いた両手を引き寄せ
人差指側をつけ合せる。

夏 休み

夏巡業大相撲『秩父場所』開催夏巡業大相撲『秩父場所』開催 ごみゼロクリーン作戦を実施しましたごみゼロクリーン作戦を実施しました

　5月30日の「ごみゼロの日」の語呂に併せ、5月26日(日)にボ
ランティア活動の一環として、小鹿野町シルバー人材センター
会員及び町職員約180人で、町内幹線道路沿いのごみ拾いを
実施しました。
　当日は、小鹿野町観光大使でタレントの山口良一さんも駆け
つけ、活動前に激励のあいさつをいただきました。
　炎天下のなか、約2時間の活動で回収されたごみの量は、可
燃ごみ210㎏・不燃ごみ300㎏、そのほかタイヤや家電リサイ
クル品など、2ｔトラック1台分のごみを回収しました。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-4170

よく食べる大遥たくさん食べて大きくなってね！

よく食べる大遥たくさん食べて大きくなってね！

元気
いっ

ぱい
！

のび
のび

育っ
てね
♡

元気
いっ

ぱい
！

のび
のび

育っ
てね
♡
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日時●7月23日（火）13:00～13:50
場所●児童館
該当児●【1歳6か月児】平成29年12月～平成30年1月生まれ
【2歳児】平成29年6月～7月生まれ
持ち物●【1歳6か月児】健診母子手帳、健診診査票、子育てア
ンケート　【2歳児】母子手帳、健診診査票

1歳6か月、2歳児健診

日時●7月5日（金）13：00～13：50
場所●児童館
該当児●平成26年4月～7月生まれ
持ち物●母子手帳、健康診査票

5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●①7月10日(水)、24日(水)14:00～15:00
　　　②7月11日(木)、25日(木)19:00～20:00
場所●①児童館　②いきいき館
対象●20歳以上の町民　　内容●筋力トレーニング等
※参加を希望される人は事前に保健課に連絡してください。

■バランスボール教室
　バランスボールの使い方を楽しく学び、日常生活に体を動か
す機会をつくりませんか？
日時●7月19日(金)、26日(金)10：00～11：30
※いずれか1日の参加で、前日までに予約が必要です。
場所●児童館　　対象●20歳以上の町民　　定員●12人　
持ち物●運動のできる服装、タオル、飲み物
◎疾患のある人は、事前に主治医に相談してからお申し込みく
ださい。
■高精度体組成計による測定日(予約制)
日時●7月17日（水）18：00～20：00
場所●いきいき館　　対象●20歳以上の町民　　
定員●10人　　内容●体組成測定、結果説明

ヘルスアップ事業おがの

　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●7月19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
※参加費として100円をいただきます。

『お茶会・交流会』に参加してみませんか？

なくそう！望まない受動喫煙 ～マナーからルールへ～なくそう！望まない受動喫煙 ～マナーからルールへ～
　受動喫煙は、望まない人も、たばこの煙にさらし、深
刻な健康被害をもたらします。国民の8割以上が非喫
煙者です。たばこを吸わない人が咳やたん、息切れな
どが続くようになったり、気管支喘息、慢性気管支炎に
なる原因の一つとも言われています。喫煙は周囲の人
にまで害を及ぼします。
　また、すべてのがんによる死亡のうち、男性で34％、
女性で6％はたばこが原因だと考えられています。そ
の内、肺、口腔・咽頭、喉頭、鼻腔・副鼻腔、食道、胃など
のがんについて、喫煙とがんの因果関係が明らかに
なっています。
　健康増進法の一部を改正する法律が成立し、７月か
ら望まない受動喫煙を防止する取組が始まります。多
くの施設において屋内が原則禁煙になり、20歳未満

熱中症予防 ～クールオアシス～熱中症予防 ～クールオアシス～
　町民の皆さんが気軽に涼みに行ける場所として
「まちのクールオアシス」を設置しました。暑い日は無
理をせず、エアコンや扇風機などを上手に使い、徐々
に暑さに身体を慣らしていきましょう。

大人の風しん予防接種費用への
一部助成について
大人の風しん予防接種費用への
一部助成について
　風しん予防接種費用の一部助成事業を新たに開
始します。※2019年4月1日以降に接種した予防接
種が対象です。
助成対象者●次の(1)(2)のどちらかに該当し、接種
日において町に住民登録のある人で、抗体検査を受
けた結果、抗体価が低いと判明した人(HI法で32倍
未満、EIA法で8.0未満)
(1)妊娠を予定又は希望している16歳以上50歳未
満の女性
(2)妊娠している女性の同居人、及び(1)の同居人
助成金額●次の①②のどちらかで１人1回のみです。
①風しん単抗体ワクチン　　  3,000円
②麻しん風しん混合ワクチン　5,000円
※必要書類や期日をご確認のうえ、保健課へ申請く
ださい。

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●7月9日(火)7:00～9:00
場所●児童館
対象●35歳以上の町民　　定員●50人
費用●900円
■乳がん･子宮頸がん検診
日時●7月9日(火)12:30～14:00
場所●小鹿野文化センター
対象●20歳以上の町民　　定員●50人
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。
※定員に達した場合は、お断りさせていただくことも
ありますので、ご了承ください。
※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け
付けています。)

いきいきおがの健康マイレージ
2019
いきいきおがの健康マイレージ
2019
　特定健診（人間ドック、職場の健診）やがん検診を
受け、さらに健康づくりに取り組むとポイントが加算
されます。一定のポイントが貯まると賞品と交換がで
きますので、ぜひご参加ください。

小鹿野庁舎、観光案内所、小鹿野文化センター、
保健福祉センター、長寿ハウス、いきいき館、子
育て支援センター、両神庁舎、町立図書館(両神
ふるさと総合会館)

Hm4

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●7月9日（火）13：30～15：00
場所●総合ケアセンター巨香の郷　地域交流スペース　
※参加費として100円をいただきます。

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●7月16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

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●7月22日（月）13：30～14：30
場所●いきいき館　　対象●20歳以上の町民　　定員●10人
内容●高精度体組成と骨密度測定、結果説明、簡単な運動の
実技と骨粗鬆症予防食事指導

Hm1

■郷土料理教室
　おいしい炭酸まんじゅうを自分で作って食べてみませんか？
日時●7月26日（金）10:00～12:30
場所●両神ふるさと総合会館3階　調理実習室　　
対象●親子（お子さんは幼稚園の年長年齢以上）
定員●8組(申込順)
内容●炭酸まんじゅう作り　　費用●1人200円（材料代）
持ち物●エプロン、三角巾、タオル
申込●7月23日(火)までに両神公民館☎79-1311又は保健課
☎75-0135へお申し込みください。

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●7月22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●７月９日(火)、23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。

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●①7月4日(木)、18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

の人は喫煙エリア
への立ち入りが禁
止になるなど、マナーからルールへと変わります。施行
は、2020年の全面施行へ向けて段階的に進められる
予定で、まずは今年の7月1日から学校や児童福祉施
設、病院、診療所等において敷地内禁煙となります。
　今回の法改正をきっかけに、タバコの生活を見直し
てみてはいかがですか？小鹿野町立病院ほか、禁煙外
来のある医療機関で相談ができます。
※条件を満たせば、健康保険等を
使って禁煙治療ができます。

※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)
※7月の開放日は、2日、3日、4日、9日、10日、11日、16日、
17日、18日、23日、24日、25日、30日、31日(11日、25日は
運動教室有）

まちのクールオアシスまちのクールオアシス

びくう

※施設によって設置場所や時間に制限があります。

保健・福祉 広報 おがの広報 おがの 保健・福祉
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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。



奈倉こどもの日　
5/19
（下小鹿野）

花しょうぶ園　6/9
(両神国民休養地内)
この日、「花しょうぶまつり」を
開催しました。

6/2(少年の部)
優勝／両神リトルチーム

6/9(一般の部)
優勝／三田川2組チーム

第32回町民インディアカ大会　5/26
優勝／黒沢明子・今井和代・
　　　播磨二三江・加藤昌子チーム

●ウマとのふれあいコーナー
日時　7月14日(日)10:00～15:00
場所　みどりの村　村の広場
費用　無料　※申込不要
●魚のつかみ取り大会
日時　7月28日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　ジャブジャブ池
費用　800円(先着100人位)　
※魚がなくなり次第終了です。
※申込不要、当日ジャブジャブ池へ
お越しください。
①みどりの村夏の山歩き(昆虫を見
つけて観察するぞツアー)
日時　8月4日(日)10:00～12:00
場所　みどりの村　全体
費用　無料　定員　20人(抽選)
締切　7月19日(金)必着
②ハーバリウム教室
日時　8月18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　8月2日(金)必着
※剪定はさみを持参ください。
申込&問合　①②については、往復
はがきにて参加イベント名、参加者
全員の住所、氏名、連絡先と年齢を明
記のうえ、応募してください。
〒368-0101小鹿野町下小鹿野27
みどりの村管理事務所☎75-3441
http://www.midorino-mura.com/

みどりの村イベント

●ふれあいの森「夏まつり」
日時　8月4日(日)10:00～15:00
内容　木工工作(貯金箱等)、電動糸
ノコによる型抜き体験のほか、かき氷、
夏野菜カレー、中津川味噌ころがしな
どの販売。
費用　無料(一部の体験は有料)
※事前申込不要
●渓流散策と滝・魚道巡り
日時　8月11日(日)9:00～15:00
内容　中津川まるごとガイドの案内
により、ふれあいの森学習の森「勘兵
衛の滝」及び体験の森「法印の滝」を
楽しみ、渓流トレッキングをしながら
魚道を巡ります。(木製キーホルダー
をプレゼント)
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　1,000円
締切　8月4日(日)
※このほかのイベントや詳細は、ふ
れあいの森ＨＰをご覧ください。
申込&問合　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

●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。
費用　無料　※申込不要
●夏夜の野生動物観察会
日時　①7月27日(土)、②8月17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)
定員　各10人(申込順)
費用　800円
締切　①7月24日(水)、②8月14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

埼玉県県民の森のイベント

日時　7月25日
(木)10:00～26
日(金)16:00
集合　東京大学
秩父演習林事務
所(秩父市日野
田町1-1-49)
宿泊　川俣学生
宿舎(秩父市大滝)
内容　昼間の昆虫採集、夜間の昆虫
採集(ライトをつけ、集まってくる昆虫
を採集します）。標本の作り方も解説
します。
講師　秩父演習林技術職員・埼玉昆
虫談話会
対象　小学4年生以上(小学生は保
護者同伴)
費用　高校生以上5,000円、中学生
以下3,000円　※材料費、テキスト
料、宿泊費等
定員　15人(抽選)
締切　7月7日(日)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
外への家族等)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公開講座担当
☎22-0272　FAX23-9620
メールchichibu-riyou@uf.a.u-tokyo.ac.jp

東京大学秩父演習林公開講座
「東大の森林で昆虫採集」

①教えて、釣り名人!親子で楽しむ夏
の自然体験キャンプ
『浅瀬釣り・川遊び・ＢＢＱ体験』
日時　7月13日(土)10:30～14日
(日)12:30 (1泊2日)
場所　小鹿野町衛生センター付近集
合、大滝げんきプラザ泊
内容　浅瀬釣り・キャンプファイア・Ｂ
ＢＱ体験
対象　幼児、小・中学生とその家族及
び登校に不安を抱える児童生徒とそ
の家族50人(申込順)
費用　小・中学生3,600円程度、大人
4,100円程度　

②大滝で仲間づくりとわくわく自然
体験!夏休みジュニアキャンプ
大滝チャレンジスクール2019
日時　8月4日(日)13:30～8日(木)
11:30(4泊5日)
場所　大滝げんきプラザほか
内容　ハイキング、ストーンペイン
ティング、ウォーターパニック、キャン
プファイア、フォレストアドベンチャー、
屋外炊事など
対象　小学4年生～中学生50人(抽選)
費用　17,000円程度
申込&問合　①7月1日(月)9:00から
電話でお申し込みください。②はがき
に住所・氏名・電話番号・学校名・学年・
性別を明記のうえ、7月10日(水)まで
(消印有効)に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

イベント

土砂災害・全国防災訓練
6/2
(小鹿野町総合運動公園
駐車場)
倉尾地区の世帯を対象
に避難訓練を行いました。

第50回町民ソフトボール大会
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小鹿野

フォトニュース
小鹿野

フォトニュース 情報版
情報版 広報 おがの



①業務に活かすドローン（基礎）
②介護職員向けExcel 2013
日時　①9月7日(土)、8(日)
　　　②9月21日(土)、28日(土)
　　　①②とも9:00～16:00　
費用　受講料①3,800円、②2,000
円　テキスト代①無料、②2,160円
申込＆問合　8月1日(木)から10日
(土)までに往復はがき又はホームペー
ジから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

　秩父地域では、医師だけでなく看
護師等の医療スタッフも不足してお
り、高齢化も進んでいる状況です。そ
のため、10年・20年後を見据えて、地
域全体で看護師を育てていく必要が
あります。
　秩父看護専門学校では、今年も
オープンキャンパス・学校説明会を行
います。看護・医療に少しでも興味が
ある人ならどなたでも参加できます
ので、ご友人や、お知り合いの人もお
誘いいただきまして、お気軽にお申し
込みください。
※学校見学も随時行っていますので、
お問い合わせください。
日時　7月28日(日)、8月19日(月)、
12月14日(土)　いずれも13:00～
15:30
内容　概要説明、校内見学、看護体
験、在校生との交流など
費用　無料
申込＆問合　各日の前日までに電話
でお申し込みください。
秩父看護専門学校☎25-4696

ぜひご参加ください
秩父看護専門学校オープンキャンパス

　『サマージャンボ宝くじ』と『サマー
ジャンボミニ』が全国で2種類同時発
売されます。
　発売期間は、7月2日(火)から8月2
日(金)までです。
※この宝くじの収益金は、市町村の
明るく住みよいまちづくりに使われ
ます。

ムクゲ自然公園からのお知らせ

●10万本のムクゲ開花＆和ハーブ
アートフェスタ開催
　ムクゲの花が色鮮やかに10万本
開花します。森の美術館では、植物と
アートの融合した展示＆ワークショッ
プも開催します。
日時　7月14日(日)～9月8日(日)
9:30～16:30
費用　ムクゲ入園料500円(中学生
以上)、森の美術館入館無料

サマージャンボ宝くじ発売

期日　7月28日(日)
場所　秩父市歴史文化伝承館・研修
室2・3
●講演会(無料)
時間　13:30～14:20
対象　障害(身体・精神)をお持ちの

人とその家族、障害に関心のある人
講師　社会保険労務士(年金サポー
ト会会員)
※直接会場へお越しください。
●個別相談会(無料)
時間　14:30～16:00
相談員　社会保険労務士(年金サ
ポート会会員)
※当日の相談も可能ですが、事前にお
申し込みいただいた人を優先します。
申込＆問合　個別相談を希望する人
は電話又はFAXでお申し込みください。
社会保険労務士「年金サポート会」
☎04-2949-1507
FAX04-2947-4015

障害年金講演会・個別相談会開催

　放送大学は、10月入学生を募集し
ます。
　10代から90代の幅広い世代、約9
万人の学生が、大学を卒業したい、学
びを楽しみたいなど、様々な目的で
学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情
報・自然科学など、約300の幅広い授
業科目があり、1科目から学ぶことが
できます。
出願期間　第1回が8月31日(土)ま
で、第2回は9月20日(金)まで
※資料を無料で差し上げています。
資料請求＆問合　放送大学埼玉学習
センター☎048-650-2611

放送大学10月入学生募集

　河川美化、愛護の意識や河川への
意識を啓発することを目的に荒川の
風景画を募集します。入賞者には応
募していただいた絵をスタンドにして
贈呈しますので、ぜひご応募ください。
応募期間　7月1日(月)～9月17日(火)
対象　小学生
題材　荒川流域の川やダムの風景
申込＆問合　荒川上流河川事務所Ｈ

荒川図画コンクール作品募集

　埼玉県交通安全対策協議会では、
埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、
援護一時金を給付しています。
　交通遺児等とは、18歳以下の人で、
保護者の一方又は双方が交通事故
(陸海空全ての交通事故が対象)によ
り、死亡又は重い障害を負った人を
いいます。
給付対象　平成30年4月1日以降、
交通遺児等となった県内在住の18
歳以下の人
給付額　子ども１人につき10万円 
※1回のみ
給付時期　11月又は来年5月
提出期限　11月給付分は8月30日
(金)まで、来年5月給付分は2月28日
(金)までです。
提出先　みずほ信託銀行浦和支店
へ郵送又は持参してください。
(さいたま市浦和区高砂2-6-18)
☎048-822-0191
※申請書は小鹿野庁舎・住民生活課
にあります。
問合　埼玉県防犯・交通安全課
☎048-830-2958

交通事故被害者のご家族へ
援護金を給付します 　首都直下地震の発生確率は、今後

30年以内に70％とされています。地
震等の災害の際、自宅で避難生活を
するうえで必要な備えや避難所マッ
プ等を分かりやすくまとめた「イツモ
防災タウンページ」を7月から皆さん
の自宅や事業所にＮＴＴタウンページ
に同封してお届けします。お手元に置
いて「もしも」の災害に備えましょう！
問合　ＮＴＴタウンページ(株)お客様
相談センター☎0120-506-309
(平日9:00～17:00)

防災に役立つ！「イツモ防災
タウンページ」を配布します

　プロのBMXライダーに学ぶラン
ニングバイク教室や、秩父市BMXの
コース紹介ブースなど、東京2020大
会が待ち遠しくなるイベントを開催し
ます。
期日　8月17日(土)
場所　ウニクス秩父
※事前申込不要、入場無料
問合　埼玉県オリンピック・パラリン
ピック課☎048-830-2881

埼玉で開催！
１年前月間イベント in 秩父
～東京 2020 開催まであと１年！～

案 内

●一般曹候補生(男子・女子)
受付期間　7月1日（月）～9月6日（金）
試験期日　9月20日（金）～22日
（日）の間のいずれか１日
応募資格　18歳以上33歳未満の男女
●自衛官候補生(男子・女子)
受付期間　年間を通じて行っています。
試験期日　8月30日（金）予定
応募資格　18歳以上33歳未満の男女
※自衛官候補生の試験期日は、変更
になる場合がありますので、詳細は
お問い合わせください。
問合　自衛隊秩父地域事務所
☎22-6157

自衛官募集

募 集

イベント開催による交通規制を実施します
◆夏まつり(お祇園)の交通規制
規制日時●7月27日(土)
　　　　  14:00～21:30
場所●小鹿野市街地
問合せ●両神庁舎・おもてなし課
　　　　☎79-1100

◆七夕フェスティバルの交通規制
規制日時●8月3日(土)
　　　　  15:00～21:00
※イベントは16:00～20:00
場所●小鹿野市街地
問合せ●西秩父商工会☎75-1381

①夜の昆虫探検隊
日時　7月27日(土)19:00～
場所　昆虫の森入り口(集合)
内容　光に集まる昆虫の習性を利用
して観察します。
②子ども昆虫探検隊
日時　8月3日(土)9:00～
場所　百花園駐車場(集合)
内容　昆虫に詳しい先生と一緒に園
内を散策します。
③星座早見盤キットを作って星を学ぼう
日時　8月10日(土)18:00～
場所　音楽堂(集合)
内容　早見盤キットを作成し、天体の
移り変わりを学びます。
④夏の星座観察会
日時　8月10日(土)19:00～
場所　音楽堂(集合)
内容　大きな望遠鏡で木星・土星・夏
の大三角などを観察します。
申込＆問合　③のみ事前にお申し込
みください。
秩父ミューズパーク管理事務所
☎25-1315

秩父ミューズパークのイベント ●ドキュメンタリー映画
「産土～うぶすな～」上映会
日時　7月14日(日)
1回目10:30～(開場10:15～)
2回目18:00～(開場17:45～)
場所　ムクゲ自然公園・森のホール
費用　前売り800円、当日1,000円
前売り販売＆問合　ムクゲ自然公園
☎62-1688

Ｐ「令和元年度荒川図画コンクール」
をご覧いただきお申し込みください。
荒川図画コンクール実行委員会事務
局☎049-241-0380
(荒川上流河川事務所計画課)
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo
/arajo_index031.html

　埼玉県では、インターネットを利用
したアンケート等で県政の課題につ
いて意見をお聴きし、皆さんの声を
県政に反映させるため、「埼玉県県政
サポーター」を募集しています。
　埼玉県の現在や将来について考え、
県政に参加してみませんか。アン
ケートにご協力いただくとポイントが
貯まり、一定のポイントが貯まった人
の中から抽選で200人に図書カード
を進呈しています。
対象　満16歳以上でインターネット
のホームページの閲覧やEメールの
利用が日本語でできる人(首長、議員、
常勤の埼玉県職員は除く)
申込＆問合　埼玉県HPをご覧いた
だき、ご応募ください。埼玉県広聴広
報課☎048-830-2850
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0301/supporter/

埼玉県県政サポーター募集
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