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7月1日現在　【世帯数】4,694世帯
　　　　　　【総人口】11,559人【男性】5,737人【女性】5,822人
6月中の異動　出生5人/死亡10人/転入11人/転出16人
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2019（令和元年）NO.167 広報おがの／令和元年8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7月15日現在）
貯水位　315.93ｍ
貯水量　4,776,100㎥
貯水率　102.7％各種ゴミ収集日  各世帯に配布してあるゴミカレンダーでご確認ください。

広報おがのは、行政区の皆さんのご協力で配布しています。
なお、役場窓口（小鹿野庁舎・両神庁舎）、公民館、図書館、子育て支援センターでも配布しています。

洪水期：7月～9月
総貯水量：4,650,000㎥

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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7/28
七夕フェスティバル
参加

9月2日（月）までに
納めてください。

町県民税 　　第2期
国民健康保険税　第2期
介護保険料 　　第2期

今月の納税今月の納税
小 鹿 野 町小 鹿 野 町

▲よちよち・
　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

▲お庭で遊ぼう
▲開放
■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

▲すくすく(計測)
▲開放
■ステップ体操

▲1日開放

紫雲山地蔵寺盂蘭盆会
(飯田)

赤平川納涼花火大会
(伊豆沢河原)

▲開放
▲おはなし会(午後)
●ちびっこサロン
■開放日

▲開放
●子育てこころの相談

▲1日開放

▲開放
オレンジカフェ笑顔
■開放日

▲開放
◎こころの悩み
　何でも相談

▲開放

▲開放
■ヘルスアップ教室

▲1日開放

▲開放
◎認知症相談日
◎ひきこもり相談
■開放日・講習会

水の日

振替休日山の日 月遅れ盆
終戦記念日

▲ふれあい遊び
■長寿筋力アップ
　トレーニング教室
●バランスボール教室
■郷土料理教室
■開放日

◆楽しいおはなしの会

◆小鹿野未来塾
　英語劇発表会

▲すくすく(離乳食)
▲開放
●はぐくみ相談(運動)
■ステップ体操

▲すくすく(計測)
▲開放
■ステップ体操

▲お盆1日開放
■開放日

▲お盆1日開放
■ステップ体操

▲1日開放

★図書館休館日

七夕フェスティバル
(小鹿野市街地)

縄文土器・石器
特別公開 ～8/5まで
(小鹿野総合センター)

★図書館休館日

★図書館休館日
不用図書等無償提供日
（旧長若中学校）

◆将棋大会
★図書館休館日

★図書館休館日

★図書館休館日
◆小鹿野町民劇場
　『おがの寄席』

◆囲碁大会

埼玉県知事選挙
投票日

▲お盆1日開放
◎認知症相談日
■開放日・講習会

▲お盆1日開放
■開放日

二百十日
防災の日

処暑

広島平和記念日 立秋 長崎原爆の日

★映画会

▲親子のびのび体操
●乳児健診&BCG
■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
●バランスボール教室
◆健康講演会
■ステップ体操

20
▲子育てサークル
▲子育て相談
●はぐくみ相談(ことば)
●長寿筋力アップ
　トレーニング教室
■体組成測定
■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)
■ステップ体操

▲子育てサークル
■開放日

▲よちよち
■開放日

▲開放
■開放日

▲1日開放

information
子育て支援
図書館・生涯学習
無料相談•医療

C O N T E N T S

6
18
20
22

健康寿命の延伸に取り組んでいます2みんながんばりました!!
子供ソフト・ポートボール大会　 7/6
　青少年相談員協議会主催によるソフト・ポートボール大会が行われました。
　子供たちは梅雨空にも負けないくらい元気いっぱいにグラウンド・コートを駆け
回り、そのプレーを見守る指導者や保護者から大きな声援と歓声が送られました。

フォトニュース
みんなの広場
保健・福祉
情報版
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健康な身体づくりと生活習慣病予防

　町では、健康寿命の延伸と医療費抑制を目指すために筋力アップトレー
ニング教室を行っています。教室で運動に参加する期間が長くなればな
るほど、筋肉量の増加につながり、参加者と非参加者の一人あたりの月平
均の医療費では、約1万円の差があることがわかりました。また、本年7月
にはこの活動が認められ埼玉県より「健康長寿優秀市町村」として表彰を
受けました。この受賞は、参加者の健康意識の高揚と健康寿命の延伸につ
ながる取組が評価されたものです。

バランスボール教室(小鹿野13区)

健康サポーター会議の様子
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日本一健康で元気なまちを目指して

健康寿命の延伸に取り組んでいます!！
日本一健康で元気なまちを目指して

健康寿命の延伸に取り組んでいます!！

　町では、昭和56年から生活習慣病予防対策に取り組み、平成になってからは保健・医療・福祉が
連携した地域包括ケアシステムの構築による支援体制づくり、また子どもからお年寄りまでを対象
とし、個人の健康から地域づくりと様々な視点で健康づくりを進めてきました。
　人生100年時代を迎えようとする今、健康寿命を延ばすことが求められています。
　誰もがより長く、元気に活躍できて、すべての世代が安心できる「全世代型社会保障」を目指し、
引き続き「町民の幸せにつながる健康寿命の延伸」のために、各種事業に取り組んでまいります。

　町では、昭和56年から生活習慣病予防対策に取り組み、平成になってからは保健・医療・福祉が
連携した地域包括ケアシステムの構築による支援体制づくり、また子どもからお年寄りまでを対象
とし、個人の健康から地域づくりと様々な視点で健康づくりを進めてきました。
　人生100年時代を迎えようとする今、健康寿命を延ばすことが求められています。
　誰もがより長く、元気に活躍できて、すべての世代が安心できる「全世代型社会保障」を目指し、
引き続き「町民の幸せにつながる健康寿命の延伸」のために、各種事業に取り組んでまいります。

参加者の声

●「最後まで自分の手と足で」をモットーに予防教室へ
参加して楽しんでいます。

●楽しくやっています。汗が出るほどやって気持ちが良い。
●運動が苦手でしたが、筋トレやウォーキングに頑張っ
ています。お友達もできました。

●ひとりでは、なかなか時間がとれずサボりがちです
が、月２回でも教室のおかげで筋トレができてすっき
りできます。

①長寿筋力アップトレーニング教室

●筋トレに参加し
て、身体が軽
く、毎日を楽し
く過ごせるよう
になったと思い
ます。人生100年、第2の人生を楽しみたいです。

長寿筋力アップトレーニング教室
参加の皆さん
長寿筋力アップトレーニング教室
参加の皆さん

　食育は「食を育てる」と書きます。食は、生きる力の基本であり、
様々な経験を通して食に関する知識と選択する力をつけ、健全な
食生活を実践できる人を育てることが大切です。バランス良く食べることだけ
でなく、「食の知識や安全性」については、様々な食品の食品表示などに興味を
持って確認し、選択する力をつけることも大切です。
　町では、昔から受け継がれている食文化を次代へ伝えていくひとつの手段と
して、地元の食材を使った郷土料理教室を定期的に開催しています。

おやこ郷土料理教室(つとっこ作り)に参加した子どもたちの声

●家でも今度作ってみたいです。参加できて良かった
です。

●おもしろそうだったから参加しました。上手にでき
て、おいしかった。

●家でも作ってみたいし、またこういう機会があれば
やりたいです。

②食育を通して健康づくり

●私と母は都会からこの小鹿野町にやってきました。
郷土料理教室は材料が自然のものを使ったり、餅
米を使ったり、予想以上に違いました。また、いろい
ろな郷土料理を作りたいです。また、教室を開いて
ください。

6/15　おやこ郷土料理教室(つとっこ作り)

　生活習慣病の予防と健康増進を目的として地区活動に取り組んでいます。今年度
は各地区から選出の219人のサポーターを委嘱しました。サポーターの皆さんには、
各地区の健康づくりの場で活躍いただいています。
健康サポーターの声

●この通いの場がこれからも地域の皆さまにとって、サポーターの私達に
とっても気軽に行けて話せて、笑える場であって欲しいと思います。

●毎月の血圧測定、運動など皆さんと一緒に楽しくやっています。
●健康に関心を持ち、さらに地域の方々と交流ができ、終わるとにこやかな笑
顔で帰られる姿をお見受けできると、「また来月会おうね」と元気になりま
す。

●健康サポーターになるまでは、参加したことがなかったのですが、皆さんが
楽しそうに参加されていて、とても良い活動だと思いました。自分自身も健
康に気をつける良いきっかけになりました。

●チューブ体操、ゲーム、歌、輪投げ･･･。色々な遊びやお茶飲みをして帰る時
には短い時間ですが、皆さんが「楽しかった」「ありがとうね」と言って帰って
いきます。それを聞くととても嬉しくなります。

③小鹿野町健康サポーター活動

　身近な医師や専門分野の講師を招き、話題となっている生活習慣病予防を
テーマとした講演会を年に5回開催しています。

④健康講演会

季節の食材を生かした料理づくり
(小鹿野8区)

7/11　健康長寿優良賞受賞

■いきいき館で運動してみませんか。※20歳以上
　夜間解放日●毎週火・水・木曜日　※詳しくは29ページ「保健・福祉」のページをご覧ください。
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　手首や足首におもりをつけてゆっくり上下するだけの体操で、
100歳からでも始められるように工夫されています。
　こじか筋力体操は、現在15カ所の通いの場があり、年間400人
以上、延べ8,000人以上の皆さんが参加しています。また、こじか
筋力体操を地域に広げるための介護予防ボランティア「こじかク
ラブ」は、5期生を迎え、総勢106人となりました。

今回、各事業において、アンケートにご協力いた
だきました皆様、たいへんありがとうございました。
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輝け！生きがいじまん大会
～見て！聞いて！私が元気でいる秘けつ～

小鹿野2区の活動

両神2区の活動

いきいき館での元気はつらつ教室

こじか筋力体操参加者の声

●体力が以前よりつき、ウォーキングに積極的に行けるように
なりました。

●体操を継続したら、足が曲がるようになり、体が楽になりまし
た。

●ひとりだと続かないが、声をかけてもらえるから参加しやす
く、みんなと一緒だったらできます。

●おもりの調整ができるので、一人ひとりに適した運動の強度
にできるのが良いと思います。

●知らない人とも話ができ、交友関係が広がりました。
●自転車乗りが楽になり、出かけるのが楽しみになりました。
●ペットボトルの栓が開けられるようになりました。

①こじか筋力体操

　介護保険で要支援1、2及び事業対象者(生活機能評価で該当
の人)を対象として要介護状態を防ぐことを目標に、週1回活動し
ています。

参加者の声

●バスの乗り降りがスムーズになりました。
●腕が上がるようになり、自分で髪が結えるようになりました。
●定期的に人と話をすることで、気持ちが穏やかになります。
●ふらつきが安定し、歩行速度も早くなりました。

②元気はつらつ教室

　認知症の人やその家族、地域の皆さんなどが集い、交
流する場です。巨香の郷地域交流スペースで第2火曜日
午後に開催しています。

じまん大会を「見て・聞いて」の感想

●楽しむだけでなく、地域での困り事ができるだけ防
げるように対策を考えたりする取組はすごいと思
いました。

●みんなでやるから長続きしています。

③オレンジカフェ笑顔

●他の活動をお聞きし、私た
ちも考えたら何ができる？
と印象に残りました。

●自分のことは自分で、前向きに楽しみを見つけ、張
り合いを感じ生活したいです。

参加者の声

●話題が増え、参考になることが色々聞けます。
●笑顔が出るようになった。外出することができて
生きがいを感じます。

●皆さんの笑顔に会えて、お話することで若返り
ができて楽しみです。

　音楽療法士の志賀佳苗先生による、音楽で認知症を
予防する介護予防教室です。

④バンビちゃんの会

参加者の声

●色々と生きがいに繋がる事を考えて何でもやっ
て頂いているので最高です。このまま続けて通
いたいと思います。

●声が出るようになりました。言葉を忘れたのが回
復してきた気がします。

●歌を歌って会話をするのが楽しいです。帰る頃
には気持ちが穏やかになります。

　一人ひとりが健康について考えたり取り組むこ
とが、皆さんの健康につながります。まずは、自分
が健康で過ごすことが大切です。そして、自分が
楽しみながら行っている地域活動やボランティア
活動が、周りの皆さんのいきいき・元気づくりに
広がっていきます。

⑤ボランティアさんや地域の支えあい活動

　一人ひとりが健康寿命の延伸を意識するために、健康な時から療養手帳を活用し
ましょう。健康を意識した生活の記録は、高齢や療養生活が必要になっても主体的に
生活を送るための基礎となり、自分自身を助けることにつながります。
　希望者には、保健課又は町立病院でお渡ししています。

⑥健康な時からの健康管理「私の療養手帳」

できるだけ自分の力で生活できる
「介護予防･フレイル対策・認知症予防」
　フレイルとは、筋力や心身の活力
が低下し、健康障害を起こしやすい
状態をいいます。「出かける、人に会
う」ことを意識して、要介護状態にな
らない良い循環を作りましょう。

・外出の機会が増える
・社会活動に参加できる
・身体活動量が増える

・外出の機会が増える
・社会活動に参加できる
・身体活動量が増える

・食欲が出る
・栄養状態が良くなる
・口腔機能を維持する

・食欲が出る
・栄養状態が良くなる
・口腔機能を維持する

・筋力や体力が
 向上する
・認知機能を
 維持する

　健康寿命とは、医療や介護に依存しないで、元気に日常生活を
送れる期間のことです。皆さんが希望する「いつまでも住み慣れ
た地域で、健康で安心した生活ができる」を目標に、一緒に考え、
健康寿命の延伸を実現していきます。

Up!Pick
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　小鹿野文化センター東側の体育館は、昭和44年に
「小鹿野中学校体育館」として建設され、中学校の授業や
部活動はもとより、運動拠点施設として多くの町民に利
用されてきました。その後、スポーツ人口の増加ととも
に、新たな体育館建設の要望が多く寄せられるように
なったため、昭和55年に小鹿野中学校南側に「小鹿野町
民体育館」として新たな体育館を建設しました。
　しかし、小鹿野中学校南側の「小鹿野町民体育館」は、
校舎に近いこともあり「小鹿野中学校体育館」として利
用されるようになり、小鹿野文化センター東側の「小鹿
野中学校体育館」は、「小鹿野町民体育館」の愛称でこれ
まで多くの町民に利用されてきました。
　このような経緯もあり、建設した当時の条例上の名称

と運用上の呼称が異なっていることを是正するため、関
係法令を踏まえ、小鹿野文化センター東側の体育館を
「小鹿野中学校第一体育館」に、小鹿野中学校南側の体
育館を「小鹿野中学校第二体育館」にそれぞれ名称を変
更しました。
施設利用申込み●名称変更後もこれまでと同様の申請
手続きでご利用いただけます。
■小鹿野中学校第一体育館
小鹿野文化センター・社会教育課☎75-0063
■小鹿野中学校第二体育館
小鹿野中学校事務室☎75-0009
問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課
　　　　☎79-1201

　任期満了に伴う埼玉県知事選挙が、8月8日(木)に告
示され、8月25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。
投票の方法
　投票日当日の午前7時から午後8時までに入場券に記
載されている投票所に、入場券を持参して投票してくだ
さい。なお、一部の投票所では、終了時間が早まります
のでご注意ください。
期日前投票
　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●8月9日(金)～24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。
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、8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
　　　　☎75-1221(小鹿野庁舎・総務課内)

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／神田松之丞　　入場料●1,500円(全席自由)※1人2枚まで
町民先行販売●8月10日(土)のみ
※小鹿野町民を対象に先行で入場券販売を行います。購入時に住所が確認で
きる免許証、保険証等を必ずご提示ください。なお、8月11日(日)と12日(月)の
入場券販売は行いません。
一般販売●8月13日(火)より
※町民先行販売で完売した場合、一般販売はありません。
販売時間●8:30～17:00　　販売場所●小鹿野文化センター　
※就学前のお子様の入場はご遠慮ください。
問合せ●小鹿野文化センター・中央公民館☎75-0063

体育館名称変更のお知らせ体育館名称変更のお知らせ

　図書館で不用となった図書及び閉校中学校に残存し
ている図書類、不用物品等を無償で提供します。また、併
せて学校不用備品等の直売会も行いますので、皆さん
お誘い合わせのうえ、ご来場ください。
日時●8月11日(日)9:00～13:00
場所●旧長若中学校(小鹿野町般若902)
内容●不用図書及び物品等の無償提供、学校不用備品
等の直売会を行います。
注意事項
■事前申込は必要ありません。
■電話やＦＡＸ、電子メール等による事前予約はできません。
■購入物品の不具合、運搬時の破損等については、教育

委員会では一切責任を負いません。ご了承のうえ購入し
てください。
■上履き等を持参してください。
※詳しくは、町ＨＰ掲載の実施要領をご確認ください。な
お、実施要領は学校教育課窓口でも配布しています。
問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課
　　　　☎79-1201

　今年度の小鹿野未来塾として、28人の小学生による英語劇の発表会を
開催します。未来のグローバル社会へ羽ばたく町内の子どもたちが、英語
で表現力豊かな劇を披露します。
　町で初めての取組となり、わくわく、どきどきの発表会です。子どもたち
のがんばりを応援していただきたく、大勢の皆さんのご来場をお待ちして
います。
日時●8月24日(土)14:00～（開場13:30～）
場所●小鹿野文化センター・ホール
チャレンジする演目
■Urashima Taro(浦島太郎)　　■Snow White(白雪姫)　　■Big Turnip(大きなかぶ)
問合せ●両神ふるさと総合会館・学校教育課☎79-1201

小鹿野未来塾
「英語劇にチャレンジ！」発表会を開催します
小鹿野未来塾
「英語劇にチャレンジ！」発表会を開催します

9/6
金

8/11
日

8/24
土

不用図書の無償提供及び学校不用備品の
直売会を実施します
不用図書の無償提供及び学校不用備品の
直売会を実施します

有権者の皆さん投票を忘れずに!
埼玉県知事選挙投票日です
有権者の皆さん投票を忘れずに!
埼玉県知事選挙投票日です

8/25
日

7月1日より、小鹿野中学校体育館及び小鹿野町民体育館の名称をそれぞれ変更しました。

名称変更の経緯名称変更の経緯
「小鹿野中学校第一体育館」へ名称変更 「小鹿野中学校第二体育館」へ名称変更

第33回小鹿野町民劇場『おがの寄席』第33回小鹿野町民劇場『おがの寄席』
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　小鹿野町学校給食センターで
は、学校給食について理解・関心を
深めていただくために給食試食会
を開催します。児童・生徒が学校で
食べている給食をどうぞお召し上がりください。
日時●9月24日(火)11:45～
場所●小鹿野町学校給食センター・会議室(小鹿野1907番地1）
※小鹿野小学校から北裏通りを西へ約200ｍ
定員●15人(15食)※申込順
費用●1食320円(当日集金)※おつりのないようにお願いします。
申込＆問合せ●8月26日(月)9:00から電話でお申し込みください。
小鹿野町学校給食センター☎72-0011(平日9:00～16:00)

ユネスコエコパークとは…ユネスコエコパークとは…

第1回小鹿野地域クラウド交流会のプレゼンターを
募集します
第1回小鹿野地域クラウド交流会のプレゼンターを
募集します

　町では、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人
及び第三者に交付したとき、本人に通知する「本人通知
制度」を行っています。
　この通知を受けるためには、事前に申込が必要です。
　なお、申込ができる人は、小鹿野町に住民登録をして

いる人、又は本籍がある人です。
　申込には、個人番号カード、写真付住基カード、パス
ポート、運転免許証などの本人確認書類が必要です。
問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課☎75-1418

　顔の見えるビジネスマッチングの機会と、地域で起業
する人へクラウドシステムを使い応援する、交流会型の
イベントを小鹿野町で開催します。
　一般事業者や関係各所等、参加者全員による情報交
換を行いビジネスパートナーの発見の場にもなります。
自身のビジネスプランや事業内容をプレゼンテーション
してみませんか？ 

日時●9月13日(金)19:00～21:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室
対象●小鹿野町で起業を予定している個人やチーム、
創業前又は創業後5年未満の法人・事業主
募集数●5社(応募者多数の場合は審査となります。)
締切●8月16日(金)
申込＆問合せ●小鹿野庁舎・総合政策課☎75-1238
　　　　　　　埼玉信用組合・小鹿野支店☎75-1260

　6月19日にフランス・パリで開催された国連教育
科学文化機関(ユネスコ)の会合で、小鹿野町全域
を含む甲武信エリアがユネスコエコパークに登録
されました。
　この甲武信エリアは、主に秩父多摩甲斐国立公園を中
心とした地域一帯で、県内の甲武信構成地域は小鹿野町
と秩父市です。
　ユネスコエコパークは、生態系の保全と持続可能な利
活用の調和(自然と人間社会の共生)を目的とし、その地
域が｢保全機能｣、｢経済と社会の発展｣、｢学術的支援｣の
3つの機能をもってはじめて登録されるものです。
　甲武信エリアの登録については、主に次の2つのこと
が評価されました。

■水源地としてのエコシステムを保全し、林産物をはじめ
天然資源を持続的に活用する努力
■人口減少や農業、林業といった地場産業の後継者育成
が課題となる中、ユネスコエコパークが同地域の活性化
を担うことを期待
　また、豊かな地層と岩石の種類により育まれた環境に
多様な動植物が生息し、特にチョウ類の希少種の宝庫と
なっている点についても評価をいただきました。
　町では、このユネスコエコパークへの登録をきっかけ
に、今後も日本百名山のひとつである両神山を中心とし
た地域資源の持続可能な活用を図ってまいります。

住民票の写し等の交付に係る
「本人通知制度」を行っています
住民票の写し等の交付に係る
「本人通知制度」を行っています

学校給食試食会を
行います
学校給食試食会を
行います

募集人数●2人
任務内容●警察や交通安全推進機関と連携し
交通安全指導を行い、交通事故防止に努めて
いただきます。
資格要件
■町内在住で20歳以上60歳未満の人(男女
は問いません。)
■交通安全に熱意を有し指導力のある人
待遇●町の非常勤職員とし、制服等の貸与及
び活動時の保険が適用されます。報酬は町の
規定に準じます。
申込＆問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課
　　　　　　　☎75-4170

交通指導員を募集
します
交通指導員を募集
します

小鹿野町全域を含む
甲武信エリアが
ユネスコエコパークに
登録されました

小鹿野町全域を含む
甲武信エリアが
ユネスコエコパークに
登録されました

こ ぶ し

　ユネスコエコパーク(生物圏保存地域※1)は、昭和51年
から始められました。ユネスコの自然科学セクターで実
施されるユネスコ人間と生物圏計画※2における一事業
として実施されています。
　世界自然遺産が、顕著な普遍的価値を有する自然地
域を保護・保全するのが目的であるのに対し、ユネスコエ
コパークは、生態系の保全と持続可能な利活用の調和を
目的としており、保護・保全だけでなく自然と人間社会の
共生に重点が置かれています。

※1　平成22年1月、生物圏保存地域を日本国内ではユ
ネスコエコパークと呼ぶことが正式に決定されました。
※2　人間と生物圏計画とは、生物多様性の保護を目的
に、自然及び天然資源の持続可能な利用と保護に関する
科学的研究を行うユネスコの政府間事業です。

核心地域…厳格に保護、長期的に保全
緩衝地域…核心地域保護のための緩
衝的地域(教育、研修、エコツーリズム
に活用)
移行地域…人が生活し、自然と調和し
た持続可能な発展を実現する地域
※小鹿野町は「移行地域」と一部「緩衝
地域」となります。

問合せ●両神庁舎・おもてなし課
　　　　☎79-1100
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　夏本番となり、小鹿野町に
も多くのお客様が来訪する季
節となりました。
　夏休みは、特に児童・生徒
や学生の夏合宿、家族連れ
のお客様が町に訪れます。　
　秩父地域の１市４町等で組
織する秩父地域おもてなし観
光公社の推計によると、秩父
地域の入込観光客は約９００

万人となっていますが、そのうち小鹿野町の入込観光
客数は約４５万人と秩父地域全体の約５％です。
　秩父地域の入込観光客数は、順調に増加しておりま
す。これにはいろいろな要因が考えられますが、秩父地
域は首都圏でありながら豊富な自然や祭りなどの文化
資源に恵まれていることや、鉄道会社等によるテレビ
CM放映、市町等の観光誘客の様々な事業展開など
によるところが大きいと考えられます。観光客も「近い、
安い」がひとつの観光地を選ぶ基準になっていると思
います。
　ところで、世界的な観光立国であるスイスでは、入込
観光客の計算基準を宿泊数にしているとのことです。
秩父地域の入込観光客のほとんどが日帰りのお客様
であると存じますので、今後はいかにお客様に宿泊して
いただけるか、そのための受入体制の充実、特に、お客
様が宿泊して楽しんでいただけるような多様なソフト事
業などのメニューの確保が求められます。観光客の消

費単価をいかに上げるかがポイントです。そして、リピー
ターを確保することも重要です。リピーターは、交流人
口から今後大切になる関係人口になれる人達が多く含
まれていると思います。
　また、これからの増加が見込まれる外国人客をいか
に誘客するかも大きな課題であります。特に、外国では
キャッシュレス化が進み現金決済はしないことが普及し
ています。これらの対応も観光消費の拡大には喫緊の
課題であります。外国人客は東京や京都などの有名観
光地だけでなく、これからは豊かな自然や文化のある
町に注目してくれるものと思います。
　さて、小鹿野町は鉄道がない町であり、観光客が入
り込む場合には自家用車や鉄道駅からのバス利用が
ほとんどであります。したがって道路交通網の整備は小
鹿野町の生命線であります。幸いにも平成３０年３月に
西関東連絡道路国道１４０号皆野秩父バイパスが国道
２９９号に接続し、小鹿野町へのアクセスは向上いたし
ました。今後は、国、県に対し西関東連絡道路の延伸
や秩父市内へ直結するトンネルの開削整備の要望活
動には力を入れてまいります。
　更に重要なことは交通インフラだけでなく、情報発信
で、いかに小鹿野町の本来の魅力や本当の宝を発信
できるかがポイントになります。今後は観光から雇用を
創り出し、外貨を稼ぐ地域経済の柱のひとつに成長さ
せていかねばならないと存じます。

小鹿野町長　森 真太郎

観光について考える
こんにちは。
町長です。

町長の見て・聞いて・話して
　第17回の事業所訪問は、6月19日に田中精機株式会社
を訪問し、田中安行社長にお話を伺いました。
　田中精機株式会社は、昭和44年(1969年)、金属切削加
工を目的とした精機部から分離し、ミニチュアベアリング
加工を主力とする会社として設立されました。
　平成5年(1993年)には中国に工場を設立し、更なる量
産品の対応を図るとともに、国内においては、空気圧部品
及び「ミニチュアボールベアリング」の多品種少量生産に
努力されておりました。
　ミニチュアベアリングは、回転するものに使われるため、
車や家電製品、パソコンなどの機械に組み込まれ、目に見
えない主役として生活の中でありとあらゆるところで使用
されています。
　工程ごとに整備された工場では、ミニチュアベアリング
製品・空気圧部品・自動全検機の開発、製造等を熟練の社
員による、技術を活かした緻密な作業が行われていました。
　同社は、私たちの暮らしの安心、安全、快適な生活を支
えるもの創り企業であると同時に、創業から50年、お客様
目線の品質を第一に考えた「誠実なもの創り」の企業理念
のもと、常に品質と技術、新しい事へ挑戦し続ける企業で
あると感じました。

町長の
まち·ひと·しごと
魅力発信

～ 事業所訪問  vol.17 ～

「田中精機株式会社」
町内には、優れた技術を持った会社が多く
存在します。事業所の持つ技術や
魅力を町長自ら訪問して、目で見て、
お話を伺い、住民に情報発信する

「事業所訪問」を
連載します。

わが社の主力製品
　主力のミニチュアベアリ
ングの内外輪の加工、空気
圧部品は丸物・六角を問わ
ず、様々な形状の施盤品の
加工を得意とし、いずれも
お客様のニ－ズにあった対
応が可能です。また、当社開発のベアリング用全自動検査
機TIシリ－ズは自動で製品の内径・外径・溝径等を測定し
正・不良の別を正確に短時間で判別することができます。
ここに自信あり
　平成22年(2010年)、ベアリングの機械の修理部門を当
社で設立し、自ら修理し、更にはお客様の依頼に応じた修
理対応を行っていま
す。また、当社開発の
ベアリング用全自動
検査機は、同業他社
へ販売もしております。
当社の全自動検査機
で月産数量300万ピ
－スを検査し、Made 
in Japanとして国内、
そして海外向けに出
荷しております。

女性社員による検査作業

▶
同
社
で
開
発
し
た
全
自
動
検
査
機
の

　
説
明
を
受
け
る
森
町
長

代 表 者
従業員数
創 業
所 在 地
電 話

代表取締役社長　田中安行
40名
1969年
小鹿野町下小鹿野1822
0494-75-2311

会社概要

工場内で修理中の六軸自動旋盤

８月は「人権尊重社会をめざす
県民運動強化月間」です
８月は「人権尊重社会をめざす
県民運動強化月間」です

人権擁護委員が
委嘱されました
人権擁護委員が
委嘱されました

　私たちの周りでは、いじめやパートナーへの暴力、子ど
もや高齢者に対する虐待、インターネット上での人権侵
害など、様々な人権問題が起きています。
　一人ひとりの人権が尊重される、差別や偏見のない社
会の実現のためには、私たちが人権問題を自分自身の問
題と捉え、主体的に取り組むことが必要です。
　「人権尊重社会をめざす県民運動」は、すべての県民が
お互いの人権を尊重しながら共に生きる社会を実現する
ため、県・市町村はもちろん県民総ぐるみで取り組む運動
です。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

　人権問題について皆さんの
相談相手となる人権擁護委員
として、下小鹿野の横田岩雄さ
んが、令和元年7月1日付けで
法務大臣から委嘱されました。
　人権擁護委員は、町民の中か
ら町長が推薦した人を法務大
臣が委嘱する民間のボランティ
アで、人権相談や人権尊重のた
めの啓発活動などを行っています。
　なお、相談日は広報の定期無料相談ページ(今月号は
22ページ)に掲載していますのでご確認ください。
問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

田中社長（右）
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　町では、町民の皆さんと町の将来像や地域の課
題などについて、率直な意見交換をする場として町
政懇談会を開催しました。町内６会場で全７回開催
し、延べ２４９人のご参加をいただきました。ご参加
いただきました皆さんに心から感謝申し上げます。
　今回の町政懇談会の中で町政全般について、皆
さんからご意見・ご提言をお伺いさせていただきま
したので、その一部をご紹介します。
　今後も皆さんからの『声』を大切にし、町政運営
に努めてまいります。

町政懇談会のご意見・ご提言をご紹介します町政懇談会のご意見・ご提言をご紹介します

■各会場でのご意見・ご提言
▶当町でも合併特例債を有効に使えば７割を国が持っ
てくれるから得だという考え方もあるが、地方債の返済
と借入の関係で返済よりも借入が多い。よくわかるよう
返済と借入の説明をして欲しい。
▶小鹿野町の25％が地デジ難民である。アンテナを建
てても見えない家が1,200戸もある。「どうして見えな
い」ということを深掘して、その実態調査をしてもらいた
い。大きな問題ということを認識して取り組んでもらい
たい。
▶文化・観光の教育を小学校・中学校で取り組むことで
小鹿野愛を植え付けることができると思う。
▶地域おこし協力隊の任期は3年で、まちおこしのため
に働いている。任期終了後に定着できる取組を考える必
要がある。3年後の処遇を考えてもらいたい。
▶中学校の国際交流事業について、送り出すだけでなく
訪問いただく機会も作ってもらいたい。
▶観光で一番力を入れていただきたいものは公衆トイ
レ。トイレの印象が良ければ女性が集まり、男性も集ま
る。
▶町で「健康寿命を延ばそう」というスローガンがある
が、もっとアピールする方法を考えてもらいたい。戦略
的に健康寿命を延ばすようなことを考えたほうがよい。

▶シカ・イノシシの被害が年々増えている。カモシカは捕
獲できないため増えている。駆除員も高齢化している。
簡単な方法で害が少なくなるよう考えてもらいたい。
▶道路の穴を埋める合材を貰えれば地元で穴埋めはで
きる。地域の人で直せば愛着もわいて郷土愛も増す。
▶クライミング施設なら壁以外のスペースでコンサート
をするとか、本来の目的以外に使うというアイデアを考
えていったらどうか。
▶懇談会のイメージがだんだん悪くなってきている。こ
れからの小鹿野はどうなる、日本の農村はどうなる、将来
の展望のようなものを町民と懇談して、何か光のような
ものを見つけるのがこの会の趣旨だと思う。町民の思い
を引き出す懇談会にしてもらいたい。
▶長尾根トンネルを早急につくるようお願いしたい。
■お寄せいただいた自由提言書の内容
▶東京や県南と提携して小鹿野に老人ホームを作れな
いか。老人ホームがなくて困っている所と仕事がなくて
困っている所が売り手と買い手になれば良い。
▶行政区について、10年後くらいには一行政区として成
り立たたなくなると思う。
▶東京から近いド田舎を売りに観光に力を入れて欲し
い。
▶新庁舎を早く実現させ、役場職員を全員同じ場所で仕

事ができるようにしてほしい。
▶クライミング施設は良い。家族で来られる
施設にしてほしい。

※ご意見・ご提言の内容については、要約し
て掲載いたしました。また、紙面の都合上、す
べてのご意見・ご提言を掲載することはでき
ませんでしたのでご容赦ください。

問合せ●小鹿野庁舎・総務課☎75-1221

　いよいよ糖尿病の話も今回で終
了です。最後は低血糖について解
説していきたいと思います。
　人間の体を維持するためには糖

（ブドウ糖）は不可欠です。一般的に血糖値は70-140 
mg/dLの範囲で維持されています。しかし、糖尿病患者さ
んでは血糖値を一定に保つことが難しくなっています。血
糖値が高くなりすぎていろんな合併症を起こしますが、実
は低血糖の方が怖いのです。低血糖を放置すると短時間
で意識障害を引き起こし、時に重大な後遺症を残したり、
命の問題になることがあるからです。低血糖で命を落とす
ことがあるというのは、最近の事件で記憶にある方もいる
でしょう。医療者は、意識がない人が運ばれてくると真っ
先に血糖値を測定します。それは「糖尿病があるなしにか
かわらず」です。
　低血糖の主な症状は、発汗、動悸、手の震え、脱力感な
どがありますが、血糖値が低くなりすぎるとけいれんや意
識消失（昏睡）を来たし、時には前述のように命にも関わ
ります。

　低血糖の原因は一部の
薬や不規則な生活です。糖
尿病薬の中で低血糖を起こ
しやすいのは、主にSU剤（ス
ルホニル尿素薬）という薬と
インスリンです。ご自分の薬が
低血糖を起こしやすいかどうかは、主治医の先生や薬剤
師に確認しましょう。そして、暴飲暴食や極端なダイエットは
せず、薬を飲んだりインスリンを打ったらしっかりと食べる
ことです。体調が悪いのに薬だけ飲んでご飯を食べな
かった、ということは低血糖のリスクが高くなります。調子が
悪い時に薬を飲むかどうかの判断も必ず主治医の先生
に相談してください。

　長らく私の病気の話にお付き合いいただきありがとうご
ざいました。次回からは、当院の医師でいろんな話を持ち
回りで解説していきたいと思います。お楽しみに。

生活習慣病について⑯　　糖尿病の治療（低血糖について）
小鹿野中央病院長　内田　望気 になるつぶやき
内田の

VOL.2Let‘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～
　2020年東京オリンピック・パラリンピックで正式種目
に採用された「スポーツクライミング」。この競技はロー
プを使って12ｍ以上の高さの壁をどこまで登れるかを競
う「リードクライミング」、高さ10ｍ程度の壁をいかに早
く登れるかを競う「スピードクライミング」、そして５ｍ以
下の壁を制限時間内にいくつ登れるかを競う「ボルダリ
ング」の３種類の競技を同じ選手が行うものです。
　今回町で整備するのは「ボルダリング」です。これは、
『①屋内競技であること②年齢や性別を問わないこと③
ダイエット効果が期待できること』などから近年爆発的に
人気が上昇している競技です。町では、皆さんにストレス
を発散してもらい、健康増進に役立ててもらうと同時に、
山岳観光の情報を発信することにより地域の活性化を図
ることを目的に事業を進めています。
　また、町内では昨年１１月に「小鹿野クライミングクラ
ブ・オガノボル」が結成され、技術の向上と競技の普及に
奮闘しています。毎週月曜日に両神体育館で行っている
練習会も、このクラブが主体的に行っているものです。ク

ラブでは新規会員を随時募集しています。興味がある方
はぜひ、お出かけください！新しい出会いが待っていま
す。　　　　　　　　　　　　　　　
問合せ●小鹿野庁舎・総務課 まちづくり推進室
　　　　☎26-6581

■町政懇談会参加者数（延べ人数）

5月10日㊎
13日㊊
15日㊌
16日㊍
21日㊋

24日㊎

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

33人
27人
44人
23人
33人
19人
70人
249人

開催日 会場 参加者数
※受付簿より集計
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太陽光発電施設の適正な設置に関する
お願い
太陽光発電施設の適正な設置に関する
お願い

　太陽光発電設備を設置した時は、固定資産税の課税の対象となり、償却資産として町へ
申告が必要な場合があります。（昨年以前に申告の対象となる太陽光発電設備を設置した
場合で、未申告の人は速やかに申告をしてください。）

太陽光発電施設設置にあたって遵守すべき事項
①計画の段階において隣接住民等に周知を図り、隣接住
民等との協調を保つこと。
②住宅地に近隣して設置する場合は、圧迫感、騒音（パ
ワーコンディショナー）、熱、反射等に配慮し、敷地境界か
ら後退及び植栽等を設けて遮蔽する等の対策を講じるこ
と。
③施設内には、関係者以外立ち入ることのできないよう
フェンス等を設置し安全対策を講じること。
④雨水等による土砂、汚泥の流出や水害等の災害防止対
策及び雨水流出抑制対策を講じること。
⑤既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景
観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配
慮すること。
⑥災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名
称及び連絡先を記した看板を設置すること。
⑦事業区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草
剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に
十分配慮すること。
⑧施設に起因して発生した苦情や要望等に対しては、迅
速かつ誠実な対応をとること。
⑨施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により
撤去等適正に処理すること。

対象地域●町内全域
対象施設●下記の規模に該当する施設です。なお、建物
に設置するものは除きます。
①定格出力が１０キロワット以上の太陽光発電施設
　ガイドライン適用となり、設置に際して右記の「遵守す
べき事項」があります。
②定格出力が５０キロワット以上の太陽光発電施設
　ガイドライン適用となり、設置に際して「遵守すべき事
項」のほか、下記の手続等が必要になります。また、同一
の届出者が複数の発電施設を近接して設置するなど、実
質的に一つの場所への設置と認められる場合は、一つの
発電施設とみなします。

■隣接住民等に対する説明会の実施
　隣接住民等に対する説明会を実施して周知を
図り、出された意見等について適切な対応をして
いただくことになります。
■小鹿野町太陽光発電施設計画届出書等の提出
　着工する３０日前までに「小鹿野町太陽光発電
施設計画届出書」及び届出添付書類の提出が必
要です。

太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の
申告について
太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の
申告について

未評価家屋等の調査にご協力ください未評価家屋等の調査にご協力ください

必ず町へ
確認や相談を
してください

  問合せ
●ガイドラインに関すること
小鹿野庁舎・住民生活課☎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

※建材型ソーラーパネルで、屋根材など家屋に一体として設置するものを除く。
　税務課では、制度周知と適正申告及び課税のため、文書による照会や
実地調査を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。 問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4124

　町では、公平で公正な固定資産税の課税を行うため、
未評価家屋等の現地調査を実施しています。
調査対象家屋
■新築や増築がされているが未評価である家屋
■既に取り壊しが済んでいるが滅失の届出や登記がされ
ていない家屋
調査方法
①町税務課職員が建物の現況について、現地調査を行います。

②調査を行う際は、身分証(固定資産評価補助員証)を提
示し、調査の目的を説明してから行います。
③現地調査の結果、未評価家屋であることが判明した場
合は、所有者と日程調整のうえ、後日あらためて家屋調査
を実施します。
問合せ●小鹿野庁舎・税務課☎75-4124

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89号線舗装工事
合角ダム周辺水路土砂撤去工事
両神薄地内道路敷路肩改良工事
町道466号線舗装工事
滝原団地防護柵改修工事
小鹿野町消防団第5支団第1分団詰所新築工事
旧バイクの森おがの改修工事
小鹿野中学校第二体育館照明灯ＬＥＤ化工事
国土調査地籍測量委託(般若11・長留16)事業

特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務

衛生センター各種測定計機保守点検業務委託
小鹿野町財務書類等作成支援業務委託

小鹿野地内
日尾地内
両神薄地内
藤倉地内
飯田地内
両神薄地内
般若地内
小鹿野地内
般若・長留地内
小鹿野町
保健福祉センター福祉課
伊豆沢地内
小鹿野町総合政策課

6,487,560円
2,376,000円
1,999,080円
1,923,480円
1,478,520円

33,000,000円
8,478,000円
2,408,400円
5,170,000円

1,364,000円

1,658,880円
984,500円

須田建設株式会社
寿産業株式会社
株式会社両岩
有限会社ミヤテック
株式会社田嶋造園土木
株式会社岩田組
株式会社丸山工務店
有限会社寺井電気
桂測量設計株式会社

日本健保株式会社

環境計装株式会社
税理士法人エム・エム・アイ

～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30日
～令和元年9月30日
～令和2年1月31日
～令和元年9月30日
～令和元年9月30日
～令和2年3月6日

～令和2年2月28日

～令和2年3月31日
～令和2年3月16日

事業名 事業場所等 契約額 落札者 履行期間

▲令和元年6月27日入札分

太陽光発電施設を設置する場所が農地の場合
　農地法の規定により、農地を農地以外の用途（太陽光
発電施設など）で使用する場合、農地転用の許可申請書
及び関係する資料を農業委員会に提出していただき、県
知事の許可を得る必要があります。
　許可を得ずに転用した場合は、違反になりますのでご
注意ください。
　具体的な内容については、両神庁舎内小鹿野町農業委
員会へお問い合わせください。

設置者 太陽光発電設備（全量売電） 太陽光発電設備（余剰売電）

個人
(住宅用)

個人
(住宅用以外)

法人

家屋などに太陽光発電設備を設置される場合
で、全量売電は事業用資産となり、償却資産と
して申告の対象となります。(※)

個人が住宅家屋以外の場所に太陽光発電設備を設置される場合や、法人が太陽光発電設備を設置
される場合は、事業用資産となるため、発電出力量や売電の有無にかかわらず、償却資産として申
告の対象となります。（太陽光発電設備設置に伴う土地の造成費やフェンス工事費等も償却資産の
対象となります。）

余剰売電は事業用資産とはならないため、償却
資産としての申告は不要です。

　町では、太陽光発電施設の適正な設置に関するガイドラインを制定し、全量売電を主な目的
とする太陽光発電施設を計画している事業者(設置者)の皆さんに、適正な事業の実施をお願
いしています。
　また、ガイドラインの適用対象とならない場合でも、関係する法令・規則の適用となる場合
もありますので、必要な措置や手続き等を国、県、町に確認及び相談し、規定を遵守しましょう。

しゃへい
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捨てている木を商品券に！「ちちぶ木の駅プロジェクト」捨てている木を商品券に！「ちちぶ木の駅プロジェクト」
日時●10月9日(水)三田川、倉尾、両神地区
　　　　  10日(木)小鹿野、長若地区
　　　両日とも10:00～
場所●小鹿野文化センター
対象●満75歳以上の人、金婚を迎えるご夫婦(昭和44
年4月1日から昭和45年3月31日までに結婚され、小鹿
野町に住所のあるご夫婦)
※金婚について該当されるご夫婦は、9月5日(木)までに
福祉課へご連絡をお願いします。
問合せ●小鹿野町保健福祉センター・福祉課
　　　　☎75-4109

　くみ取り業者の都合により、8月13日(火)から16日
(金)までの間、し尿くみ取り業務を休止します。ご不便を
おかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
　なお、お盆が近くなりますと依頼が混み合い、要望に
応じられない場合がありますので、8月9日(金)までのく
み取り依頼は7日(水)までにお願いします。
申込＆問合せ●衛生センター☎75-0352

小鹿野町敬老会小鹿野町敬老会 お盆期間中の
し尿くみ取り業務を
休止します

お盆期間中の
し尿くみ取り業務を
休止します

　町内には172カ所の遺跡があり、1万年以上前から人
間が生活していた痕跡が見つかっています。
　町内の遺跡から見つかった資料の多くは、縄文時代の
土器や石器です。いま「縄文」は、昨年度東京国立博物
館で特別展が開催され大盛況になったり、縄文時代を
テーマにしたフリーペーパーが刊行されるなど、熱い視
線が向けられています。
　今夏は8月1日から5日まで、2カ所で縄文時代の土器・
石器が公開されます。
　1カ所目は、秩父市の矢尾百貨店を会場として、ほるた
ま展2019「GuGuっと！縄文」(主催：(公財)埼玉県埋蔵
文化財調査事業団／共催：小鹿野町教育委員会)で公
開されます。
　ほるたま展では、県内各地の縄文土器や石器のほか
に、合角ダム(小鹿野町)と滝沢ダム(秩父市)関連の発掘
資料を展示する「水底の遺跡」コーナーで土器・石器が
展示されます。
　2カ所目は、小鹿野総合センターで、2階に保管してい
る土器・石器などの夏の特別公開を行います。ほるたま
展に貸し出す資料は、町が保管している資料のごく一部
ですので、ぜひ小鹿野総合センターで合角ダム関連をは
じめ、両神の薬師堂遺跡などから出土した資料もご覧く
ださい。
　また、8月27日(火)にはハート形土偶のクッキー(ドグッ

問合せ◆教育委員会社会教育課☎75-0063文化財ノート
No.16

◆小鹿野町の「縄文」を見て・体験しませんか？◆

キー)づくりも行います。
　今年の夏は、ぜひ小鹿野町の「縄文」を見て・体験し
てください。
■ほるたま展2019「GuGuっと！縄文」
日時●8月1日(木)～5日(月)10:00～19:00
　　　(最終日は16:00まで)
場所●矢尾百貨店3階催事場(秩父市)
■小鹿野の縄文土器・石器　夏の特別公開
日時●8月1日(木)～5日(月)10:00～17:00
　　　(入館16:30まで)
場所●小鹿野総合センター
■ハート形土偶のクッキーづくり
日時●8月27日(火)13:30～15:30
場所●小鹿野文化センター・調理実習室
※詳細は、「生涯学習コーナー(21ページ)」をご覧くださ
い。

　今年も「ちちぶ木の駅プロジェクト」が始まります。この
取組は、秩父の山に眠っている間伐材などを「木の駅」に
出荷して、地域商品券で買い取るものです。
　木の駅に木材を出荷する(売る)には、木の駅の説明会
に参加する等、プロジェクトの内容を確認したうえで、出荷
者申込書兼登録証に必要事項を記入し、両神庁舎・産業振
興課へ提出してください。(昨年までに登録をお済みの人
は、登録手続きは不要です。)
　木の駅の説明会とチェーンソーの取扱いに関する講習
会を同時開催しますので、安全に作業していただくために
も、奮ってご参加ください。

説明会・チェーンソー講習会
日時●8月31日(土)9:00～
場所●秩父広域森林組合・木材センター
　　　(秩父市寺尾2718-1)
費用●無料(申込不要)
木の駅概要
出荷日●9月14日(土)、10月12日(土)、11月9日(土)、12
月14日(土)、令和2年1月11日(土)、2月8日(土)、3月14
日(土)
時間●9:00～16:00
場所●秩父広域森林組合・木材センター
　　　(秩父市寺尾2718-1)
買取価格●0.5㎥あたり2,000円分、1㎥あたり4,000円
分の地域商品券で買い取ります。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

縄文土器・石器

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

「里山の棚田を利用した花しょうぶ園」ツアー

　6月中旬から下旬にかけて、近畿日本ツーリストグ
ループのクラブツーリズム主催で、花しょうぶ園を組
み入れた花巡りツアーを実施し、3日間でバス4台
140名様にご参加いただきました。
　このツアーは、今年の6月8日に嵐山町にオープン
した日本最大級のラベンダー園「千年の苑ラベン
ダー園」やミューズパークも巡るツアーでしたが、花
しょうぶ園が見頃で千年の苑がまだ工事が完了して
いない事もあったのか、「小鹿野の花しょうぶ園が最
も良かった」というアンケートを多数いただきました。
花の管理にご尽力いただきましたシルバーさん方
に感謝致します。
　ツアー当日は、またリピーターとして小鹿野町に
お越しいただくため、パンフレットをお配りしつつ、
「一年を通じて花が楽しめる町」、「花だけではなく周
りの里山の景観」を楽しんでいただけるようアピー
ルをしました。
　小鹿野町の花の良さは、他の地域でありがちな人
工的な物(イルミネーションを併設したり…、それは
それで良いのですが)と違い、ダリア園等がそうであ
るように「里山に囲まれた」というところにあると
思っています。私見ではありますが、里山の保全と共
にこれを前面に打ち出し、「住んで良し訪れて良し」
を目指す事が肝要と考えます。
　ツアーでは、企画担当者と打合わせし、添乗員を

通じて、募金への協力
を呼び掛けたり、バス
出発を道の駅薬師の
湯として、お帰りまでお
買物していただいたり、町がめざす「エリア外からの
外貨獲得」にいくばくかの寄与はできたと思ってい
ます。
　ツアーは、前年の集客状況やアンケートを基に企
画していますので、必ずしも毎年同じツアーが継続
しているわけではありません。常に新しいコース提
案もしていく必要があります。
　繰り返し述べますが、地域活性化にありがちな一
過性のイベントだけで終わらせることなく、継続と新
規開拓に努めていきたいと思います。現状維持は退
歩に他なりませんから、これで終わりという事なく進
めてまいります。

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

16 広報 おがの　8月号 17広報 おがの　8月号



ちびっこサロン(予約制)ちびっこサロン(予約制)

児童扶養手当制度
　母子・父子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の
福祉の増進を図ることを目的としています。
受給資格●手当を受けることができる人は、次の条件に
あてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護し
ているひとり親又は養育者で、所得が一定の額未満の人
です。
■父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
■父又は母が死亡した児童
■父又は母に一定の障害がある児童
■父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
■母が婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童　
等
※児童が政令で定める障害を有する場合は、20歳未満まで
手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

児童扶養手当＆特別児童扶養手当のご案内児童扶養手当＆特別児童扶養手当のご案内児童扶養手当＆特別児童扶養手当のご案内児童扶養手当＆特別児童扶養手当のご案内

　親子で一緒に遊びながら、集団生活に慣れていく、『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●8月6日(火)、9月10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、
設定遊び(サーキット)、個別相談(保健師・保育士)
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。
※動きやすい服装でご参加ください。

はぐくみ相談(予約制)はぐくみ相談(予約制)
◎からだの使い方や発達について理学療法士が相談に応じま
す。
日時●8月9日(金)9:40～15:10
場所●児童館　　内容●個別相談
対象●からだの発達について相談したい就学前のお子さんと
保護者

◎ことばがなかなか出ない、発音が気になるなどことばの発達
について言語聴覚士が相談に応じます。
日時●8月21日(水)9:40～15:10
場所●児童館　　内容●個別相談
対象●ことばの発達について相談したい就学前のお子さんと
保護者

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2日(金)までにお申し込みください。

対象●①平成２８・２９年度生まれのお子さんと保護者②３０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。お友達になって一緒に活動しましょう。会員を募
集しています。

子育てサークル ①８/２１㊌、②８/２８㊌
１０：００～１１：３０

８/２９㊍  １０：００～１１：３０親子のびのび体操
健康運動指導士：上野雅也

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

事業名　　　　　     　　日時　　　　　　　　　　　　　　　　　対象／内容
●予約なし

乳幼児の大好きな絵本を貸し出します。

月～金曜日 9：00～16：00 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）

8/２1㊌  9：00～16：00子育て相談（面接）

事業のある日 ９：0０～１６：００絵本の貸し出し

8/1㊍
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
１１：30～１１：45、１6：00～１6：15

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 ８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。　
＊夏休み中の午後開放は小学生までご利用いただけます。

土曜一日開放 8/１０、１７、２４、３１　
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 8/22㊍　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。

七夕フェスティバル
飾りつけ参加 ８/3㊏　１５：００～１５：３０ 対象●０歳～３歳までのお子さんと保護者等

街中の七夕フェスティバル飾り付けに参加します。現地集合解散です。ご協力お願いします。

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。

８/６㊋　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　
A8/２　B8/９　C8/２３　
D8/３０
１０：００～１１：３０

対象●1歳未満のお子さんと保護者
A計測（保健師） B離乳食（管理栄養士） C赤ちゃんとのかかわり方（ひまわり保育園前
園長） Dふれあい遊び（保育士）　
＊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

８/７㊌  ９：５０～１１：３０ 対象●1歳代のお子さんと保護者

８/７㊌  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。＊今月は一緒に水遊びをします。【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　※体温を測ってきてください。

８/８㊍　１０：００～１１：３０
対象●１歳以上のお子さんと保護者
【持ち物】着替え、タオル、ビニール袋、水筒、帽子、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
（水遊び）

※申込期限に注意してください。８月１日（木）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

理学療法士岡田朋子先生の講演会。楽しいふれあい遊びや体を動かす大切さをお話ししていただきました。▼

▲ビリビリした新聞紙をみんなで飛ばして遊んだよ！

『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

所得制限●資格のある人は、所得に関わらず申請できま
す。ただし、申請者や扶養義務者の所得により手当の支給
に制限があります。

特別児童扶養手当制度
　精神又は身体に一定の障害のある満20歳未満の児童
の福祉の増進を図ることを目的としています。
受給資格●精神や身体に一定の障害のある児童を監護
する父もしくは母、又は父母に代わって児童を養育してい
る人で、所得が一定の額未満の人です。

◀ベビーマッサージ。

歌に合わせてママ

の手でマッサージ！

気持ち良さそう～

楽し
いこ
とい
っぱいあるよ！

＊夏休み中は、０歳～３歳のお子さんと一緒に兄姉の参加も可能ですが、主に小さいお子さんですので、
保護者の責任の下、危険のないよう十分ご注意ください。

小鹿野幼稚園年少児との
交流会「楽しかったね。また
遊ぼうね。」握手をしてお別
れしました。▼

支払回数の変更●児童扶養手当法の一部改正に伴い、令
和元年11月分より支払回数を『4カ月分ずつ年3回』から
『2カ月分ずつ年6回』に変更されます。令和元年8月以降
の支払いは、11・1・3・5・7・9月の年6回、それぞれの支払
月の前月までの2カ月分が支払われます。

児童扶養手当額(令和元年度より)

こどもの人数 月額(全部支給) 月額(一部支給)
※所得に応じて決定

１人目の場合
２人目の加算額
３人目以降の
加算額(1人につき)

42,910円
10,140円

6,080円

42,900円～10,120円
10,130円～5,070円  

6,070円～3,040円  

区分 手当月額
1級該当児童1人につき
2級該当児童1人につき

52,200円
34,770円

特別児童扶養手当額(令和元年度より)

問合せ●小鹿野庁舎・住民生活課
　　　　子育て包括支援室☎75-4101

各手当の受給者は、現況届の提出を忘れずに！
　現在、児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給し
ている人は、役場からの案内通知を確認のうえ、忘
れずに提出してください。現況届が未提出の間は、
手当が支給されませんのでご注意ください。
　また、いずれの手当も、何らかの事情により、過
払いが発生した場合には返還をしていただきます。
　なお、転居や同棲等で世帯状況に変更のある人
は、お申し出ください。

▪▪▪ ▪▪▪
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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。



　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●8月29日(木)13:30～
場所●児童館(乳児検診会場)　
※6か月児及び12か月児が対象です。

ブックスタート＆ブックチャレンジブックスタート＆ブックチャレンジ

期間●8月13日(火)～16日(金)　
※中学校閉庁のため

町立図書館 分室臨時休館町立図書館 分室臨時休館

プチ(赤ちゃんから3歳ぐらいまで)
日時●8月6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

日時●8月16日(金)9:00～
場所●小鹿野文化センター・和室
対象●小学生以上
費用●1,000円(学生無料)
申込●当日9:00までに会場にお越しください。

お盆将棋大会

日時●8月17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●8月18日(日)9:00～
場所●小鹿野文化センター・研修室
対象●小学生以上
費用●1,000円(学生無料)
申込●当日9:00までに会場にお越し
ください。

お盆囲碁大会

日時●8月21日(水)、28日(水)、9月4日(水)19:00～21:00
場所●小鹿野文化センター・研修室
講師●ちちぶ聴覚障害者協会の皆さん
内容●基本的な手話を学習します。休憩中
には飲み物も出ます。
対象●小学生以上
定員●20人　　費用●無料
申込●8月5日(月)から電話でお申し込みく
ださい。

こうみんかんの手話講座inおっさんずカフェ
～タピオカドリンクはじめました～

日時●8月21日(水)、28日(水)、9月4日(水)19:00～20：30
場所●小鹿野町両神体育館
講師●小鹿野町スポーツ推進委員の皆さん
対象●小学生以上で町内在住又は在勤の人
　　　(小学生は保護者同伴)
定員●20人　 　費用●200円(保険代)
内容●ボルダリング及び軽スポーツ体験
持物●運動のできる服装、上履き（お持ちであればクライミン
グシューズ）、飲み物、タオル
申込●8月1日(木)～16日(金)までに参加費を添えて小鹿野文
化センターへお申し込みください。

ボルダリング教室

日時●9月3日(火)、6日(金)、10日(火)、13日(金)、17日(火)、
20日(金)、24日(火)、27日(金)全8回　19:00～21：00
場所●小鹿野中学校第一体育館
講師●小鹿野バドミントンクラブの皆さん
内容●基本的なルール、サービス及び基本的なショット
対象●中学生以上で町内在住又は在勤の人
定員●20人　　
費用●200円(保険代)
申込●8月27日（火）までに参加費を添
えて小鹿野文化センターへお申し込み
ください。

町民バドミントン教室

おはなし会おはなし会

　親子で楽しめる映画を上映します。
日時●8月21日(水)14:00～15:00
場所●両神ふるさと総合会館・視聴覚室
内容●忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロン
ト☆NEXT『天の川の段／ブラックホールの段』

町立図書館映画会町立図書館映画会

　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

　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

夏休みお助け講座夏休みお助け講座
　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います。申込みは、町立図書館(☎
79-0150)までご連絡ください。締切は、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。

主婦の友インフォス
主婦の友社
化学同人
KADOKAWA
旭屋出版
KADOKAWA
成美堂出版
成美堂出版
学研プラス
光村教育図書

ゴブリン書房

世界文化社

596-キ
597-モ
140-ニ
527-タ
596-コ
596-マ
K-407-ス
K-816-ス
K-837-ハ
E-フ

E-フ

K-783-ハ

アイスクリーム&シャーベット　保存容器と電子レンジでできる
ナチュラルおそうじ大全　何の汚れ?わかれば家中ピカピカ
「かわいい」のちから　実験で探るその心理
ズボラでも暮らしやすい!収納上手な間取り
日本の美しいかき氷
予約の取れない家政婦makoの世界一かんたん!糖質オフのやせるつくりおき
アイデアいっぱい!自由研究大ひゃっか　小学生にピッタリの100テーマ
スイスイ!ラクラク!!読書感想文　
パンダでおぼえる英会話　大人も子どもも一生役立つ
夏とおとうとと

夜のあいだに

はじめてのラグビー　子どもたちに伝えたい技術と心がまえ

木村幸子／著
本橋ひろえ／著
入戸野宏／著
タブチキヨシ／著
小池隆介／著、市場ゆりこ／著
mako／著、西脇俊二／監修
成美堂出版編集部／編
成美堂出版編集部／編
学研プラス／編
ふくだいわお／作
テリー・ファン／作、エリック・ファン／作、
原田　勝／訳
大野　均／監修

新着本の紹介（一般書／児童書）新着本の紹介（一般書／児童書）
分類書名 著者名 出版社

日時●9月22日(日)～29日(日)9:00～17:00
　　　(最終日は15:00)
場所●小鹿野総合センター
部門●【一般の部】絵画・書・工芸・彫刻・写真・陶芸
　　　【小・中学生の部】書写・美術・図工
応募資格●小鹿野町在住、在勤、在学の人又はこの美術展の
趣旨に賛同する人
出品点数●絵画、書、写真は2点以内とし、工芸、彫刻、陶芸につ
いては定めない。
規格●【絵画】50号以内、額又は仮額付き。【書】画仙紙半切以
内の面積(横幅は70㎝以内)とし本表装、仮表装、額装、又はた
だちに展示できる形態のもの。【彫刻】等身大、重量20㎏以内。
【写真】ただちに展示できる形態のもの。【陶芸・工芸】特に定め
ない。
開催要項●8月より小鹿野文化セ
ンターと両神ふるさと総合会館で
配布します。出品票は、作品搬入時
に提出してください。

小鹿野美術展作品募集
～小鹿野の秋は芸術の秋～

日時●8月27日(火)13:30～15:30
場所●小鹿野文化センター・調理実習室
講師●社会教育課職員
内容●合角中組遺跡出土のハート形土偶をモチーフにした
クッキーづくり
対象●子どもから大人まで
定員●20人　　費用●300円(材料代)
申込●8月2日(金)から受け付けます。

ハート形土偶クッキーづくり
～縄文人も食べた?!～

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

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
小鹿野町立図書館
小鹿野町立図書館分室　

5日(月)、13日(火)、16日(金)、19日(月)、26日(月)
3日(土)、4日(日)、10日(土)～18日(日)、24日(土)、
25日(日)、31日(土)

8月の
休館日



相
談
員

休日急患当番医休日急患当番医

蜂に刺されたときの応急手当蜂に刺されたときの応急手当

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●8月19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
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●①8月13日(火)、27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

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●9月10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●9月3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●9月24日(火)13:00～15:00
相談員●加藤純二さん(弁護士)
場所●小鹿野文化センター
※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●8月27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●8月19日(月)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

8月4日
11日
12日
18日
25日

8月4日
11日
12日
18日
25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  
皆野町
小鹿野町
小鹿野町 

☎75-2332
☎75-2332 
☎62-0039 
☎75-2332
☎75-2332

小鹿野中央病院（内） 
小鹿野中央病院（内）  
金子医院（内）
小鹿野中央病院（内）
小鹿野中央病院（内）

診療時間／8:30～翌日の8:30

和泉町
和泉町
皆野町
桜木町
皆野町

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

秩父病院
秩父病院
皆野病院
秩父市立病院
皆野病院

※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

8月11日
12日

大野原
小鹿野町 

☎24-9669
☎72-7201

萩原歯科医院
しまだ歯科医院

※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

8月3日・17日
10日・24日

31日

期日 医療機関 電話

☎62-6300
☎23-0611
☎22-3022

皆野病院
秩父市立病院
秩父病院

■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。

応急処置を行う
①速やかにその場から離れる
　蜂を刺激しないようにゆっくりと退避します。
②傷口を流水で洗い流す
　蜂針が残っている場合はつまんでそっと抜きます。
③傷口周囲を圧迫して毒液を絞り出す
　口をつけて吸い出すことは絶対にしないでください。
④傷口に薬を塗り濡れタオル等で冷やし安静にする
　市販されている虫刺され用の薬で大丈夫です。
医療機関を受診する
　次の症状が出たら大至急、医療機関を受診してくだ
さい。蜂アレルギーによるアナフィラキシーショック※の

疑いがあります。
•呼吸困難　•しめつけ感　
•咳　•動悸　•血圧低下
•吐き気　•腹痛　•尿意(失禁)　•じんましん　
•意識障害　•めまい　•けいれん　など
蜂に刺されないために
　黒いものや匂いは蜂を刺激し攻撃の対象となりま
す。黒い服装や香水などの化粧品は避けましょう。

※アナフィラキシーショックとは、蜂に(通常2回以上)刺されることに
よって発症するショック状態のことです。一度刺されただけで発症す
る人もいれば、複数回刺されても発症しない人もいます。適切な処置
を行えば、最悪の事態にならずに済みます。

広報 おがの 無料相談・医療 無料相談・医療 広報 おがの

22 広報 おがの　8月号 23広報 おがの　8月号



小
鹿
野
歌
舞
伎
上
演
や
大
正
琴
を
披
露

6
／
30

（
第
14
回
彦
五
郎
祭
：
秩
父
市
下
吉
田
）

ソフトボールの部優勝／両神リトル

Aブロック優勝／小鹿野2組チーム Bブロック優勝／小鹿野4組チーム

ポートボールの部優勝／ジョニーズ

第8回両神山麓トレイルラン
6/23　完走者:752人

小鹿神社茅の輪くぐり
6/30

第14回あじさい祭り
7/7(下小鹿野)

第57回町民バレーボール大会　6/30

子供ソフト・ポートボール大会　7/6
主催／小鹿野町青少年相談員協議会【＝表紙関連】

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

声をかけていただき、
奈倉にて田植え体験
をしました。(本)

ダリア園
畝の周りに立てる支柱運
び、開園に向けて着々と
進んでます。(沢田)

7/7あじさい祭りに合わ
せて、観光交流館で移住
検討者や観光客にお茶を
出しつつ、くつろいで頂
きました。(工藤・宮本)

未来の担い手達と
ハチミツ試食会
(片桐)

埼玉県農業技術研究
センターにて鳥獣害
対策研修を受講しま
した。(星)

国家公務員の初任行政研修
にて活動を紹介させていた
だきました。(太田)

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 VOL.26VOL.26
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我が家の

天使天使

9/8
日

令和元年度緑の募金(家庭募金)の

結果とお礼
令和元年度緑の募金(家庭募金)の

結果とお礼

第67回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会

の開催と交通規制のお知らせ

第67回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会

の開催と交通規制のお知らせ

ピカピカ★のびのび・スライムづくり
日時●8月23日(金)13:30～15:30
対象●小・中学生(小学生は保護者同伴)
定員●15人
内容●子どもたちに人気があるスライムを
特殊な方法でピカピカ光り、伸びるスライ
ムにします。
締切●8月20日(火)
申込＆問合せ●電話でお申し込みください。
県立小鹿野高等学校☎75-0205(平日
8:30～16:30)
※8月13日(火)から16日(金)は除く。

　5月から実施した緑の募金(家庭募金)には、大勢の皆さんにご協力
をいただき大変ありがとうございました。下記のとおり結果がまとまり
ましたのでご報告します。
　この募金は、公益社団法人埼玉県緑化推進委員会が市町村を通じ
て実施しているもので、成果の半額を市町
村で利用することができます。
　また、公共性のある事業(地域で植栽し管
理することができる)に対しては、緑化推進
委員会の補助事業が利用できますので、詳
しくは両神庁舎・産業振興課へお問い合わ
せください。
問合せ●両神庁舎・産業振興課☎79-1101

社会を明るくする運動社会を明るくする運動

　この運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と、罪を犯し
た人たちの更生について理解を深め、犯罪や非行のない地域
社会を築こうとする全国的な運動です。同じ過ちを繰り返さな
いためには、本人はもとより、本人を取り
巻く地域の人たちの理解と温かい支援
が必要です。犯罪や非行のない明るい社
会を築きましょう。
問合せ●保健福祉センター・福祉課
　　　　☎75-4421

県立小鹿野高等学校公開講座

受講生募集
県立小鹿野高等学校公開講座

受講生募集

　第67回秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会を開催し
ます。
　沿道を力走する選手に温かい声援をお願いします。ま
た、大会開催に伴い、交通規制を実施します。ご不便・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。
期日●9月8日(日)
スタート時間・場所
【初・中級部門】9:00／大田小学校前　　　　　　　
【上級部門】10:00／秩父駅前

小鹿野
吉田朋之さん・恵美さん

穂乃香(ほのか）ちゃん　姉

浬爽(りさ）ちゃん　妹

下小鹿野
井戸美樹雄さん・香さん

悠仁(はると）くん

※
ご
家
族
の
同
意
を
い
た
だ
い
た
人
の
み
掲
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し
て
お
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ま
す
。（
同
日
は
、届
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順
）

※
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無
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の
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内
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せ
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）1
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1

6月

4月

１日
１４日
１８日
１９日
２２日

下小鹿野
両神小森
両神薄
下小鹿野
長留

下小鹿野
長留
両神薄
下小鹿野

６月
1日
８日

１３日
２３日

萩𠩤 玲羽（宣明）
黒澤 奏咲（直良）
島崎 向葵（翔太）
黒澤 彪太朗（与輝）

 れう

 そら

あおい

  こたろう

ご出産おめでとうございます。
《6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。
《6月中の同意書届出・敬称略》

２７日 両神薄岩田　登（８７）

5月
２５日
２７日
３１日

三山
小鹿野
飯田

髙橋 たま（８５）
小松 麒久次（９７）
眞下 竹三郎（８８）

祝 悼

小
鹿
野
短
歌
会

田
嶋
　
裕
子

清
水
す
み
子

猪
野
　
初
枝

稲
葉
　
文
夫

根
岸
惠
美
子

文

芸
の

窓

文

芸
の

窓

地域別 金額
小鹿野
長　若
三田川
倉　尾
両　神
合　計

１８０，９５０円
３９，８００円
５７，９１５円
２２，９００円
７６，３４０円
３７７，９０５円

キャンプ

簡単な手話を覚えましょう【第11回】簡単な手話を覚えましょう【第11回】 道の駅関連施設臨時営業
を行います

道の駅関連施設臨時営業
を行います

左手甲に右手５指の指先をつけ、上に引き上げながら指を閉じる。

　8月13日(火)は、通常「道の駅　両神温泉薬師の
湯」、「地域資源活用センター」及び「両神農林産物直
売所」の定休日となりますが、臨時営業を行います。
　皆さんのご来場をお待ちしています。
※16日(金)は、地域資源活用センターのみ休業しま
す。
問合せ●両神温泉薬師の湯☎79-1533
　　　　地域資源活用センター☎72-8080
　　　　両神農林産物直売所☎79-0124

いつもいっしょに　あそんでいます♡

いつもいっしょに　あそんでいます♡

見て見て！
寝返りできるようになったよ！

見て見て！
寝返りできるようになったよ！

清水 増美（７９)
今井 秀一（８１)
強矢 文子（８８)
佐藤 文子（９１)
山口 　　江（９４)

交通規制時間●8:30～12:30
※秩父駅前から東都秩父CC入口までのパレード区間に
ついては10:00～10:30
交通規制区間●(秩父駅前→秩父公園橋→尾田蒔交差
点→東都秩父CC入口→)富田農園→大田小学校→小柱
西→和銅大橋入口→富田農園→大田小学校の周回
※国道１４０号大塚交差点から新皆野橋、小柱方面への
規制及び寄居皆野有料道路の小柱ＩＣ、蒔田ＩＣの規制も
実施します。
問合せ●秩父宮杯埼玉県自転車道路競走大会実行委員
会事務局
☎048-830-6953(埼玉県スポーツ振興課)
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日時●8月29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7月、8月、10月、11月、平成31年1
月、2月、4月、令和元年5月生まれ　【予防接種】平成31年1
月、2月生まれと8月28日までに12か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か月児は子育てア
ンケート)、ＢＣＧ接種を受ける人は予診票(青色)

3・6・9・12か月児健診＆ＢＣＧ予防接種

■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●①8月7日(水)、21日(水)14:00～15:00
　　　②8月8日(木)、22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●8月22日(木)、30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●8月21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
いる人等
日時●8月23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？

食中毒を予防しましょう食中毒を予防しましょう

食中毒予防の3原則
①菌をつけない
■食品を買ったら魚肉などはビニール袋に入れ、他の
食品と分けて持ち帰りましょう。
■野菜などはよく洗いましょう。
■魚や肉を扱うまな板と野菜を扱うまな板は分けるよ
うにしましょう。
②菌を増やさない
■買ってきた食材は、冷蔵庫などで保存しましょう。

熱中症になったらどうするの？熱中症になったらどうするの？
　夏本番となり、厳しい暑さが続きます。熱中症は予
防をすること、早めに処置をすることが大切ですが、
熱中症になってしまったときの対処方法を紹介しま
す。
　早急に処置をすれば、熱中症による被害を最小限
に抑えることができます。また、救急車を呼ぶ場合に
も到着までの時間にできる限りの対処が必要になり
ます。

8月から国保の特定健診が
医療機関で受けられます
8月から国保の特定健診が
医療機関で受けられます
対象●40歳～74歳の国民健康保険加入者で、令和
元年度に集団健診未受診の人、又は人間ドック受診
予定がない人
期間●8月1日(木)～令和2年3月31日(火)
※75歳を迎える人は誕生日の前日
場所●町内の指定医療機関
※直接医療機関へ予約してください。
持ち物●保険証、受診券、受診票
※5月に郵送した個別通知をご確認ください。

埼玉県コバトン健康マイレージ埼玉県コバトン健康マイレージ
　この事業は「楽しく歩いてポイントを貯めよう」を
テーマに、埼玉県が実施しています。一日3,000歩以

上を目安に継続して歩き、ポイン
トを貯めると、年に数回行われる
抽選会で賞品が当たります。
　ポイントを貯めるには、専用の
歩数計が必要となりますので、
保健課までお問い合わせくださ
い。

いきいきおがの健康マイレージ
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。

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●8月20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』

　人生100年時代といわれます。今回は、健康維持や生活習慣
病予防のための運動についてお話しをうかがいます。
日時●8月30日(金)13:30～15:00
場所●小鹿野文化センター・大会議室
内容●「人生100年時代～今日の暮らしが未来へ続く～」
講師●古田裕子氏(オフィス・ケア代表)
【講師紹介】シニア健康体操指導や運動・栄養・サプリメント・薬
剤などについての講演を多数実施　
※参加を希望される人は、前日までに保健課までご連絡ください。

健康講演会を開催します（入場無料）

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●8月26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

■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●8月22日(木)10:00～13:00
場所●いきいき館・調理実習室　　
対象●20歳以上の町民　　定員●12人(申込順)
費用●1人200円（材料代）
持ち物●エプロン、三角巾、タオル
申込●8月16日(金)までに保健課へお申し込みください。

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●8月13日(火)、27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。

Hm1

■調理した料理は早めに食べるか、すぐに食べない時
は冷やして保存しましょう。
③菌を殺菌する
■加熱して食べる料理（魚肉類）は完
全に火を通すようにしましょう。
■使い終わった調理器具は洗剤でよ
く洗い、まな板などは定期的に熱湯
や消毒液で消毒しましょう。

※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)
※8月の開放日は、1日、6日、7日、8日、13日、14日、15日、
20日、21日、22日、27日、28日、29日 (8日、22日は運動教
室有）

　食中毒とは、細菌やウィルス、有毒な物質を食べることで下痢や腹痛、発熱や
吐き気などの症状が出る病気のことです。特に夏場は気温や湿度が高くなるこ
とから、細菌性の食中毒に注意が必要です。

意識がある、
反応が正常なとき

意識がない、
自分で水分が飲めない、
反応がおかしいとき

涼しい場所へ
避難させる 救急隊の要請をする 

衣服を脱がせ、
身体を冷やす

涼しい場所へ
避難させる

水分・塩分を補給する 衣服を脱がせ、
身体を冷やす

医療機関に搬送する

Hm1

※症状が回復しない
場合は医療機関へ受
診してください。症状
が回復しても十分な
休息をとりましょう。

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。



●ウマとのふれあいコーナー
日時　8月11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
●お菓子作り教室
日時　8月25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　10人(抽選)
締切　8月9日(金)必着
●布ぞうり作り体験
日時　9月1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　20人(抽選)
締切　8月16日(金)必着
●そば打ち体験
日時　9月15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　8月30日(金)必着
申込&問合　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

●栗の木deしゃもじ作り
日時　9月8日(日)10:00～12:00
内容　栗材を使用して、大・小各一本
ずつしゃもじを手作りします。利用方
法は様々ですので、オリジナルの形
のしゃもじを作ることが出来ます。
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　9月1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

●長瀞でイングリッシュキャンプ！
　～Let's have fun!～
期日　9月7日(土)～8日(日)
内容　1泊2日でイングリッシュキャ
ンプをします。レクリエーションや野
外炊事、ネイチャークラフトなどを行
います。
対象　小学3年生～中学3年生20人
費用　6,000円
締切　8月18日(日)
●長瀞キャンプシリーズ～子どもの
ためのチャレンジキャンプ～
期日　9月14日(土)～16日(祝)
内容　子ども達で行う、2泊3日の
キャンプです。テント泊や川でのアク
ティビティ、野外炊事などを行います。
対象　小学3～6年生20人
費用　8,000円
締切　8月26日(月)
申込&問合　はがき、電話、FAX、
メールにて事業名、氏名、年齢、性別、
住所、連絡先を明記のうえ、お申し込
みください。
〒369-1312長瀞町井戸367　県立
長瀞げんきプラザ☎66-0177
https://www.nagatoro-genki.com/

長瀞げんきプラザのイベント

●ツリークライミング体験
日時　8月24日(土)10:00～15:00
※10時、11時、13時、14時から各回1時間
内容　専用のロープやサドル(安全
帯）、安全保護具を利用して木に登り、
自然との一体感を味わいます。※ツ
リークライミングⓇジャパンの有資格

者が指導します。
対象　小学生以上(小学生は保護者同伴)
費用　2,000円(保険料含む)
定員　各回5人(申込順)
服装　長ズボン、運動靴
締切　8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

①スターウォッチング
日時　8月10日(土)19:30～21:00
　　　9月7日(土)19:00～20:30
場所　大滝げんきプラザ
内容　口径400mmの天体望遠鏡で
夏・秋の星座を観察します。
対象　一般　費用　無料　
②家族で秘密基地に泊まろう!「親子
サバイバルキャンプ」
日時　9月7日(土)13:00～8日(日)
12:30 (1泊2日)
場所　大滝げんきプラザ集合・宿泊
内容　ダンボール基地寝袋体験・サ
バイバル飯炊き体験等
対象　幼児、小・中学生とその家族、
一般50人(申込順)
費用　2,700円程度
申込&問合　①は当日の17:00まで
に、②は8月1日(木)より電話でお申
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

　埼玉県では、塙保己一の精神を受
け継ぎ、障害があっても努力して顕
著な活動をされている人、このような
障害者に貢献されている人を対象と
した「第13回塙保己一賞」の募集を
行います。
賞の種類と対象者
■大賞(対象者：障害者本人)
■奨励賞(対象者：障害者本人)
■貢献賞(対象者：障害者の支援者、貢
献者　※障害の有無は問いません。)
申込＆問合　8月31日(土)までに候
補者調書及び推薦書に必要事項を記
入のうえ、応募してください。
※候補者調書及び推薦書や各賞の詳

細については、埼玉県ＨＰでご確認く
ださい。
埼玉県障害者福祉推進課
☎048-830-3309　
FAX048-830-4789
メールa3310-06@pref.saitama.lg.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/
a0604/hanawa/10bosyu.html

第13回塙保己一賞候補者募集

　秩父地域をはじめ、フラダンス活
動をされているチームやサークルの
皆さんが日頃の成果を発表します。
日時　9月1日(日)10:30～16:30
場所　秩父ミューズパーク野外ス
テージ
内容　17チーム60曲以上を予定。
ゲストとして、ハワイアンバンドのKu
lokoの3人が出演します。このほか、
フラショップ、飲食などの売店も出店
予定です。
問合　フラ ナニモアナ主宰　豊田
まで☎090-4090-6751

第3回秩父フラフェスティバル in
秩父ミューズパーク野外ステージ

　東京2020埼玉県聖火リレー実行
委員会は、オリンピック聖火ランナー
を募集中です。「ぜひとも、埼玉県を
走りたい」というランナーのご応募を
お待ちしています。
募集期間　8月31日(土)まで
募集人数　65人
主な応募条件　平成20年4月1日以
前に生まれた人(国籍・性別不問)で現
在又は過去に埼玉県にゆかりのある
人(在住、在勤、在学、活動実績、家族
又は親戚の居住など)
申込＆問合　埼玉県ホームページの
応募フォームに必要事項を入力して
応募してください。
埼玉県聖火ランナー募集コールセン
ター☎048-825-1130(平日9:00～
18:00)https://www.pref.saitam
a.lg.jp/oly-para/events/otr-torc
hbearer.html

東京2020オリンピック聖火リレー　
埼玉県聖火ランナー募集

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

日時　8月29日(木)～9月4日(水)　
8:30～19:00　※8月31日(土)、
9月1日(日)は10:00～17:00
相談番号　☎0120-007-110(全国
共通・無料)　※IP電話からは接続で
きません。
相談員　法務局職員、埼玉県人権擁
護委員連合会子ども人権委員会委員
※秘密は厳守します。
問合　さいたま地方法務局人権擁護
課☎048-859-3507

第2回埼玉県警察官採用試験

採用予定者数
Ⅰ類　35人(男性25人、女性10人)
Ⅱ類　 5人(男性3人、女性2人)
Ⅲ類  98人(男性80人、女性18人)
武道・体育Ⅰ類　2人(柔道1人、剣道1人)
募集期間　8月2日(金)～28日(水)
※インターネット、郵送及び持参
第1次試験　9月22日(日)／東京国
際大学及び警察学校
※受験案内等は小鹿野警察署で配
布しています。
問合　小鹿野警察署☎75-0110

第66回秩父美術展作品募集

期日　9月30日(月)～10月6日(日)
時間　9:00～17 :00(最終日は
15:00まで)
場所　秩父市歴史文化伝承館
種目　絵画・書・写真・彫刻・工芸
応募資格　秩父郡内に在住、在勤、
在学(高校生以上)する人
出品料　1点1,000円(1人2点以内)
搬入　9月28日(土)10:00～12:00
搬出　10月6日(日)15:00～16:00
※開催要項は小鹿野文化センターで
配布しています。
問合　秩父美術展運営委員会事務
局(秩父市生涯学習課)☎22-0420

　道路を安全に利用していただくた
めに、国県道上に張り出している樹木
等の伐採について、ご理解とご協力
をお願いします。
　次のような状況にある土地の所有
者は、樹木等の剪定をお願いします。
◎道路、歩道へ樹木等が張り出して
いる。
◎枯れ木、折れ木等による通行への
障害(又はそのおそれ)がある。
◎竹木等の繁茂による通行への障害
(又はそのおそれ)がある。
※道路や歩道へ張り出している樹木
の落枝等が原因で事故が発生した場
合、樹木の所有者が責任を問われる
ことがあります。
　伐採作業時は、通行車両や歩行者
の安全確保に努め、事故等にご注意
ください。また、緊急の場合、道路通
行の支障となる樹木等を予告なく伐
採・撤去することがありますので、ご
理解をお願いします。
問合　秩父県土整備事務所(管理担
当・道路相談担当)☎22-3715

８月は「道路ふれあい月間」です

●花がら摘み、紫陽花に感謝を込め
て「二名良日」と蓑山のてっぺんで花
輪づくり!
日時　9月7日(土)10:00～12:00
場所　美の山公園　紫陽花園
費用　5,000円
定員　30人　※要事前申込
●麻アーティスト　大森芳紀＆探検
植物作家　二名良日　対談

日時　9月8日(日)14:00～15:00
場所　ムクゲ自然公園　森の美術館
費用　500円(和茶付き)
申込＆問合　NPO法人和の里みや
☎62-1688

ムクゲ自然公園からのお知らせ

①Jw_cad(建築系)基礎 
②介護職員向けPowerPoint2013
日時　①10月5日(土)、12日(土)
②10月26日(土)、11月2日(土)　
いずれも9:00～16:00　
費用　受講料①②2,000円、テキス
ト代①3,456円②2,160円
申込＆問合　9月1日(日)～10日(火)
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

イ ベ ン ト

募 集

案 内

日時　8月25日(日)12:30～
(開場12:00～)
場所　秩父ミューズパーク音楽堂
内容　ピアノ＆バイオリン、ピアノ＆
チェロ、トリオ、連弾、2台ピアノ。オー
ディションで選ばれたリトルピアニス
トとプロとの室内楽
入場料　2,000円
チケット取扱　秩父楽器サービス
☎24-6791
問合　メロディ・ボックス　荻原まで
☎090-4533-8759

Let’s アンサンブルⅣ　ピアノでうたう

日時　9月10日(火)13:30～15:30
場所　秩父保健所(参加無料)
内容　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
対象　家族や親戚、友人、職場の同
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。
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」
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